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サン・プリンセス



健脚レベル：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。

健脚レベル：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。

健脚レベル：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

プレミアム

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。
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アルバニー オーストラリア 
Albany, Australia 
 
1826 年 12 月 26 日、イギリス海軍エドモンド・ロッキャー少佐に率いられ、本国からの囚人と兵士が流刑地を建
設する目的でプリンセス・ロイヤル・ハーバーに降り立ちました。西オーストラリアにおける最初のヨーロッパ人
の植民地であるこの町は、当初は陸軍最高司令官のフレデリック・オーガスタスの名前を拝しフレデリックスタ
ウンと呼ばれていましたが、彼はヨーク・アルバニー公であったことから 1832 年にはアルバニーと改名されまし
た。素晴らしい港のおかげで瞬く間に町は繁栄しました。蒸気機関車の給炭地として、国内の富裕農家向けに
は商業店舗地として、高利益をもたらす捕鯨産業拠点として大活躍でした。フレンチマン湾はオーストラリア最
後の捕鯨拠点で 1978 年に操業を終え、現在ここには世界でも最大規模のクジラ博物館が建設されています。 
アルバニーは人口約 25,000 人の人里離れた小さな町なので、探検しがいのある楽しい町です。クジラ博物館
を訪れたり、素晴らしいワイナリーに行ってみたりと、見どころを探して町を歩いてみてください。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  トルンディラップ国立公園 Torndirrup National Park 

約 10,000 エーカーにわたる岩だらけの海岸は花崗岩層できており、大自然が刻んだ雄大な景観が楽しめます。 
 

○2  ツリー・トップ・ウォーク Tree Top Walk 

オーストラリアのバレー・オブ・ザ・ジャイアンツ国立公園の中にある、約 40 メートルの林冠上にある空中遊
歩道を散歩しましょう。またエンシェント・エンパイアと呼ばれる地上遊歩道からの、森の眺めも是非お楽しみ
ください。 

 

○3  ディスカバリー・ベイ（旧捕鯨基地） Discovery Bay (formerly Whale World) 

アルバニーが歴史上有名な捕鯨拠点だった時代にタイムトラベルしてみましょう。体験型展示と 3 つのシアタ
ーを備えたこの施設では、巨大クジラの骨格が展示してあり、クジラの 3D 映画や鯨追跡時の再現音声をお
楽しみいただけます。 

 

○4  キング・ジョージ・サウンド・クルーズ & カルガン川クルーズ  

King George Sound Cruise & Kalgan River Cruise 

○5  ビバルマン・ トラック Bibbulmun Track 

ビバルマン・トラックは、カラムンダ（パース・ヒルズに位置する）からアルバニーまで約 1,000 キロにわたって
続くウォーキングコースです。 

 

○6  アルバニー風力発電所 Albany Wind Farm 

トルンディラップ半島沿いに位置する巨大タービンを備えた 12 基の風車がある発電所です。遊歩道が併設さ
れており、岩だらけの風に吹きさらされた海岸線の壮大な景色を望むことができます。またくじらを見るため
の展望台も設置してあります。（季節によります） 

 

○7  マウント・ロマンス社 サンダルウッド工場 Mt. Romance – The Sandalwood Factory 

マウント・ロマンス社はサンダルウッドオイルの精製方法を発見しました。何世紀にもわたり、サンダルウッド
は香水から医薬用品まで幅広い用途で使用されています。ぜひ工場見学ツアーに参加して、カフェ、スパ、
ギフトショップを訪ねてみてください。 

 

○8  オーストラリアのワイナリー Australian Wineries 

ヨーロッパの古代からある多数のブドウの樹が疫病で全滅する前に、数百種類のブドウの挿し木がヨーロッ
パからオーストラリアにもたらされていました。今日のオーストラリアの自慢は、世界最古のブドウの木、世界
で賞を獲得したワインなどです。 
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アルバニー オーストラリア Albany, Australia 
 

 

人気 

ツアー番号：ALH-200 

国立アンザック・センター & トルンディラップ国立公園 
National ANZAC Centre & Torndirrup National Park 
ツアー料 金：AUD＄119.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい日に適した服装、履きなれた底が平らな靴でご参加いただき、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。 

”The Gap”という断崖の裂け目、”Natural Bridge”という巨大な岩による自然の橋へは、舗装されておらず、泥っぽい、時には

岩の多いごつごつとした道を通ります。交通事情や訪問地の混み具合などを考慮し、訪問順序を変更する場合があります。 
 
 

ツアー番号：ALH-205 

トルンディラップ国立公園 & クジラの歴史 
Torndirrup National Park & Whale History 
ツアー料 金：AUD＄129.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい日に適した服装、履きなれた底が平らな靴でご参加いただき、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。 

ストーニー・ヒル・トレイルのウォーキングは、舗装されておらず、泥っぽい、時には岩の多いごつごつとした道を通ります。 

 
 

ツアー番号：ALH-215 

トルンディラップ国立公園 & アルバニー風力発電所 
Torndirrup National Park & Albany Wind Farm 
ツアー料 金：AUD＄149.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間半 
 

下車予定： ①⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい日に適した服装、底が平らで履きなれた靴でご参加いただき、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。 

ストーニー・ヒル・トレイルのウォーキングは、舗装されておらず、泥っぽい、時には岩の多いごつごつとした道を通ります。 

 
 

人気 

ツアー番号：ALH-999 

少人数での 国立アンザック・センター & トルンディラップ国立公園 
National ANZAC Centre & Torndirrup National Park for Small Groups 
ツアー料 金：AUD＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい日に適した服装、履きなれた底が平らな靴でご参加いただき、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。 

”The Gap”という断崖の裂け目、”Natural Bridge”という巨大な岩による自然の橋へは、舗装されておらず、泥っぽい、時には

岩の多いごつごつとした道を通ります。交通事情や訪問地の混み具合などを考慮し、訪問順序を変更する場合があります。 
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アルバニー オーストラリア Albany, Australia 

 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：ALH-240 

オイスター・ハーバー & カルガン川クルーズ 
Oyster Harbour & Kalgan River Cruise 
ツアー料 金：AUD＄189.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ワインテイスティングの参加は、18 歳以上の方に限らせていただきます。 

その日の天候にあった服装、底が平らで履きなれた靴でご参加いただき、帽子、日焼け止め、お水をお持ちください。 

 
 

ツアー番号：ALH-245 

プリンセス・ロイヤル・ハーバー & キング・ジョージ・サウンド・クルーズ 
Princess Royal Harbour & King George Sound Cruise 
ツアー料 金：AUD＄219.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

車椅子ご利用の方にはこちらのツアーは適しておりません。 

温かい服装でご参加いただき、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。時間があれば、遊泳いただけます。ご希望の

方は水着、タオルをお持ちください。野生生物を必ずご覧いただけるという保証はありません。 
 
 

新設定 

ツアー番号：ALH-380 

ビバルマン・トラック ウォーキングツアー 
Walking the Bibblmun Track 
ツアー料 金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

運動制限のある方、車椅子ご利用の方にはこちらのツアーは適しておりません。ある程度体力のある方に限ります。沢山のお

水、バー状の栄養食品をお持ちください。薬用リップはあると便利です。 

 
 

ツアー番号：ALH-470 

バレー・オブ・ザ・ジャイアンツ国立公園 ツリー・トップ・ウォーク 
Valley of the Giants Treetop Walk 
ツアー料 金：AUD＄249.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ②⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ワインテイスティングの参加は、18 歳以上の方に限らせていただきます。 

昼食時、ドリンクの追加注文は、各自でお支払いとなります。暖かい日に適した服装、履きなれた底が平らな靴でご参加いた

だき、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。訪問順序が変更になる場合があります。 
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アルバニー オーストラリア Albany, Australia 
 

 

ツアー番号：ALH-315 

マウント・ロマンス社、ワイナリー & ワインテイスティング 
Mount Romance, Wineries & Tasting 
ツアー料 金：AUD＄249.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間半 
 

下車予定： ⑦⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ワインテイスティングの参加は、18 歳以上の方に限らせていただきます。 

ワイナリーの安全衛生規格により、つま先の覆われた靴でのご参加が義務付けられています。 

暖かい日に適した服装、履きなれた底が平らな靴でご参加いただき、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

マーガレットリバー オーストラリア 
Margaret River, Australia 
 
色鮮やかな海岸沿いのこの町は、魔法にかけられたようにゆったりとした時間が流れていて、素晴らしい自然
とアクティブなレジャーの数々が楽しめます。とても長い桟橋の近くには、光輝く白砂のビーチ、太陽の降り注ぐ
海辺の村々があります。マーガレットリバーの魅力はそれだけにとどまらず、120 ヶ所以上の高級ワイナリーへ
と続きます。また太古の洞窟には地下世界が広がっていて、びっくりするような鍾乳石や石筍、ヘリクタイトのよ
うないろんな形の堆積物が見られます。そして、考古学として定着した興味深いアボリジニ文化、曲がりくねっ
た田舎道や雄大な景色の完璧ともいえる風景もお楽しみください。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ヒルジ・ケーブ（鍾乳洞） Ngilgi Caves  

1899 年に発見されたヒルジ・ケーブ（鍾乳洞）は、とても人気の観光スポットです。驚くほど美しい岩石層が広
がり、洞窟に残された善と悪にまつわるアボリジニの神話を詳述しているコーナーもあります。 

 

○2  マーガレットリバーの迷路庭園 A-Maze’N Margaret River 

12 エーカーの広さの素晴らしい庭園広がる楽しい場所です。屋外でのゲームや約 180ｃｍの垣根から成る巨
大迷路を楽しむことができます。 

 

○3  アラヴィナ・エステート Aravina Estate 

マーガレットリバーの中で最も素晴らしいワイン生産地の 1 つです。1986 年に設立された後、この土地は敷
地面積が 180 エーカーに拡大されました。そのうち 64 エーカーに、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シラ
ー、テンプラニーリョ、マルベック、ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、シュナン・ブラン、シャルドネのブドウ品種
が植えられています。 

 

○4  ジオグラフ・ベイ Geographe Bay 

手つかずのまま守られている海で有名なジオグラフ・ベイには、岩だらけの岬と息をのむほど美しいビーチ
があります。6 月～12 月の間、出産のため温暖な海を求めて北へ渡るクジラが見られるかもしれません。 

 

○5  ダンスバラ Dunsborough 

美しいジオグラフ・ベイを臨むダンスバラは、1 世紀以上前に捕鯨基地として始まりました。今日では、美しい
ビーチがあり、数多くの上品なブティックやくつろげるレストランが軒を並べています。 

 

○6  ケープ・ナチュラリステ灯台 Cape Naturaliste Lighthouse 

ルーウィン・ナチュラリステ国立公園の北端に位置するこの灯台からは、ジオグラフ・ベイとインド洋を一望す
る壮大な景色をご堪能いただけます。 

 

○7  パルマー・ワイン Palmer Wines 

わずか 40 年の歴史の小さなワイナリーですが、マーガレットリバー地域における最高級ワイナリーの 1 つと
して評価されています。設備の整ったセラーでテイスティングしながら、素晴らしい景色をお楽しみください。 

 

○8  バッセルトン桟橋 Busselton Jetty 

歴史的に重要な建造物として遺産登録されている 150 年の歴史を持つこの桟橋は、バッセルトンの海辺のリ
ゾート地にあり、絵に描いたように美しいジオグラフ・ベイの海上を約 1.8ｋｍにわたり長く続いています。 
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マーガレット・リバー オーストラリア Margaret River, Australia 

 

 

ツアー番号：BQB-205 

ジオグラフ・ベイ・ハイライト 
Highlights of Geographe Bay 
ツアー料 金：AUD＄89.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ワインテイスティングの参加は、18 歳以上の方に限らせていただきます。 

 
 

ツアー番号：BQB-210 

ヒルジ・ケーブ（鍾乳洞） & ケープ・ナチュラリステ灯台 
Ngili Caves & Cape Naturaliste Lighthouse 
ツアー料 金：AUD＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ①⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

灯台の上に上ることはできません。灯台内地上階のみの訪問となります。 

 
 

ツアー番号：BQB-215 

アボリジニ文化 & ヒルジ・ケーブ（鍾乳洞） 
Aboriginal Culture & Ngili Cave 
ツアー料 金：AUD＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

快適なウォーキングシューズと服装でご参加ください。（鍾乳洞内の平均気温は約 20℃です。）  

 
 

ツアー番号：BQB-235 

マーガレットリバー観光 
A Visit to Margaret River 
ツアー料 金：AUD＄49.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 

下車予定：   /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

マーガレットリバーでは自由行動となります。ご自身の判断で行動願います。 
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マーガレット・リバー オーストラリア Margaret River, Australia 

 

 
 

ツアー番号：BQB-240 

マーガレットリバーの迷路庭園 
A Maze’N Margaret River Adventure 
ツアー料 金：AUD＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

迷路は屋外です。日焼け及び雨の対策をなさってご参加ください。 

 
 

ツアー番号：BQB-250 

マーガレットリバーのワイン 
Wines of Margaret River 
ツアー料 金：AUD＄109.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ワインテイスティングの参加は、18 歳以上の方に限らせていただきます。 

このツアーでは、マーガレットリバーの 3 箇所のワイナリーを訪問します。その時の予約状況より、訪問地は変わります。 

（参加可能年齢：18 歳以上） 

 
 

ツアー番号：BQB-310 

マーガレットリバー スイーツ巡り 
Margaret River’s Sweet Tooth Trail 
ツアー料 金：AUD＄64.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：   /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
 

ツアー番号：BQB-350 

アラヴィナ・エステートでワインとお食事 
Wine & Dine at Aravina Estate 
ツアー料 金：AUD＄349.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ワインテイスティングの参加は、18 歳以上の方に限らせていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

フリーマントル オーストラリア 
Fremantle, Australia 
 
スワン川河口に位置する歴史あるフリーマントルは 1829 年に建設され、西オーストラリア州の首都パースへの
玄関港となっています。フリーマントルから約 24km 上流のスワン川沿いに位置するパースは、超高層ビルと植
民地時代からの優雅な砂岩造りの建物が共存する活気ある街です。現地に流れるペースはゆったりとしてい
ますので、滞在中は身を任せてリラックスし、西オーストラリア辺境の恩恵をご堪能ください。神秘の宝庫である
未開地から、スワン・バレーのワイナリーまで。極上のショッピングから、スワン川での船上クルーズまで。幅広
くお楽しみいただけます。 
ここ数十年のパースの急激な発展は古い歴史あるフリーマントルの港にも波及し、西オーストラリア州の約 70
パーセントの人々がパースもしくはその周辺に住んでいます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  スワン川クルーズ Swan River Cruise  

パースからフリーマントルまでのクルージングでは、復元された醸造所、ロイヤル・パース・ヨットクラブ、高級
住宅の並ぶ通り、フリーマントル内港の賑やかな様子を見ることができます。 

 

○2  キングスパーク & コテスロー ビーチ King’s Park & Cottesloe Beach 

パースの最高の公園であるキングスパークには沢山の種類の野生植物や鳥が生息しています。公園から少
し足をのばしたところにあるパースで最も人気のあるコテスロービーチは、ターコイズブルーの海と白い砂浜
が素晴らしいビーチです。 

 

○3  ピナクルズ Pinnacles 

太古の時代に海底だったナンブング国立公園ですが、様々な要因が重なり何百万年を経て、現在は尖塔形
の奇岩群（ピナクル）となって、砂漠に点在しています。 

 

○4  ヤンチャップ国立公園 ＆ アボリジニ・インタラクション・センター  

Yanchep National Partk & Aboriginal Interaction Center 

遅咲きの野花が有名で、自然に近い状態で動植物が保護されているこの公園は、美しい遊歩道、多種多様
な土着の動植物、見事な洞窟があり、アボリジニ文化体験ができます。 

 

○5  西オーストラリア水族館 AQWA 

壮観な水中トンネルを歩いて見学できるこの水族館では、天然のサンゴ礁、コンブ床、サメや熱帯魚など 400
種類を超える海洋生物を見ることができ、西オーストラリアの海洋環境をお楽しみいただけます。 

 

○6  ロットネスト島 Rottnest Island 

1696 年にオランダ人船員が、有袋類のクオッカをネズミと思い込み、ネズミの巣（Rat Nest）がある島から「ロット
ネスト」と名付けられました。壮大な入り江やビーチがあり、珍しい植物および野生動物が生息しています。 

 

○7  西オーストラリア海洋博物館 Western Australian Maritime Museum 

オーストラリアの長く多彩な海洋史を紹介しているこの博物館では、海岸にたどり着いた多くの難破船から引
き揚げられた国際的に評価の高い遺品や芸術品が展示されています。 

 

○8  フリーマントル刑務所 Fremantle Prison 

1855 年に設立され、イギリス帝国および植民地の囚人、敵国人、戦争捕虜、最厳戒な警備を必要とする抑
留者が収監されていました。この刑務所では絞首刑、むち打ち刑が行われ、大胆な脱獄もあったと記録され
ています。 
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フリーマントル オーストラリア Fremantle, Australia 

 

 

ツアー番号：JFM-960 

下船ツアー： パース市内ドライブ  
Debark Tour –Perth City Drive 
ツアー料 金：AUD＄89.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：   /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

パースの空港にてこのツアーは終了いたします。 

このツアーはフリーマントルで下船し、午後 4 時以降に出発するフライトにご搭乗のお客様がお申込みいただけます。 

 
 
 
 



FAQ: Excursions 
寄港地観光ツアーについてのよくあるご質問 

 
 

旅のハイライトの一つである寄港地観光。寄港地の魅力を存分に味わえる寄港地観光ツアーをプリンセ

ス・クルーズはお勧めいたします。 

 

寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）のご予約 

その土地の魅力を味わえる寄港地観光ツアーを予約して、船旅をさらに思い出深いものにしましょう。 

ご家族で楽しめるツアー、観光ツアー、アドベンチャーツアー、野生生物や自然を堪能できるツアーなど、

プリンセスは様々な寄港地観光ツアーをご用意しています。寄港地観光ツアーは、Cruise Personalizer®

（クルーズ・パーソナライザー）にてご乗船日の約 180 日前から 5 日前まで受け付けております。 

ご予約後、24 時間以内にクレジットカードにてツアー代金のお支払いが必要です。お支払いがされない 

場合、ツアーのご予約は自動でキャンセルされます。クレジットカードでのお支払いは、クルーズ・パーソ

ナライザーの予約画面よりお手続きください。 

 

寄港地観光ツアー運行会社 

すべての寄港地観光ツアーは、プリンセス・クルーズではなく現地の旅行会社が運行しております。現地

で最も信頼のおけるツアー運行会社がツアーを提供しております。ツアー運行会社は、サービスおよび安

全性において最も信頼できるとプリンセスが判断した会社を厳選しております。 

 

寄港地観光ツアーのガイド 

すべての寄港地観光ツアーは、基本的に英語を話す現地のガイドが同行いたします。「自由行動」や「ガ

イドなし」と明記されているツアーにはガイドは同行いたしません。 

 

寄港地観光ツアーでガイドに渡すチップについて 

ガイドへのチップはお客様のご判断にお任せいたしますが、ツアーに満足された場合にはガイドにチップ

を渡すのが世界各国での習慣となっています。おおよその目安として、お一人様につき半日観光で$1、終

日観光で$3.5 です。チップはグループ単位ではなく、個人単位でお渡しください。 

 

寄港地観光ツアーの子供料金の設定について 

一部のツアーには子供料金が設定されており、12歳以下のお子様に適用されます。子供料金が設定され

ているツアーには、ご予約の際は子供料金が自動的に適用されます。 

ご乗船後、子供のチケットの枚数に誤りがないか必ずご確認ください。受け取った枚数に誤りがある場合、

もしくは枚数の調整が必要な場合は、出来る限り速やかにショアエクスカーション・デスクにお申し出くださ

い。 

飛行機やホテルの予約を伴う観光ツアーには子供料金の設定がなく、大人 1 名あたりと同額の料金が発

生いたします。ただし、2 歳以下のお子様でご両親のひざの上に座ってツアーに参加する場合（座席を必

要しない場合）、ほとんどのツアーにおいて料金は無料です。お子様に座席が必要な場合、もしくはチャイ

ルドシートのご使用を希望される場合は、通常の大人料金をお支払いただきお子様用に座席の確保をお

願いします。また、ご両親はお子様のチャイルドシートを持参していただく必要があります。 

 

寄港地観光ツアーの年齢制限について 

ほとんどのツアーで、親または保護者が同伴すればお子様の最低年齢の制限はありません。18 歳未満

のお子様は、親または保護者の同伴なしでは参加できません。運行会社によっては、親または保護者が

権利放棄承諾書に署名した場合、同伴なしで未成年のツアーへの参加を認めているツアー運行会社もあ

ります。 

 

 

 

 

 

1 



寄港地観光ツアーの所要時間 

プリンセス・クルーズはすべての寄港地観光ツアーの出発と到着を厳密に管理しております。そのため、

すべてのツアーが戻ってくるまで船は出港いたしません。お客様が船に乗り遅れることはございませんの

でご安心ください。 

ご自身にて寄港地観光ツアーを手配された場合、もしくはツアー中に別行動をされた場合には、プリンセ

ス・クルーズはお客様の居場所を知ることができませんので、最終乗船時間を過ぎた場合、お待ちするこ

とは出来ません。最終乗船時間までに十分余裕をもって船にお戻りください。 

 

寄港地観光ツアーのキャンセルについて（お支払い済みのツアーをキャンセルする） 

事前に支払い済みのツアーをキャンセルする場合は、以下の方法でキャンセルをお願いします。 

 

ご乗船日 5 日前までにお支払い済みのツアーをキャンセルされた場合は、以下の方法で代金の払い戻し

をいたします。 

１． ご予約されたお客様名で、他に未決済のツアー代金がある場合は、キャンセルを希望されるツアー用 

にお支払いいただいた代金を、未決済のツアー代金に充当させていただきます。 

２． ご予約されたお客様名で、他にツアー代金未決済のご予約がない場合は、支払時にご使用いただい

たクレジットカードに返金されます。この場合、キャンセル後24時間以内に返金手続きが行われます。

同一のお客様がキャンセル時から 24 時間以内に別のツアーを申し込まれた場合は、キャンセルした

ツアー用にお支払いいただいた代金は返金されず、新しく予約されたツアー代金に充当されます。 

 

事前にお支払い済みのツアーを、ご乗船後、船内のお申込み用紙にてご案内している「キャンセルの締

切り時間（Closing Time for Cancellation）」より前に船上にてキャンセルされた場合は、お支払い済みの代

金はご予約されたお客様の船内会計上に船上クレジットとして返金されます。 

 

なお、ホテルや宿泊施設、飛行機、現地での乗り物など事前手配が必要なものが含まれるツアーは、ご

乗船日 30 日前を過ぎてからのキャンセルには、払い戻しができません。 

また、ヘリコプターの手配を必要とするツアーは、定員が限られていることやヘリコプターの予約が取りに

くいことから、ご乗船日の翌日正午以降のキャンセルについては払い戻しができません。 

 

ご乗船後の各寄港地のツアーお申込み締め切りについては、船内のツアーデスクにありますショアエクス

カーションお申込み用紙に記載されております「キャンセルの締切り時間（Closing Time for Cancellation）」

をご覧ください。「キャンセルの締切り時間」とは、ツアー予約の締め切り時間で、現地ツアー運行会社に

最終の確定人数および必要条件を報告しなければならない時間です。ご乗船前、ならびにご乗船後に 

予約されたツアーのいずれも、「キャンセルの締切り時間」以前のキャンセルは可能です。しかし、「キャン

セルの締切り時間」を過ぎてのキャンセルはできません。また、予約されたツアーに参加されなかった場

合も、払い戻しはいたしません。 

 

アラスカ・ツアーズ（クルーズ前後の内陸ツアー）における、オプショナル観光（ランド・エクスカーション）を

キャンセルする場合 

クルーズ・パーソナライザーでお申込み、お支払いされたランド・エクスカーションは、ご出発日 3 日前まで

キャンセル可能です。その際は、キャンセル料は発生しません。キャンセル締め切り日以前にキャンセル

されたツアーの代金は、クルーズ・パーソナライザーでお支払い時にご使用されたクレジットカードに返金

されます。出発日 3 日前を過ぎてからキャンセルされた場合は、全額をキャンセル料として申し受けます。 

不測の事態により、現地にてツアーが催行されなかった場合の返金に関しては、ツアー運行会社にゆだ

ねられています。アラスカ・ツアーズの旅程中にご予約されたランド・エクスカーションの代金は、お支払い

が完了した時点から、キャンセルチャージ 100%の対象となり、ツアー運行会社がキャンセルを承認した場

合を除いて、全額払い戻しはいたしません。 

 

１ヶ所の寄港地で 2 つ以上のツアーに参加する場合 

先発のツアーの到着時間と後発のツアーの出発時間の間隔を少なくとも 60 分あけてください。 すべての

ツアーは船の着岸する埠頭で集合解散となります。お客様ご自身でツアーの間隔をご調整いただき、ご希

望のツアーにご参加ください。 
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寄港地観光ツアー中のショッピングについて 

ショッピングの時間を設けている寄港地ツアーもありますが、ツアーの主目的はショッピングではありませ

んので、ショッピングの時間が十分確保できない場合もあります。予めご了承ください。 

 

寄港地での安全対策について 

プリンセスはお客様の安全を最優先に考慮しております。現地行政機関などど常に連絡を取り、クルーズ

に影響を与える可能性のある寄港地の渡航情報を得ています。 

 

米国政府が寄港予定の特定地域への入港を禁止または警告を発している場合は、クルーズの日程が変

更される場合もあります。日程変更は頻繁に起こることではありませんが、変更はお客様の安全を守るた

めであり、やむを得ない場合があることご理解ください。 

 

寄港地中は、ご自身の責任で安全に行動していただくようお願いします。特に海外の寄港地では、下記の

点にご注意ください。 

• 旅行者が通常行かない地区への立ち入りはお控えください。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。 

• ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

• ご自身の周りの人やその行動に常に注意を払ってください。 

• 見知らぬ人から梱包した荷物などを受け取らないでください。 

• 派手な服装、目立つ行動はお控えください。 

• 上陸中の飲食には十分ご注意ください。 

 

上記の点にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

プリンセス・クルーズはお客様の寄港地観光ツアーが素晴らしいものになるようにお手伝いさせていただ

きます。 
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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）や寄港地観光や陸地ツアーのプロモーションおよび手配にお

いて、航空機、陸上輸送または現地での海上輸送、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

クティビティーは第三者機関により手配/提供され、プリンセスは寄港地観光や陸地ツアーまたはサービス

を提供する第三者機関であるツアー運行会社の取り次ぎをしている、という立場にあります。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約款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別途承諾書、とりわけ特別なアクティビティーではいかなる責任からもプリンセスは免

責されるという同意書をお客様が承認したということになります。ツアーに参加した時点で、ツアー運行会

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

 

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（船内または岸壁）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。全員のお客様がお揃いになるまで、出発できませんので集合時間の厳守をお願いします。 

 

限定定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前または乗船後、先着順で予約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おり、予約は申し込み順に従って受付されます。予約が多数の場合には、追加申

し込み分が順にウェイティングリストに載せられます。ランドツアーはウェイトリストの対応が出来ませんが、

ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限り予約可能枠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

ツアーデスクで予約の可能性を再度ご確認ください。 

 

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間、常にご自身で管理してくださ

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 
ツアーの料金は予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、行程中の乗り物、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は無料です。子供料金は設定がない限り大人の料金と同額となりま

す。 

 

ショッピング 
可能な限り寄港地観光にショッピングの時間を含めています。しかしながら、ツアーはショッピングタイムに

重点を置いて作られてはおりませんので、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申し出がない場合、チケット、ク

ーポン、バウチャーの払い戻しは出来ません。予約受付締切時間は船上で案内されます。プリンセスの関

与しえない事由によって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
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後に天候やツアー運行会社の判断によりキャンセルされたランドエクスカーションは、予約時に使用したク

レジットカードに払い戻しされます。払い戻し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、購入時で予約完了と見なされ、ツアー

運行会社の判断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 

交通機関の快適さに対する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、場所によっては現地の路線バスが最良の交通機関の場合もあります。長距離用

バスが手配できない場合や、特定の港では自動車やタクシーを使用する場合があります。ご友人と一緒

に同乗したい場合は、一緒に集合場所または乗り場へお越しください。ツアースタッフが同乗できるよう割

り当てをお手伝いします。いずれのお客様にも快適にお過ごし頂く為に、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することがあります。その場合、お客様の

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

 

エコロジーと環境 
環境に関連した積極的な取り組みはプリンセスの理念です。私たちのゴールに達成する為には、もっとた

くさんの取り組みをしなくてはいけないと考えています。この取り組みの為に、プリンセスが提供するツア

ーがあらゆる環境問題に影響を与えていなか知識を広めるよう、絶えず努力を続けています。プリンセス

はツアー運行会社と緊密な関係を保ち、寄港地観光で訪れる先々の文化や習慣に敬意を払い、環境問

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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