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健脚度：低
車窓観光が中心のツアーですが、比較的
平坦な道を短く歩きます。また。ヘリコプ
ターや水上飛行機の乗り降りが含まれる
場合があります。

健脚度：中
少し活動的なツアーで、いかだに乗ったり、
スポーツフィッシングなど長時間立ったまま
でいる場合があります。

健脚度：高
カヌー、自転車、ハイキング、カヤックな
ど、最も活動的で冒険的なツアーです。

 
 

す。

活動的な冒険ツアー：太陽と海、ハイキング、乗馬、ウォータースポーツ、ビー
チ、ジップライン、空中遊覧などのアクティビティーを楽しむ活動的なツアーで
す。

テーマ別ツアー：料理、歴史、芸術、文化、宗教、ガイド付きショッピングなど
テーマで選び抜かれた見どころを訪れ、寄港地の魅力をより深く知る観光と徒
歩ツアーです。

人気

こだわり

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。



タヒチ島（パペーテ） フレンチポリネシア 

Tahiti(Papeete), French Polynesia 

タヒチ島は単なる島ではなく、人々に精神的な安らぎを与えてくれるところです。タヒチの首都パペーテは、刺激
的で魅惑的な人々であふれる賑やかな外交都市です。不朽の名作「バウンティ号の反乱」でも描写されている、
楽園の島タヒチでの生活がいかに快適であるかは、過酷な航海との対比からもわかります。そして、タヒチは画
家のゴーギャンやマティスにモダンアートの影響を強く与えました。今日のタヒチは、ポリネシア人の“生きてい
る喜び”の精神とフランス人のもつ洗練された趣味が魅力的に混ざり合った島となっています。 
パペーテからちょっと足を伸ばせば、ゴツゴツとした険しい山々の景観や、深い緑に覆われた森や、滝と美しい
ビーチの大自然と出会えます。 
他のフレンチポリネシアの港と比べると、パペーテの沿岸では商業港としての姿と、黒砂と白砂のビーチ、
村々、リゾート地と歴史的な建物のある二つの違った顔を見ることが出来ます。 

＜見どころ＞ 

○1 E A アイランドドライブ Island Drive 

タヒチ島の観光ドライブは、市内の主要な見どころとはまた別のスポットを見る最良の方法でしょう。市内の
喧騒から離れ、タハラアの丘、ビーナス岬、アラホホの潮吹き岩、ファウルマイの滝などを巡ります。 

A○2 E A タハアラのワン・ツリー・ヒル Tahara’a “One Tree Hill” 

タヒチ島の指定史跡にもなっている、色とりどりの花々に囲まれた大きな木は、クック船長が航海時の目印と
していました。この丘では素晴らしい景色を一望できます。  

A○3 E A ジェームス・ノーマン・ホール の家 James Norman Hall’s Home

バウンティ３部作の共同作者ジェームス・ノーマン・ホールは、３０年以上もタヒチで暮らしたアメリカ人作家で
す。マタバイ湾を望む海岸沿いに建っている復元された家は、今は記念館として公開され往時の暮らしを偲
ぶことができます。 

A○4 E A ヴィーナス岬 Point Venus 

探検家のブライ、ウォーリス、クックは彼らの船をこの岬で投錨しました。ここは１７６９年にキャプテン・クック
が金星の太陽面通過を観測した場所です。 

A○5 E A タヒチ博物館 Museum of Tahiti

南太平洋地域で優れた博物館の一つとして数えられています。タヒチとその島々の歴史からポリネシアの自
然環境や文化、技術、社会、宗教などの資料が判りやすく展示されています。 

A○6 E A ポマレ５世と王家の墓 Tomb of Pomare V 

タヒチ最後の王ポマレ５世は、サンゴと溶岩のブロックを使用したギリシャの壺に似せて造られたと言われて
いる墓に埋葬されています。 

A○7 E A ４輪駆動車での観光 4WD Excursion

タヒチ島で最も美しい景観の場所へ行くには４WD を利用する方法しかありません。深い緑に覆われた島の
中心部へはパペノオ川の渡り悪路を進みます。途中、写真撮影をしたりいくつもの滝を巡ります。 

A○8 E A ファアルマイの滝 Faarumai Waterfalls

バイマフタにあるファアルマイの渓谷で、タヒチで一番美しいと言われるファアルマイの滝などを訪れます。 
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パペーテ  フランス領ポリネシア  PAPEETE 

 人気 

ツアー番号：PPT-110 
タヒチ ハイライト 

Highlights of Tahiti 
ツアー料金：＄89～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○1 E

A○2 E

A○3 E

A○4 E

A○6 E

A○8 E 低 

＜注意事項＞ 

下船日にご参加の場合、空港までの移動費が別途掛かります。 

 人気 

ツアー番号：PPT-115 
タヒチ島ドライブとタヒチ博物館 

Island Drive & Museum of Tahiti 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○1 E

A○2 E

A○5 E

A○8 E

A○4 E 中 

＜注意事項＞ 

下船日にご参加の場合、空港までの移動費が別途掛かります。 

ツアー番号：PPT-130 
タヒチ島ドライブ 
Island Drive 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○1 E

A○2 E

A○4 E

A○6 E

低 

＜注意事項＞ 

下船日にご参加の場合、空港までの移動費が別途掛かります。 
日曜日はポマレ5世の墓が閉まっている為、別の写真撮影場所となります。 

ツアー番号：PPT-500
４駆で巡るパペノオ渓谷と滝 
Papenoo Valley & Waterfall by 4WD  
ツアー料金：＄１１９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○2 E

A○7 E

中 

＜注意事項＞ 

下船日にご参加の場合、空港までの移動費が別途掛かります。このツアーは山道の悪路を走行します。背骨
や頚部を傷めている方や、妊娠中の方の参加はお勧めできません。 
ツアー中に更衣室の設備はありませんので、予め水着を着用しタオルを持参の上ご参加下さい。 
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フアヒネ島 フランス領ポリネシア 

Huahine, Polynesia 
 
タヒチの北西１７６km に位置するフアヒネ島は、手付かずの自然が多く残る島です。フアヒネ・ヌイ（大フアヒネ）
とフアヒネ・イティ（小フアヒネ）の２島からなり、狭い水路によって結ばれています。外周はサンゴ礁で守られ、
内側は白砂のビーチ、エメラルド色のラグーンが広がっています。バニラの栽培が盛んな野生の熱帯植物が繁
茂するこの島の、人なつっこくのんびりとした島民の人柄に触れたり、考古学的にも貴重な古代ポリネシアの遺
跡や文化に触れてみては如何でしょうか。 

＜見どころ＞ 

A○1 E A マラエ祭祀殿 Polynesia Marae

フアヒネにある屋外の祭祀殿をマラエと呼びます。これは、地面に引いた長方形の区画に石や木材の柱を
打った作りで、宗教上や集会所の目的で利用されたと考えられています。 

A○2 E A ファレポテエ Fare Potee

水辺に建つファレポテエは小さな考古学博物館です。１９９８年のサイクロンで破壊され、２００１年に伝統的
な建材を用いて再建されました。 

A○3 E A ４輪駆動車での観光 4WD Excursion

４WD でのドライブ観光は、フアヒネのサンゴ礁，バニラの栽培農園，熱帯魚を獲る仕掛け，教上の祭殿，
道々に自生する島に花々を楽しみながら知ることの出来る良い手段です。 

A○4 E A ラグーン観光 Lagoon Excursion

美しいラグーンでのユニークなピクニックでは、パレオ･コンサートを楽しんだりラグーン散策を楽しみ、伝統
的なポリネシア料理のランチをを味わいます。 

A○5 E A ポリネシア式の漁法 Polynesian Fishtrap

４００年前から今もなお行われている、古代のストーンフィッシュの漁法からなるフレンチポリネシアの伝統漁
法を見学します。 

A○6 E A 青い目のウナギ Blue-eyed Fare Eels

フアヒネの透明度のあるきれいな水で繁殖した、おとなしい青い目の巨大ウナギに餌付けをします。 

A○7 E A 真珠養殖場 Pearl Farm

ボートで真珠養殖場へ渡り、そこでどのように島の人々が牡蠣から真珠の養殖技術を学び、質の向上ならび
に真珠そのものを洗練させていったかを見学します。 

A○8 E A 文化体験 Cultural Experience 

ポリネシアの人々の目を通してフアヒネの文化を体験して頂くツアーです。彼らの言葉に耳を傾け、昔ながら
の伝統と習慣を学びます。 
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フアヒネ島 フランス領ポリネシア HUAHINE 

人気 

ツアー番号：HUH-105 
フアヒネ島観光ドライブ 
Island Drive 
ツアー料金：＄８９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他

A○1 E

A○6 E

低 

 
ツアー番号：HUH-230 
４駆で巡る黒真珠養殖場、マエヴァ村の祭祀殿とバ

ニラ農園 
Pearl Farm, Maeva Marae & Vanilla Plantation 
ツアー料金：＄８９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他

A○1 E

A○3 E

A○7 E

低 

＜注意事項＞ 

訪問順序は変更になる場合があります。 

 
ツアー番号：HUH-110 
神聖な遺跡と伝説の場所 
Sacres Sites & Legendary Places 
ツアー料金：＄１０９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他

A○1 E

A○2 E

A○6 E

中 

＜注意事項＞ 

アップダウンのある丘を歩きます。そのため、歩行の困難な方にはお薦めできません。 歩き
やすい靴と、天候に合わせた服装でご参加ください。 

 
ツアー番号：HUH-990 
カタマランで行くハナイティビーチ 

Outrigger Transfer to Hana Iti Beach 
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他

A○4 E 中 

＜注意事項＞ 

衣類の下に予め水着を着用し、着替え，タオル，帽子，日焼け止め用品などをご持参下さい。 現地
通貨かクレジットカードをご用意下さい。 
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ランギロア島 フレンチポリネシア 

Rangiroa, French Polynesia 
ランギロア島は“広大な空”と称されるポリネア最大の環礁で、その規模は世界でも４本の指に入ると言われて
います。２４０以上の小島が点在し、環礁と環礁の間のたくさんの小さな水路が連なり大きなリングを形成して
います。太平洋の真ん中にリボンのように長く連なるこの島々の、他に比類の無い、不思議なくらい美しくきら
めくラグーンの海の色のコントラストに驚くことでしょう。 
ランギロア島の海辺は椰子の木が生い茂り、温かい南国の海が広がっています。本船はランギロア島の沖合
いに投錨し、島へはテンダーボートに乗り換えて上陸します。海岸沿いの小道や穏やかな波打ち際を散策して
みては如何でしょうか。ランギロア島は環礁に囲まれた穏やかな海と生息する海の生物が有名ですから、この
ユニークな島で是非ともサンゴ礁や環礁を訪れてみて下さい。 

＜見どころ＞ 

A○1 E A シュノーケリング Snorkeling 

ランギロア島のラグーンはシュノーケリングをするには絶好の場所です。いくつかの人気シュノーケリングス
ポットのサンゴ礁では、たくさんの熱帯魚が生息しています。 

A○2 E A ラグーン観光 Lagoon Excursions 

初心者もベテランも関係なく、ダイビングやシュノーケリングやグラスボトムボートの全ての愛好者は、外洋と
ラグーンの境界付近に生息するたくさんの熱帯魚の群れを観察することができるでしょう。 

A○3 E A スキューバダイビング Scuba Diving

ランギロア島のラグーンには、環礁の外側に広がる外洋に泳ぐイーグル･エイやサメの群れ、マグロの大群
が観察できる驚きのダイブスポットがあります。 
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   ランギロア島 フランス領ポリネシア  RANGIROA 

 
ツアー番号：RGI-790 
ランギロアのラグーンシュノーケリング 
Rangiroa’s Lagoon Snorkel 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○1 E

A○2 E

高 

＜注意事項＞ 

足ヒレ以外の基本的なシュノーケル器材は用意されていますが、ご自身の器材を持参されることをお勧めし
ます。若干の潮流がある場合がありますので、海での水泳が出来る方のみご参加下さい。 

 
ツアー番号：RGI-930 
ランギロア ライセンス所有者用スキューバ 
Rangiroa Certified Scuba Dive 
ツアー料金：＄１１９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○2 E

A○3 E

高 

＜注意事項＞ 

ダイバーズ･ダイビングのライセンスカードをお忘れなくお持ち下さい。参加に際し免責書類と健康状態質問
票に記入頂きます。 
２年以内にダイビングの経験のない方は、ラグーンの外側に出ることは出来ません。 
ダイビングに必要な機材は全て用意されており、プロの指導員が同行致します。 

 
ツアー番号：RGI-630 
半潜水艦ツアー 
Rangiroa Aquascope Semi-Sub 
ツアー料金：＄１１９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○2 E 低 

＜注意事項＞ 

半潜水艦の定員は８名です。満員の場合は、次の出発のボート利用となります。 
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ライアテア島 フレンチポリネシア 

Raiatea, French Polynesia 
タヒチ島の北西１９２km に位置するライアテア島はタヒチに次ぐ大きな島です。今日のタヒチの人々の祖先は、
このライアテア島を古代ポリネシアの “聖なるハバイイ”として崇め、文化、宗教、政治の中心として歴史的に
繁栄しました。都市機能としてのウツロア村は１万人以上もの人口を抱え、活気のある港町にはカラフルな市
場や芸術作品や工芸品を売るショップが連なっています。近年、ライアテア島は文化復興を目指し、島の豊か
な文化と先祖伝来の遺産に特別な関心を寄せています。 
ライアテア島の重要なところは、美しいトロピカルな風景や環礁のみならず、ポリネシア諸島の中で宗教上なら
びに歴史上の双方の中心であったということが、考古学の見地からもわかります。 

＜見どころ＞ 

A○1 E A ポリネシア式祭祀殿 マラエ Polyneshian Marae

ライアテア島はポリネシア諸島の中でも最も聖なる地で、以前は宗教上フレンチポリネシアの中心を成して
いました。島にはマラエと呼ばれるたくさんの考古学上重要な遺跡があり、最も重要なものはタプタプアテア
と呼ばれる遺跡です。 

A○2 E A ラグーンのアクティビティ Lagoon Activities 

ライアテア島とタハア島は、すぐ近くにあるバリアリーフのお陰でラグーンが守られていることにより、世界に
誇るスキューバダイビングのスポットの他、シュノーケリング、スイミング、ジェットスキーやカイトサーフ等が
楽しめます。 

A○3 E A 水生動物の活動 Aquatic Adventures

ライアテア島とタハア島は、様々なマリンアクティビティの可能な素晴らしい場所です。スポーツフィッシング
からサメやエイの餌付けや、ヨットやカヤックでのラグーン散歩、小島へのピクニックなど多種多様です。 

A○4 E A タハア Tahaa

ソサエティ諸島のボラボラ島とフアヒネ島の間に位置するタハア島は、すぐ隣りにあるライアテア島と同じ環
礁で囲われており、その昔は一つの島だったことがわかります。 

A○5 E A 黒真珠ファーム Black Pearl Farm

ポリネシア人にとって黒真珠は純粋のシンボルであり、ポリネシア諸島の中でもとりわけライアテア島とタハ
ア島にある真珠養殖場から良質な黒真珠が全世界に輸出をされています。 

A○6 E A バニラ農園 Vanilla Plantation

１８４８年にアドミラル・ハーメルンはポリネシアで最初のバニラの栽培を初め、１８８０年には効率の良い栽
培方法が現れ今日に至っています。タハア島はバニラの島とも言われ、フレンチポリネシアで生産されるバ
ニラ産出量の７０％を占めています。 

A○7 E A ４輪駆動車での観光 4WD Excursion

聖なる山テメハニ・プラタウを探索するツアーです。この島の内陸部をファアロア川を遡りながら、渓谷の登
山道や滝などを 4WD で巡ります。 
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ライアテア島 フランス領ポリネシア  RAIATEA 

 人気 

ツアー番号：RFP-105
島内ドライブと真珠養殖場、タイヌウの祭祀殿“マラエ” 

Island Drive, Pearl Farm & Tainuu Marae 
ツアー料金：＄８９ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○1 E

A○5 E

A○6 E 中 

リピーター向き 

ツアー番号：RFP-500
ﾌｧｱﾛｱｸﾚｰﾀ-、ﾌｧｱﾛｱ川とﾀﾌﾟﾀﾌﾟｱﾃｱのﾏﾗｴ 
Faaroa Crater, Faaroa River & Taputapuatea Marae 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○1 E

A○6 E

A○7 E

中

ツアー番号：RFP-790
パールファーム・リーフハウスとシュノーケル 

Pearl Farm Reef House & Snorkel 
ツアー料金：＄１１９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○2 E

A○3 E

A○5 E

A○4 E 中

＜注意事項＞ 

このツアーの定員は限られているため、早めの申込みをお勧めします。 
シュノーケル器材は用意されています。 
クレジットカードのほか現地通貨をお持ちください。現地通貨への両替は船内でもご用意の予定です。 

ツアー番号：RFP-795
サンゴ礁のドリフトシュノーケリング 

Tahaa Coral Gardens Drift Snorkel 
ツアー料金：＄１３９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間４５分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○2 E

A○3 E

A○4 E 高 

＜注意事項＞ 

開けた海である程度のシュノーケリング経験が必要となります。 
足ヒレ以外の基本的なシュノーケル器材は用意されていますが、ご自身の器材を持参されることをお勧めし
ます。足を保護するリーフシューズやタオル，帽子，日焼け止め等をご用意下さい。 

ツアー番号：RFP-860
ライアテアラグーン サンセットクルーズ 

Raiatea Lagoon Sunset Cruise 
ツアー料金：＄１１９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○2 E 中

＜注意事項＞ 

このツアーはライアテア島に夕方寄港する航海に限ります。 
このツアーではモーターボートを使用します。 
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ボラボラ フレンチポリネシア 

BoraBora, French Polynesia 
古代に形成された火山の雄大な山々と、キラキラ輝くラグーンとバリアリーフにドットのように点在する小島 - 
ボラボラ島へようこそ。ひょっとすると、この島は南太平洋の中でも最も魅惑的な島かも知れません。 
ボラボラ本島の主な村であるバイタペ、アナウ、ファアヌイには４，２００人余りの島民が暮らしています。小説
家ジェームズ・ミッチェナーも含め、年配の旅行者がボラボラを訪れることは何も驚くことではなく、みな理想郷
を求めてこの地を訪れるからなのです。 
この島へ渡るには海路か空路となり、空港は環礁に沿って点在する島の一つにあります。ゆえにボラボラ島は
現代社会の便利なものに環境を害されることなく、上手く共存していられるのです。 

＜見どころ＞ 

A○1 E A 島巡りツアー Circle Island Tour 

ル・トラックに乗り込みドライバーガイドの説明を聞きながら、伝説に満ちた島をぐるりと一周している約３５km
の道をドライブします。途中、景観の良い場所や歴史的な場所で下車し写真撮影の機会をたくさん取ります。 

A○2 E A ラグーン観光 Lagoon Excursions 

南太平洋の中でも最も美しいと言われるボラボラ島のラグーンを、グラスボトムボートまたはカタマランボート
で巡ります。群れを成しているトロピカルな魚たちと色とりどりのサンゴ礁を観察しましょう。 

A○3 E A 水中生物探検 Aquatic Adventures

ボラボラ島はウォータースポーツをするには絶好の地です。スキューバダイビング、シュノーケリング、水泳
などが楽しめます。また、アクアヘルメットを装着すれば、髪を濡らすこと無く水中観察も出来ます。 

A○4 E A ４輪駆動車での観光 4WD Excursions

ガイドと一緒にでこぼこのオフロードを進み、ボラボラ島の動植物の探検をしましょう。島の興味深い歴史を
学び、雄大なパノラマの景色を楽しみ、観光客に人気の場所を訪れます。 

A○5 E A マティラビーチ Matira Beach

パホヌの丘を登ると素晴らしいマティラビーチが見渡せます。南国の楽園を写真に収めるとすれば、きらめく
ラグーンと約１.６km にもおよぶ及ぶパールホワイトの砂浜の、この景色が最良でしょう。 

A○6 E A ブラッディマリー・レストラン＆バー Bloody Mary’s Restaurant and bar

著名な常連客と名付けられたボラボラ島で有名な溜まり場的な場所、ブラッティマリー・レストラン＆バーを訪
れます。店内は椰子の木の株が椅子代わりで、床には一面白砂が敷き詰められています。 
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ボラボラ島 フランス領ポリネシア  BORABORA 

 
ツアー番号：BOB-615
ボラボラ サブマリーン 
Bora Bora Submarine 
ツアー料金：＄２３９～  
所 要 時 間：約１時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○3 E 低 

＜注意事項＞ 

潜水艦の乗り降りは、はしご階段になります。 

 人気 

ツアー番号：BOB-105 
島内ドライブとアヌア展望台、ブラッディ･マリーズ 
Island Drive, Anua Look Out & Bloody Mary’s 
ツアー料金：＄５９ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○1 E

A○6 E

低 

＜注意事項＞ 

日曜日と１２月中は「ブラッディ･マリーズ」は休業です。 
車内には木製のベンチシートがあります。車椅子を格納もしくは乗車させることが出来ません。 車窓か
ら写真撮影をする際は停車致します。 

リピーター向き 

ツアー番号：BOB-500 
４駆で巡るタプナ山サファリと島内観光 
Tupuna Mountain, Pahonu Hill & Island Drive by 4WD 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○4 E A○5 E 中 

＜注意事項＞ 

このコースは急勾配のオフロード走行となります。背骨や頚部を傷めている方や、妊娠中の方の参加はお勧
めできません。 

 
ツアー番号：BOB-625
ボラボラ ラグーンでのグラスボトムボート 
Bora Bora’s Lagoon by Glass-bottom Boat 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約１時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○2 E 低 

＜注意事項＞ 

ボートの定員は２２名です。満員の場合は、次の出発のボート利用となります。 
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ツアー番号：BOB-790
ボラボラ シュノーケリングとエイの踊り 
Bora Bora Snorkel & Stringrays 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○3 E 高 

＜注意事項＞ 

足ヒレ以外の基本的なシュノーケル器材は用意されていますが、ご自身の器材を持参されることをお勧めし
ます。若干の潮流がある場合がありますので、海での水泳が出来る方のみご参加下さい。 
足を保護するリーフシューズやタオル，帽子，日焼け止め等をご用意下さい。 

 
ツアー番号：BOB-795
ボラボラ ヘルメットダイブ 
Bora Bora Aqua Safari Helmet Dive 
ツアー料金：＄１１９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○3 E 高 

＜注意事項＞ 

健康状態について異常のないことが参加条件となります。 
海況によりダイビングポイントは変更される場合があります。 
７歳以下のお子様、７５歳以上の方は参加できません。未成年者は両親または保護者の同行が必要です。 
参加に際し免責書類と健康状態質問票に記入頂きます。水深約４mまで潜ります。 

ツアー番号：BOB-920
ライセンス所有者ダイビング（タンク２） 

Bora Bora Two-Tank Certified Dive 
ツアー料金：＄１７９～ 
所 要 時 間：約３時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○3 E 高 

＜注意事項＞ 

ダイバーズ･ライセンスカードをお忘れなくお持ち下さい。参加に際し免責書類と健康状態質問票に記入頂
きます。ダイビングに必要な機材は全て用意されており、プロの指導員が同行致します。 

 
ツアー番号：BOB-930
初心者の為のスキューバダイビング 

Introductory Scuba 
ツアー料金：＄１３９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○3 E 高 

＜注意事項＞ 

海況によりダイビングポイントは変更になる場合があります。 
８歳未満のお子様、７０歳以上の方は参加できません。未成年者は両親または保護者の同行が必要です。
参加前に免責書類と健康状況についての質問票に記入し適正と認められる必要がございます。 ダイビン
グに必要な機材は全て用意されており、プロの指導員が同行致します。 
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モーレア島 フレンチポリネシア 

Moorea, French Polynesia 
メルヴィルやゴーギャンやミッチェナーのポリネシアの物語を探すには、タヒチの周りの島へ旅するとよいでしょ
う。モーレア島は、以前はタヒチの王家の人々が未だに漁に使う手漕ぎアウトリガーのカヌーでたびたび渡った
島の一つです。パレオ染めの女性たちが道ばたをのんびり歩き、子供たちは桟橋から魚釣りをしています。 
モーレア島は変わりやすい山の島と言われ、１８，０００人の島民のほとんどが切り立った山と海に挟まれた狭
い土地に暮らしています。ブリキの屋根の木造家屋の背後には緑深い山々が天高く聳えています。 
フレンチポリネシアは１３０もの島々からなる集合体で、タヒチはその代表格として広く知られています。モーレ
ア島はタヒチ島からわずか２００km の距離にあります。 

＜見どころ＞ 

A○1 E A 島巡りツアー  Circle Island Tour

モーレア島の発見の旅は、ベルベデール展望台へ続く海岸沿いの道のドライブから始まります。パイナップ
ル畑やコーヒー栽培の農場を抜け、ポリネシア人の祭祀殿マラエの伝説に耳を傾けてみましょう。 

A○2 E A ベルベデール展望台 Belvedere Lookout 

ロツイ山の頂上にある見晴らしのよい展望台からの、眼下に広がる緑生い茂る森と山裾にある二つのオプノ
フ湾とクック湾の素晴らしい眺望は必見です。 

A○3 E A ティキ村シアター Tiki Village Theater

ティキ村のカルチャーセンターでは、木彫，ヴァヒネの機織物，花のレイ，キルト，染色された布，その他工芸
品が購入できます。伝統的なタヒチアンダンスを楽しんだ後はパール工房を見学します。 

A○4 E A モーレア･フルーツジュース工場  Moorea Fruit Juice Factory

地元で収穫された新鮮なフルーツを原料にしたジュースを製造している、現地の果物加工工場を訪れます。
ジュースの種類は、パパイヤ，パイナップル，スターフルーツ，ジンジャー，ココナッツ，グレープフルーツと豊
富で、フルーツブランデーやリキュール類も製造しています。 

A○5 E A 水中生物探索  Aquatic Adventures

モーレア島の二つの穏やかな湾では豊富な種類のマリンアクティビティが楽しめます。ボート遊び、ジェットス
キーやウォータースキー、パラグライダー、小島でのピクニック、スキューバダイビングでサメの餌付けなど。 

A○6 E A ラグーン観光  Lagoon Excursions

キラキラ光るラグーンは南太平洋の中でも最も美しい島の一つです。グラスボトムボートまたはカタマランボ
ートで、群れを成しているトロピカルな魚たちや色とりどりのサンゴ礁を観察しましょう。 

A○7 E A ４輪駆動車での観光とハイキング 4WD Excursion & Hiking

オフロードを進み、森や竹林やフルーツ農園を抜け、ベルベデール展望台から島の北岸の素晴らしい眺望を
楽しんだ後は、徒歩でマジック・マウンテンを登ります。 

A○8 E A イルカ・ウォッチング Dolphin Watching

モーレア島は、賢く飛び跳ねたり笑いながら歯を見せるような仕草をするイルカの生息地です。ドルフィンセ
ンターを訪れ、翻訳プログラムまたは海洋生物学者からの解説を聞きながらイルカの生態を観察します。 
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モーレア フランス領ポリネシア MOOREA 

人気 

ツアー番号：MOZ-105
島内ドライブとベルベデール展望台 
Island Drive, Kia Ora & Belvedere 
ツアー料金：＄５９ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○1 E

A○2 E

低 

 
ツアー番号：MOZ-640
イルカとクジラウォッチング 
Dolphin & Whale Watching Expedition 
ツアー料金：＄１０９ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○8 E 中 

＜注意事項＞ 

このツアーは寄港日により催行されない日がありますので、予約サイトでご確認下さい。 野生の
イルカやクジラが見れる確立は９５％程ですが、保障の限りではありません。 

 
ツアー番号：MOZ-790
ラグーンとサンゴ礁でシュノーケリング 
Moorea’s Lagoon & Coral Motu Snokel 
ツアー料金：＄９９ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○5 E

A○6 E

高 

＜注意事項＞ 

潮流が強い場合がありますので、海での水泳が得意な方のみご参加下さい。 
足ヒレ以外の基本的なシュノーケル器材は用意されていますが、ご自身の器材を持参されることをお勧めし
ます。水中では足を保護するリーフシューズや足ヒレを履いて下さい。 

ツアー番号：MOZ-990
小島へのクルーズとバーベキュー 
Motu Islet Beach 
ツアー料金：＄１０９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○6 E 低 

＜注意事項＞ 

シュノーケル器材の用意はございません。潮流が強い場合がありますので、海での水泳が得意な方のみご
参加下さい。 
浅瀬を歩いて小島に上陸しますので、ウォーターシューズを履いて参加下さい。 
水着，タオル，帽子，日焼け止め等をご用意下さい。 

 
ツアー番号：MOZ-110
島内ドライブとティキ村、フルーツジュース工場 
Island Drive, Tiki Theater Village & Juice Factory 
ツアー料金：＄８９ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分

下車予定 車窓予定 健脚度 その他

A○3 E

A○4 E

低 

＜注意事項＞ 

モーレア･フルーツジュース工場は日曜と祝日は休業です。 
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Frequently Asked Questions 
よくある質問と回答 

Ｑ(質問)  プリンセス主催の寄港地観光を選ぶ利点は？ 
Ａ(答) プリンセスが提供する主催観光を選ぶと多くの利点があります。例えば、 

品質：プリンセスでは寄港地のすべてを精査して、地元の最も信頼出来るツアー運行会社による観光だけ

を提供しています。 

種類：すべてのツアーは、各寄港地で最もポピュラーで興味深い見どころを網羅しており、お客様の様々

な要求や興味を満足させるよう作られています。 

サービス：プリンセスがあなたに代わってツアーの手配を致します。船上でツアーを予約すれば、寄港中

の時間を無駄にすることもありませんし、急な手配も避けられます。または princess.com ですべてのツア

ーを事前予約しておくことも可能です。 

安全：お客様の安全がプリンセスにとって最も重要な事であり、ツアーの計画と催行において第一に考慮

されることです。 

バリュー：最も高品質のツアーを提供する地元ツアー運行会社を選び、お客様が価格に見合う十分な価

値を受けられるか注意深く価格をモニターしています。可能な限りベストプライスが受けられるようお早め

にご予約ください。 

Ｑ 寄港地での安全をプリンセスはどのように守ってくれるのですか。 
Ａ プリンセスの第一の関心事はお客様の安全です。行政機関などと常に連絡を保ち、クルーズに影響を

与える可能性のある旅行に関する助言などを得ています。米国官庁が寄港予定の特定地域への入港に

反対している場合には、公表済みの日程に対して必要な変更を加えます。そのような日程の変更は頻繁

に起こることではありませんが、このような変更はお客様自身の安全のためであることをご理解ください。 

プリンセスの努力にもかかわらず、そして最近の世界情勢を考慮すると、お客様に対して、寄港中は自分

の行動は最終的に自分で責任を負わなければならないことを強調しておきます。この件について、寄港地

を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

･旅行者が通常行く地区以外には行かず、プリンセス手配のガイド付きツアー以外では人里離れた場所に

は出かけないでください。 

･持ち物は公共の場所では目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

･個人的に知らない人から梱包したものを受け取らないでください。 

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

これらの忠告に従っていただくことで、お客様のクルーズやクルーズツアーの楽しみが高まることでしょう。 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、船に乗り遅れませんか。 
Ａ プリンセス主催の寄港地観光にご参加いただく重要な点の一つは、プリンセスがすべてのツアーの出

発と到着をしっかりモニターしていることです。それ故、すべてのプリンセス主催のツアーバスが戻って来

るまで船が出港することはありません。ですから船に乗り遅れることはありませんので、ご安心ください。

寄港地でご自分が手配した場合や、プリンセス主催のツアーから途中で別れた場合には、お客様の居場

所が分かりません。船の出港時間より前に、十分な時間をみて船にお戻りください。 
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Ｑ どのようにして事前に寄港地観光を予約したらよいでしょうか。 
Ａ 寄港地観光の最新案内、ツアーの詳細な説明は、弊社ホームページprincess.comをご覧になり、出航

日の５日以前までにご予約ください。The Cruise Personalizerは寄港地観光を予約する最も早く、最も便利

な方法です。ツアーチケットは乗船後の受け取りとなり、すべての購入済みツアーの代金は船上アカウン

トに請求されます。事前のお支払いは出来ません。寄港地観光の参加人数には定員が決められておりま

すので、満席で参加出来ないという事がないように、またベストプライスが得られるためにも出来るだけ早

くお申込みください。ご予約は先着順となります。 

 

寄港地観光の申込みは変更が可能ですが、ツアー料金は変更になる場合がありますのでご注意ください。

空席があれば追加チケットの購入は可能ですが、ツアー料金は最初に購入した料金よりも高くなっている

場合があります。以前にキャンセルしたツアーを再度購入する場合、再度購入時の料金となり、以前に購

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

 

 

Ｑ クルーズツアーよりも前にランドツアーを予約する場合はどうしたら良いでしょうか。 
  ＊ランドツアーとは、クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズで陸上観光ツアーを予約されている

場合のオプショナルツアーです。 
Ａ ランドツアーの事前予約の準備が出来ましたら、Cruise Personalizer に進み、予約番号とクレジットカ

ード情報の入力準備をしてください。ランドツアーに参加する乗客の各々に１枚のクレジットカードの登録

が必要で、プリンセス Visa、Visa、マスターカード、アメリカンエキスプレス、ディスカバー、ダイナースクラブ

が使用で出来ます。ランドツアーの事前予約に使用するクレジットカードは、クルーズツアーの終了日まで

の有効期限が必要です。また、船上アカウントの開設に用いることも出来ます。ツアーを予約する場合に

はクレジットカードが必要ですが、すべてのランドツアーは予約金なしで事前予約することが出来ます。事

前予約したすべてのツアー代金の自動請求は、最初のランドツアー開始の２日前に行われます。確定し

た事前予約のツアーは、いつでも Cruise Personalizer 内の詳細日程で見ることが出来ます。Cruise 

Personalizer はクルーズツアーの出発当日までオープンしていますので、追加したり、ペナルティーなしで

キャンセル料のデッドライン直前までキャンセルが出来ます。自動請求の処理が済んだツアーをキャンセ

ルした場合には、１００％のキャンセル料が掛かります。ツアーに参加出来るかどうかは、クルーズツアー

の出発日、定員、天候状態により決まります。ツアーはいつでも変更になる可能性がありますし、先着順

で受け付けています。参加人数には限りがありますので早めにご予約ください。特に遊覧飛行のツアーは

催行日近くになると予約が取れなくなることがあります。旅行に先立って、事前予約したすべてのランドツ

アーのリストが記載されている旅行書類を印刷してください。各寄港地に到着すると、予約確認されたツア

ーについての情報がウェルカム•エンベロープに入れられて届けられます。 

 

 

Ｑ 希望するツアーの予約確認はどのようにしたらよいですか。 
Ａ ホームページ princess.com で予約した場合、即座に予約したツアーのステータスとその料金が確認で

きます。サイト上にはすべてのツアーの予約可能な席数が示されていますので、予約が確定されたか、ウ

ェイティングなのかが分かります。席を確保するため、またベストプライスが得られるためにも、ツアーは出

来るだけ早くご予約ください。ご希望の出発時間が満席の場合には、あなたがお選びになった他のツアー

と重複しないような別の出発時間（複数の出発時間が設定されている場合）をご提案します。 

 

ご希望の寄港地観光が満席でお取り出来ない場合、ウェイティングリストに登録し、そのツアーの座席数

が追加出来るよう試みます。 

 

ランドツアーはウェイティング扱いにすることは出来ませんが、ツアー運行会社から出来る限り座席を確保

出来るよう努力致します。ツアーが売り切れの場合、Cruise Personalizer に後日再度アクセスしてみてくだ

さい。また、アラスカの港のツアーデスクで空席が無いかどうか確認してみてください。 

 

 

Ｑ １ヶ所の寄港地で、２つ以上のツアーに参加するが出来ますか。 
Ａ 出来ます。アラスカ、カナダ/ニューイングランド、カリブ海、パナマ運河、ハワイ、メキシコでは各ツアー
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の間隔は最低３０分が必要です。その他の寄港地ではツアーの間隔は少なくとも６０分必要です。すべて

のツアーはクルーズ船の埠頭から出発し、同じ場所に戻ってきます。ツアー同士の間隔を適切に取れば、

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

Ｑ 既に予約した寄港地観光をキャンセル出来ますか。 
Ａ ヘリコプターの遊覧飛行や専用車の定員は少なく、また需要が高いので、クルーズ出航日の深夜１２

時までにキャンセルしない限り、これらの寄港地観光の払い戻しはできません。 

 

すべての寄港地観光の「予約の締め切り時間」は、船室にあるツアー申し込み用紙に明示されています。

締め切り時間は各寄港地でのツアーの予約を打ち切る時間で、船側が地元のツアー運行会社に最終参

加人数を通知する時間です。この締め切り時間以前であれば、事前予約したものでも船上で予約したも

のでも、キャンセルが出来ます。この最終時間を過ぎた場合には、ツアーのキャンセルは出来ず、キャン

セルしたツアーの払い戻しも受けられません。すべての寄港地観光はツアー運行会社によって催行中止

されたものでない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

Ｑ 予約したランドツアーはキャンセル出来ますか。 
Ａ ホテル宿泊、航空便、飛行機やヘリコプターでの観光などのように占有性が高く、事前手配が必要な

ものは、出航日前３０日以降は払い戻しが出来なくなります。出航日前３０日以降にキャンセルされた場合、

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

Cruise Personalizer で事前予約したランドツアーは、ツアーの最初のランドツアーの２日前であるキャンセ

ル締切日までならキャンセルが出来ます。キャンセル締切日当日、事前予約されたランドツアーは予約時

に Cruise Personalizer 上に登録したクレジットカードに自動請求されます。一旦自動請求の処理が終った

場合、１００％のキャンセル料が掛かります。ただしツアー運行会社の都合や、予測のつかない状況下で

プログラムが遂行出来なくなった場合を除きます。購入時点で最終確定と見なされたランドツアーは、ツア

ー運行会社がキャンセルとして承認しない限り、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

Ｑランドツアーの払い戻し請求が出来ますか。 
Ａ 弊社のコントロールが及ばない事由でツアーの催行が中止された場合には、全額の払い戻しが受け

られます。事前に予約されたツアーが請求後に天候や運行業者が認めた理由でキャンセルされた場合に

は、ツアーを予約した際に使用したクレジットカードに払い戻しされます。これらの払い戻しは通常キャンセ

ル後７〜１０営業日の間にクレジットカードの取引明細書に記載されます。ランドツアー中に予約したツア

ーは購入した時点で既に確定状態となっており、運行会社による催行中止の場合を除いて、払い戻しはさ

れません。不可抗力または途中で続行困難に陥りツアーを断念しなければならなくなった場合は、状況を

判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

Ｑ プリンセスのツアープログラムはどのように船上で運行されますか。 
Ａ ショアエクスカーション•マネジャーはプリンセスの寄港地観光プログラムの船上部分を担当します。ツ

アーオフィスのスタッフは質問に答えたり、予約をします。乗船後、船室に事前予約した寄港地観光のチケ

ットが届けられます。まだツアーを予約していない場合や追加したい場合には船室内にツアー申し込み用

紙が用意されています。さらにツアーオフィスの営業時間や寄港地観光の予約締め切り時間などの重要

な情報を網羅した、毎日のアクティビティーとスケジュールが記された、プリンセス•パターも届けられます。

チケットは先着順で、寄港地観光の参加人数には定員がありますので、お早めにご予約ください。ツアー

申し込み用紙の投函箱はツアーオフィス近くに設置されており、申し込み用紙はいつでも投函出来ます。 

 

Ｑ 子供用料金の設定はありますか。 
Ａ あります。一部のツアーの子供料金は１２歳以下に適用されます。お子様とツアーに参加される場合

には、Cruise Personalizer で子供用チケットの枚数を事前にご予約ください。大人と子供の料金が同じ場

合、すべてのチケットは大人としてご購入ください。クルーズ乗船後、またはランドツアー出発地で、大人と

子供の人数分のチケットを受け取ったかご確認ください。調整が必要な場合には出来るだけ早くツアーオ
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フィスにお申し出ください。ご両親はお子様のチャイルドシートをお持ちいただく必要があります。 

 

ほとんどのヘリコプターおよび飛行機での遊覧飛行ツアーには、２４ヶ月以上のお子様は１人分の座席が

必要となります。船上のツアーオフィスで事前手配をすれば、２４ヶ月未満のお子様は幼児と見なされ、運

航会社が幼児の参加を受け入れた場合、無料で参加いただけます。運航会社に対して幼児の年齢を証

明する必要があります。２４ヶ月未満のお子様はヘリコプターツアーには参加出来ません。 

 

 

Ｑ ツアーをカスタマイズして、プライベートな寄港地観光にすることは出来ますか。 
Ａ 出来ます。多くの寄港地でお客様のご希望に合わせてカスタマイズした寄港地観光を提供しています。

これらのツアーでは乗り物（自動車、ボート、飛行機）をチャーターすることが可能で、あなたが体験したい

アクティビティーおよび場所を組み入れて仕立てることが出来ます。 

 

これらのツアーは定員が限られており、極めて特殊な性質のため、乗船日の正午まで、または船内のツア

ー申し込み用紙に記載された予約締め切り時間のどちらか早い方までにキャンセルしない限り払い戻し

は出来ません。乗船後、希望する行程および興味のある場所を運行会社に伝えるためのご希望カードが

配られます。船上のツアースタッフは喜んでご相談やご提案をさせていただきます。 

 

これらの寄港地観光は個人ベースではなく、乗り物ベースで販売されますので、お一人がグループ全体を

まとめてご予約ください。このツアーはプライベートグループに対する手配となり、あなたに同行する方々

はあなたのゲストとなります。プリンセスでは個人客を組み合わせてプライベートグループを作ることはし

ません。料金には交通手段、および/またはガイドを含んでおり、チップ、食事、入場料（入場料が含まれ

ていると表記されている場合を除く）は含まれておりません。料金に含まれるものはご希望の内容によって

変わります。 

 

 

Ｑ ツアーには年齢やその他の制限はありますか。 
Ａ ほとんどのツアーで、親または保護者の同伴が必要な場合には子供の最低年齢の制限はありません。

１８歳以下のお子様は親または保護者の同伴が無ければ参加出来ません。最新の規則および例外事項

についてはツアー説明の注釈をお読みください。運行会社によっては、運行会社の目の前で親または保

護者が権利放棄証書に署名した場合、同伴なしで未成年者のツアーへの参加を認めている会社も数社

あります。ツアー会社が課したその他の制限事項は各ツアーの“Special Notes” (注意事項)に記載されて

います。 

 

 

Ｑ 訪問する港にビザは必要ですか。 
Ａ 乗船されるクルーズに適用されるビザに関しては Cruise Personalizer の“Itinerary”に記載された情報

をご参照ください。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加するために必要な追加書類はありますか。 
Ａ 寄港地観光によってはパスポート、ビザ、その他の書類が必要となる場合があります。詳細について

は寄港地観光の“Special Notes”をご覧ください。両親２人の同伴なしに国境を越えるお子様の参加には

公証人による承諾書が必要です。 

 

 

Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 
Ａ はい。すべてのツアーに地元の英語ガイドが付きます。ただし、自由散策ツアーとガイドが付かないと

明記されているものを除きます。 

 

 

Ｑ ツアーガイドにはチップが必要ですか。 
Ａ チップは自由裁量のものではありますが、ツアーに満足された場合にはツアーガイドにチップを渡すの

が習慣でもあります。おおよその目安では、お 1 人様につき半日観光で＄２、終日観光で＄５です。 
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Ｑ ツアー中または寄港地ではどのような服装をしたらよいですか。 
Ａ クルーズ中の気候は、穏やかで涼しい気候から暑くて湿度の高い気候まで広く変化します。軽いもの

や中程度の重さの服装を重ね着して、履き心地がよく、かかとの低いウォーキングシューズでご参加くだ

さい。天候の変化に備えて、セーター、薄手のジャケット、オールウェザーコートも同時にお持ちになること

をお勧めします。加えて、帽子やサンバイザー、折りたたみ傘、サングラス、日除け、カメラと予備のフィル

ムやバッテリーをお忘れなくお持ちください。水に関するツアーにご参加の場合には、あらかじめ水着を着

用し、上に羽織るものと帽子をお持ちください。寄港地観光の説明の脇にシンボルマークが付けられてい

ます。 

 

陸上ツアーにご参加のお客様で、ビデオ機器の充電やヘアードライヤーを使用される方は変圧器をお持

ちください。船から降りる際には、貴重品や宝石類は船内で保管しておくことをお勧めします。上陸中は、

財布、カメラ、その他身の回り品に十分気を配ってください。寄港地に携行する身の回り品を最小限にす

ることは、船に戻ってきた際のセキュリティチェックを迅速に済ませることになります。通貨の両替にはパス

ポート番号が必要となりますので、寄港地ではパスポートのコピーをお持ちになることをお勧めします。 

 

訪問する国の中には、地元の人々が服装について、やや保守的な考えを持っている場合があります。一

般的に、ショートパンツ、タンクトップ、ショートスカートは教会や祈りの場所を訪問する時には相応しい服

装ではありません。寄港地に相応しい服装についての具体的な情報は、寄港地観光の情報と一緒に記載

されています。すべてのゴルフツアーには、襟のあるシャツ、長ズボンまたはバミューダパンツを着用する

必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、食事はできますか。 
Ａ 寄港中もオープンしているビュッフェを含んで、食事が出来る場所がありますので、寄港地観光間の時

間に船上で食事することが出来ます。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中にショッピングの時間がありますか。 
Ａ 多くの人にとって、ショッピングは旅行の大切な部分を占めています。多くの寄港地観光で、出来る限

り、ショッピングの時間が含まれています。しかしながら、ショッピングのための時間はほとんどの場合十

分ではないでしょう。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中に長い距離を歩いたり、階段がありますか。 
Ａ すべての寄港地観光で若干は歩きます。中にはもっと多く歩いたり、階段を上り下りするものもありま

す。歩く場所も、市街地の石畳の凸凹した通りや古代遺跡の岩だらけの小道の場合もあります。多くの寄

港地観光では、階段を上り下りする必要があります。訪問する建物の多くは、エレベーターなどが発明さ

れる以前に建てられており、オリジナルの状態で保存されています。より多くの情報および案内は、各コー

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 

 

 

Ｑ 他に何か寄港地で予想されることはありますか。 
Ａ 訪問する場所によっては、観光客と同時に地元の人にもとても人気がある場所だということを忘れな

いでください。ですから、プリンセスのツアーであろうと、お一人で観光していようと、混雑する場合がありま

す。残念ながら、そのような状況は致し方ありません。場所によってはフラッシュ撮影が禁じられています

ので、感度の高いフィルムをお持ちください。場所によっては、写真またはビデオ撮影が禁止されている場

所や撮影料が課されることもあります。制限事項をよくお読みになるか、疑問のある場合にはガイドにお

尋ねください。 

 

 

Ｑ ツアーで安全器具を身に付ける必要がありますか。 
Ａ はい。ツアーによっては、参加するために適切な安全器具を着用する必要があります。そのような器
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具にはシュノーケリング用ベスト、救命ベスト、ヘルメットなどがありますが、それ以外にもあります。 

 

 

Ｑ 認定ダイビングツアーに参加するには何が必要ですか。 
Ａ 認定ダイビングツアーに参加するには、Ｃカードの提示が必要です。潜水深度の限度が決められてい

るジュニア•オープンウォーターまたはスキューバダイビングの資格では参加出来ません。スポーツダイビ

ング業界では、過去６ヶ月以内にダイビングをしていない方はコースを更新することを勧めています。ダイ

ビング業者は、最後にダイビングをした日付証明またはスキューバ再審査コースの証明を提示出来ない

ダイバーの参加を拒否する権利を有しています。ログブックまたは最近再審査コースを終了したという証

明を持参してください。 

 

健康状態によっては参加を拒否する場合もあります。乗船後またはツアー業者から渡される病歴記入用

紙または免責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全にスキューバダイビン

グに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のある方は、スキューバダ

イビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご持参いただ

く必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコン

トロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、

閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い、現時点で避妊薬以外の処方

薬を服用している。参加者はご自分のダイビング器材を使用されることは結構ですが、ご自分の客室に保

管してください。その場合でもツアー料金の割引きはありません。 

 

 

Ｑ 体験スキューバダイビングツアーに参加するために何か特別に必要なものはありますか。 
Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアーの開始時にツアー会社から

渡される病歴記入用紙または免責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全

にスキューバダイビングに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のあ

る方はスキューバダイビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可を

もらい、ご持参いただく必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、

高血圧、血圧をコントロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、

失神、鼻の病気、閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い、現時点で避

妊薬以外の処方薬を飲まれている方。入門編スキューバダイビングツアーへの参加は１０歳以上の方に

限られます。１８歳未満のお子様は大人の同伴が必要です。 

 

 

Ｑ スヌーバダイビング、ヘルメットダイビングまたは水中スクーターツアーに参加するために何
か特別に必要なものはありますか。 
Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアー会社から渡される病歴記入

用紙または免責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全にスキューバダイビ

ングに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のある方はスキューバ

ダイビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらいご持参いただ

く必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコン

トロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、

閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。ヘルメットダイビングまたはス

ヌーバツアーへの参加は８歳以上で体重が３４キログラム以上の方に限られます。水中スクーターツアー

への参加は１０歳以上の方に限られます。 

 

 

Ｑ スポーツフィッシングツアーでは、釣った魚は持ち帰れますか。 
Ａ プリンセスが実施しているスポーツフィッシングツアーのほとんどはキャッチ•アンド•リリースのプログラ

ムです。食用となる魚で、絶滅危惧種以外の魚は通常はボートスタッフがお預かりします。参加者は魚釣

りの権利を購入したのであって、魚が釣れることを保障したものではありません。ボートキャプテンが「魚

釣りを保障しているだけで、魚が釣れることを保障してはいません」と言うように。 

 

アラスカだけは、ツアーがキャッチ•アンド•リリースと指定していない場合、ご自分の釣果は追加料金を払っ
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てツアー会社で加工してもらい、送ってもらうことが可能です。傷みやすいものですので、米国税関の規則

により、ほとんどの場合、米国以外に送ることは出来ません。連邦規則によって、釣った魚はクルーズの

船内に保管しておくことは出来ませんが、夕食時に調理してお出しすることは出来る場合があります。アラ

スカのロッジ滞在中に釣った魚は、キャッチ•アンド•リリースのプログラムでない場合、ご自宅に送ることが

出来ます。アラスカでは、フィッシング•ライセンスが必要となり、ボート上でお一人様＄２０（現金で）購入す

ることが出来ます（料金は変更になることがあります）。キングサーモンを釣る場合には追加＄１０の保持

タグ（料金は変更になることがあります）が必要です。１６歳未満のお子様はライセンスが不要です。魚の

遡上は産卵期に左右されますので、５月と９月下旬は魚の数は限られます。アラスカでのライセンス取得

に必要な事柄の詳細や魚釣りの規則は www.adfg.state.ak.us をご覧ください。 

 

 

Ｑ ヘリコプターツアーに参加する前に知っておくべきことはありますか。 
Ａ 乗客の安全、快適さ、重量、バランス制限のため、ヘリコプターのツアー会社では、体重１１３キログラ

ム以上（完全装備で）の方が参加される場合、ヘリコプター上に十分なスペースを確保するために追加料

金を課することがあります。追加料金の額は各ツアーの“Special Notes” (注意事項) に明記されていま

す。 

 

ヘリコプターツアーは定員が限られ、人気が高いため、乗船日の深夜１２時までにキャンセルされない限り、

払い戻しが出来ません。２４ヶ月以上のお子様は１人分の座席が必要です。２４歳未満のお子様は船上

のツアーオフィスでの事前手配をすれば、運行会社が幼児の参加を受け入れた場合に限り、２４ヶ月未満

のお子様は幼児と見なされ、無料で参加できます。運行会社に対して幼児の年齢を証明する必要があり

ます。 

 

バッグの機内持ち込みは出来ません。ヘリポートには限られた数の安全な保管場所があります。グルー

プ全体の総重量にもよりますが、最大６名までヘリコプターに乗ることが出来ます。飛行時間や飛行コー

スは天候によって変更になる場合があります。ヘリコプターツアーは天候や安全上の問題によって、直前

にキャンセルされる場合があります。ヘリコプターツアーには暖かい服装とサングラスをお持ちになってご

参加ください。重ね着が便利で、状況の変化に合わせて服装を変えることが出来ます。 

 

デナリ国立公園でのヘリコプターツアーでは、１１３キログラム以上の体重の方への追加料金はありませ

ん。ヘリコプター会社は重量とバランスに合わせた機材を使用します。出来る限り同じグループや家族の

方と一緒に搭乗出来るようにしますが、安全上の理由で必ずしもそう出来るとは限りません。 

 

 

Ｑ プリンセスは寄港地のツアー会社を所有しているのですか。 
Ａ 所有していません。寄港地観光のすべては、プリンセスではなく、地元の独立した会社によって運行さ

れています。プリンセスは売り上げの一部を確保するだけです。プリンセスではツアーを提供する会社の

内、最も信頼の出来る会社のみを選んでいます。プリンセスはツアーを提供する会社を運行と安全性に関

して優れた評判に基づいて選んでいます。 

 

 

Ｑ 身体に障害のある方にお勧めのツアーはありますか。 
Ａ 障害のタイプと程度によります。プリンセス•クルーズが目指すのは、すべてのお客様に安全で快適な

クルーズ体験を提供することにあります。電動式の車椅子でご乗船の方は、船上および寄港地で介添え

してくれる健康な方と一緒にご乗船されることを強くお勧めします。 

 

ご自身で歩ける方は、活動レベルの低いツアーをお勧めします。移動中にバスの下に折畳式の車椅子を

収納出来るツアーもあります。スクーターや電動式の車椅子は大きすぎて収納出来ない場合もあります。

車椅子に関しては、車椅子での参加が出来るツアー（各ツアーのシンボルマークを参照）、または専用車

での寄港地観光を予約することをお勧めします。歩くことが出来ない方は介添えしてくれる同行者と一緒

にご参加いただくことをお勧めします。ツアースタッフは歩くことが出来ないお客様へのツアーについて多く

の情報が提供出来ます。身体的に障害のあるお客様が寄港地観光に参加する場合、お客様の希望に合

わせた手配が出来るようにするため、ツアーの少なくとも４８時間前にツアーオフィスにご連絡いただく必

要があります。 
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自由に動くことが出来ない方の乗下船は大変です。多くの主要な寄港地では車椅子やスクーターで簡単

に乗下船が出来ます。しかしながら、ギャングウェイの急勾配、天候、陸側の施設、波や海の状態などの

様々な状況により、電動式車椅子を使用するお客様はステア•クライマーの場所まで移動して頂いたり、上

陸をお断りする場合もあります。プリンセスのスタッフは出来る限りの努力を致しますが、一人で２２キログ

ラム以上のものを運ぶことは許されておりません。 

 

寄港地によっては沖止めになる場合があります。その場合には、乗客は小型のボートやテンダーボートに

乗り換えて上陸します。テンダーボートでの上陸の際に、２２キログラムの制限を超えるものを持ち上げな

ければならない場合、電動式車椅子ご使用のお客様はテンダーボートへの乗り降りが認められません。

船からテンダーボートに乗り移れても、上陸するのが困難な場合もあり、テンダーボートを使用する港では

車椅子での乗り降りが出来ません。陸側の施設、テンダーボートの動き、天候および波の状態によっては

テンダーボートでの上陸を中止する場合があります。 

 

乗客がテンダーボートに乗ったり、船から下りる許可はキャプテンが与えます。それは、全員の安全と快

適さを基準に決定され、キャプテンの決定は絶対です。たとえお客様が上記の状況でテンダーボートでの

上陸や下船が出来ない場合でも、寄港出来なかったことへの払い戻しやお金による埋め合わせは致しま

せん。プリンセスでは皆さんの失望を理解出来ますが、乗客と乗組員の安全が優先されます。 

 

プリンセスの寄港地観光の条件に関するより詳しい情報は Special Information（大切なご案内）をご覧くだ

さい。お選びになったツアーに皆さまがご参加頂けるよう最善を尽くしますが、ツアーはプリンセスではなく、

独立した地元の会社によって運行されています。ツアー催行の最終決定はツアー運行会社によってなさ

れます。そのため、ツアー運行会社の判断で、いかなる乗客の安全と快適さに問題があるとの結論が下

された場合、その人の参加をお断りする場合があります。この判断はツアー運行会社が直接面会するま

では下せない可能性があります。 
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Special Information 
大切なご案内 

 

 

条件 
チケット販売（クーポンやバウチャーを含む）やツアーのプロモーションおよび手配において、航空機、陸上

または地元での海上輸送、ツアー、スポーツまたは他のすべての娯楽のアクティビティー、陸上での宿泊、

食事またはすべてのサービス、プリンセスのクルーズ客船以外の施設またはアクティビティーは、プリンセ

スは単にツアーまたはサービスを提供するツアー運行会社の取り次ぎをしているにすぎません。お客様に

よるツアーへの参加は、クルーズチケット、ツアーチケットの輸送契約に明記された取引条件、そしてアク

ティビティーによっては他の書類、とりわけ特別なアクティビティーのいかなる責任からもプリンセスを明確

に除外するという書類を乗客が承認したということになります。参加によって、ツアー運行会社の取引条件

を認めたことになります。 

 

ツアーの出発時間 
各ツアーの出発時間はホームページ princess.com 内の Cruise Personalizer に記載されています。寄港地

観光の出発時間は、さらに乗船後お渡しするツアー申し込み用紙に記載されています。これらの時間はツ

アー運行会社からの情報に従って公表していますが、船の寄港地への到着が遅れた場合や、特定のツア

ーの行程が修正された場合には変更になることもあります。表示してある時間は最後のツアーバスが港

またはホテルを出発する時間です。お客様は個別の集合場所（船内または岸辺）に決められた時間にご

集合ください。ひとりのお客様の遅れが、ツアーの出発の遅れになり、他のお客様に迷惑を掛けることに

なります。 

 

限られた定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前に、または乗船後、先着順で購入することが出来ます。多くのツアー

は参加定員が決まっています。そして予約申込みは受け付け順に従って処理されます。予約が多い場合

には、追加申し込みがウェイティングリストに受け付け順に載せられます。ランドツアーはウェイトリストに

載せることは出来ませんが、ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限りスペースを積極的にリクエストしま

す。ツアーが売り切れの場合にはCruise Personalizerに後日アクセスすることをお勧めします。またアラス

カの港に到着してからもツアーデスクで可能性を再確認してみてください。 

 

個人の持ち物 
コート類、傘、カメラ、ハンドバッグ、旅行鞄、その他の持ち物はツアーのあいだ常にご自分で管理してくだ

さい。自分の持ち物はツアーで使用する車やバスの中に置いたままにしないようご注意ください。 

 

料金 
ツアーの料金は事前通告なしに変更される場合があります。料金は大人一人料金、子供一人料金、また

は車両一台となります。料金は予約時に確定されます。すべての見積り料金には、行程をカバーする乗り

物、および該当する場合には、食事、飲み物、ガイド代、入場料が含まれています（該当しない場合はそ

のように記載されます）。座席を必要としない幼児以外の子供は特に明記されない限り大人の料金と同額

となります。 

 

ショッピング 
可能な場合には、寄港地観光にショッピングの時間が含まれています。しかし、ツアーは主としてショッピ

ングのために作られている訳ではないので、ショッピングの時間は限られています。 

 

払い戻し 
ツアーの申し込み用紙に明記されている予約締切日以前にキャンセルの通知がなされない限り、チケット、

クーポン、バウチャーの払い戻しは出来ません。予約の終了する時間は船上で公表されます。プリンセス

のコントロールを越えた理由によってツアーがキャンセルされた場合には、全額が払い戻しされます。しか

し、不可抗力または途上の問題で中止された場合、状況に応じて出来る限りの払い戻しを致します。事前

予約して、支払いの後に天候やツアー運行会社が認めてキャンセルされたランドエクスカーションは予約
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時に使用したクレジットカードに払い戻しされます。キャンセル料は一般的にキャンセル後７〜１０営業日

の間にクレジットカード明細書に反映されます。ランドツアーの途中に予約したツアーは購入時で最終と見

なされ、ツアー運行会社によってキャンセルされた場合を除いて、払い戻しはありません。 

 

交通機関 

交通機関の水準は世界中で違いがあることをご理解ください。空調付きのバスは多くの地域で利用出来

ませんし、場所によっては地方の路線バスが最良の交通機関の場合もあります。利用出来る長距離用バ

スが無かったり、限られている港では自動車やタクシーを使用する場合があります。友人と一緒に同乗し

たい場合は、一緒にお越しください。ツアースタッフが同一の車両を割り当てることが出来ます。すべての

乗客の快適さのために、すべての車両内では喫煙は禁止されております。 

 

ツアーの催行中止 
ツアー運行会社は参加者が少ない場合、ツアーの催行を中止して、各グループの便宜および利益を最優

先に考えながら乗客に代案を求める権利を有しています。 

 

エコロジーと環境 
環境との前向きで積極的な取り組みを維持するのがプリンセスのポリシーです。会社の目的を達成する

には多くのことをしなければならないと認識しています。この目的を達成するために、プリンセスが提供す

るツアーに影響を与えかねない環境問題に対する自覚を増す努力を絶えず持ち続けています。地元の代

理業者と密接に努力して寄港地観光プログラムに環境問題に関するメッセージを込めています。そのため、

お客様にも訪問する様々な寄港地の文化、習慣、環境問題に尊敬を払うことによってプリンセスの努力を

支持して頂けますようお願い致します。 
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