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マジェスティック・プリンセス

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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フィヨルドランド国立公園 ニュージーランド(シーニック･クルージング) 

Fiordland National Park, New Zealand (Scenic Cruising) 
ニュージーランド最大の国立公園は一千年前、巨大な氷河がニュージーランド南島の海岸まで深く削りこんで
できたフィヨルドから成っています。フィヨルドランド国立公園の中心にはミルフォード･サウンドという入り江があ
り、その表面から約 1.6 キロに渡って連なる絶壁がそびえたち、南アルプス山脈をまっ二つに割り込んでいます。
多雨林が絶壁に生えていて、優美な滝が窪みに垂直に落ちる姿は美しく、標高の高いマイターピークは入り江
の上流に海水面から直接そそり立っています。 
フィヨルドランド国立公園内のテ･アナウの町は、南島の驚異的な大自然への入り口です。ワカティプ湖やクイ
ーンズタウンのリゾート、マウントクック国立公園へ出発です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  クイーンズタウン Queenstown  

ワカティプ湖の岸辺のこのリゾートタウンは、パラセーリング、ジェットボート、ジェットスキーやバンジージャン
プなどのアドベンチャー・アクティビティーが盛んな地として有名です。 

 

○2  ワカティプ湖 Lake Wakatipu  

南アルプス山脈の頂やリマーカブル山脈がニュージーランド最長の湖を取り囲んでいます。 
 

 

 

世界遺産 

ツアー番号：FJ1-800 

フィヨルドランド、クイーンズタウン & 陸路ダニーデンへ（2人部屋使用） 
Fiordland, Queenstown & Dunedin Overland (Double Occupancy) 
ツアー料金：AUD＄999.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 36時間 
 

下車予定： ①② / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
予約後及びウェイティング登録後、クルーズの 45 日前を過ぎてからのキャンセルには払い戻しが出来ません。クルーズの 45

日前を過ぎてキャンセルされた予約(Cruise Personalizerでキャンセルした場合など)はいかなる場合でも、船内精算書にキャン

セル料が請求されます。ウェイティング中のご予約は申し込み受付順に予約確定され、同じキャンセル条項が適用されます。

ウェイティング中のお客様はキャンセル料を避けるため、45 日前を過ぎたらウェイティングをキャンセルすることをおすすめしま

す。 

 

最終のホテルやフライトの詳細はツアーの出発前に案内されますので、クルーズの 45日前までにご予約ください。 

 

＜ツアーに含まれるもの＞ 

･明記された観光およびガイド代 

･交通機関 

･明記されたホテル宿泊代および食事代 

＜ツアーに含まれないもの＞ 

･ランドリーや電話代などの個人的な費用 

･オプショナル観光 

･ホテルのポーターおよびバスの運転手へのチップ代 

 

温暖な気候のため、ホテルのお部屋には冷暖房設備はありません。 

このツアーの最少催行人員は 20 名です。 

ツアーの行程は施設やホテルの予約状況により変更になる場合があります。ホテルはクイーンズタウンのダウンタウンではな

い可能性があります。 

 

（パスポート/査証必須） 
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フィヨルドランド国立公園 ニュージーランド Fiordland N.P. New Zealand (Scenic Cruising) 

世界遺産 

ツアー番号：FJ1-801 

フィヨルドランド、クイーンズタウン & 陸路ダニーデンへ（1人部屋使用） 
Fiordland, Queenstown & Dunedin Overland (Single Occupancy) 
ツアー料金：AUD＄1499.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 36時間 

下車予定： ①② / 車窓予定：

健脚レベル その他 

中 

＜注意事項＞ 

予約後及びウェイティング登録後、クルーズの 45 日前を過ぎてからのキャンセルには払い戻しが出来ません。クルーズの 45

日前を過ぎてキャンセルされた予約(Cruise Personalizerでキャンセルした場合など)はいかなる場合でも、船内精算書にキャン

セル料が請求されます。ウェイティング中のご予約は申し込み受付順に予約確定され、同じキャンセル条項が適用されます。

ウェイティング中のお客様はキャンセル料を避けるため、45 日前を過ぎたらウェイティングをキャンセルすることをおすすめしま

す。 

最終のホテルやフライトの詳細はツアーの出発前に案内されますので、クルーズの 45日前までにご予約ください。 

＜ツアーに含まれるもの＞ 

･明記された観光およびガイド代 

･交通機関 

･明記されたホテル宿泊代および食事代 

＜ツアーに含まれないもの＞ 

･ランドリーや電話代などの個人的な費用 

･オプショナル観光 

･ホテルのポーターおよびバスの運転手へのチップ代 

温暖な気候のため、ホテルのお部屋には冷暖房設備はありません。 

このツアーの最少催行人員は 20 名です。 

ツアーの行程は施設やホテルの予約状況により変更になる場合があります。ホテルはクイーンズタウンのダウンタウンではな

い可能性があります。 

（パスポート/査証必須） 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン) ニュージーランド 

Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
ニュージーランドで一番素敵だと言われる港の上流にある丘の上に、ダニーデンというスコットランド魂を持った
町があります。「ニュージーランドのエジンバラ」と賞賛されるダニーデンはその伝統を誇りに思っていて、スコッ
トランドの有名な詩人ロバート･バーンズの像がダウンタウンに優雅に立っています。ニュージーランドの唯一
のキルト･メーカー、ウィスキー蒸留所、そして沢山のバグパイプのバンドが町にあり、ダニーデンとスコットラン
ドの絆は今なお健在だと感じるでしょう。また、この町は特徴ある建築物、文化的な歴史、1860 年代のゴールド
ラッシュの遺産を誇りにしています。 
ダニーデンへの入り口であるポート･チャーマーズは町の中心から 13キロメートル程のところに位置しています。
ダニーデンの町は計画都市なので、道路や郊外が町のオクタゴンを中心に広がっています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  タイエリ峡谷鉄道 Taieri Gorge Railway  

開拓者や金鉱を探す人達が使用したという、壮観なタイエリ川峡谷を通る伝説的路線を旅します。この 1870
年代に遡る歴史的な鉄道は、鍛鉄製高架橋、トンネル、モダンだけどビンテージ風な客車が自慢です。プリ
ンセス･クルーズがチャーターした列車が船の脇から出発し、紅茶、昼食、茶菓のサービスをご用意していま
す。 

 

○2  ラーナック城 Larnach Castle  

見事な塔や美しいネオゴシック調の庭園を鑑賞します。ウィリアム･ラーナックが最初の妻のために建てた家
は 1800年代の豪壮な生活様式を保っています。 

 

○3  オルヴェストン邸 Olveston House 

ロンドンの建築家サー･エルネスト･ジョージによって設計され、ダニーデンの輸入業者デービッド･セオミンの
ために 1904～06年に建築されました。35部屋の堂々とした英国王ジェームス一世式の大邸宅は、優雅な時
代を今も物語っています。 

 

○4  オタゴ港とオタゴ半島 Otago Harbour & Peninsula 

オタゴ半島は、この南の島で最も重要な野生動物の生息地の一つであり、手つかずの景観を保っています。 
 

○5  スパイツ醸造所 Speights Brewery 

郊外にある都市、シティー･ライズにあるラトリ･ストリートに、1876年から変わらず存在するスパイツ醸造所は、
ニュージーランドの人気ビール「プライド･オブ･ザ･サウス」を作っています。 

 

○6  植物園 Botanical Garden 

1863 年に開園した植物園は、バラ、カメリア、シャクナゲをはじめ、この地方固有の植物の展示が自慢です。
同じ場所には温室庭園、飼鳥園、土産店があります。 

 

○7  オタゴ博物館 Otago Museum 

オタゴ博物館は 1868 年に開館し、それ以後何度も変化してきました。オタゴ最大の文化的、歴史的遺産施
設で 200万を超える自然科学の標本や人類史上の遺物を収蔵しています。博物館はダニーデンで一番の訪
問客で賑わっています。 

 

○8  ダニーデン鉄道駅 Dunedin Train Station 

ダニーデンの歴史的建造物の鉄道駅は手の込んだビクトリア朝風の正面、贅沢なタイル製の床、ガラスの
彫刻が呼び物です。 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
 

 
ツアー番号：PC3-150 

ディスカバリー特選：オアマル & モエラキ・ボールダーズ 
A Discovery Exclusive - Oamaru & Moeraki Boulders 
ツアー料金：AUD＄185.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日中にペンギンを目にすることは稀です。必ずしもペンギンを見られるという保証はありませんのでご了承ください。天候や潮

流によって、訪問順序が変更になる場合があります。モエラキ・ボールダーズまでは、片道約 15 分のビーチ散策往復となりま

す。ツアー中のお食事は自己負担となります。 
 

  
新設定 
 
ツアー番号：PC3-195 

オタゴ半島 キンメペンギン保護地 
Otago Peninsula Yellow Eyed Penguin Reserve 
ツアー料金：AUD＄159.95～ （子供料金：なし） 
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 

 

 

 

 
 

  
ツアー番号：PC3-245 

オタゴ 野生生物クルーズ 
Otago Wildlife Cruise 
ツアー料金：AUD＄159.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ④ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

適切な服装(ヒールが低いゴム底の靴と暖かい服)でご参加ください。双眼鏡は数に限りがありますが、他の方と共用で貸し出

されます。個人で双眼鏡をお持ちの方はご持参ください。 

ツアーボートまでは 270 メートルほど歩く必要があり、ボートに乗る際には数段の階段があります。 

このツアーは車椅子を使用の方には適していません。 

 
 
ツアー番号：PC3-380 

カーギル山 & オルガンパイプ奇岩をハイキング 
Guided Walk to Mt Cargill and the Organ Pipes 

ツアー料金：AUD＄219.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

急な坂で、でこぼこな山道を広範囲にわたって歩きます。体力的、身体的に自信のある方のみご参加ください。山登り用の靴、

もしくはブーツでご参加ください。 

（参加可能年齢：10歳以上） 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
 

 
 
新設定 
 
ツアー番号：PC3-440 

オタゴ半島を周るマウンテンバイクの旅 
Peninsula Mountain Bike 
ツアー料金：AUD＄289.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ④ / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
 
新設定 人気 
 
ツアー番号：PC3-460 

自然の素晴らしさ 
Nature’s Wonders 

ツアー料金：AUD＄159.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ④ / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー内容はその都度変更になります。このツアーでは自然観察のとき、8輪の全地形対応車アルゴとミニバスを利用します。

アルゴは 6人乗りです。急で、舗装されていないがたがた道を含む田舎道を約 15分乗ります。野生動物は通常よく見られます

が、必ずしも見られるとは限りませんのでご了承ください。 
 

 

人気 

ツアー番号：PC3-100 

タイエリ峡谷列車 & ラーナック城 
Taieri Gorge by Train & Larnach Castle 
ツアー料金：AUD＄349.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ①②⑧  / 車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー参加者は鉄道に乗るために 45 メートルほど歩く必要があります。また、列車乗降口に 4段の急な階段の上り下りがあり

ます。列車およびバスには冷暖房設備がありません。 

ラーナック城およびバスは車椅子対応になっておりません。車椅子を使用される方はツアー番号 PC3-226のタイエリ峡谷列車

(車椅子対応)にお申し込みください。ラーナック城の内部は写真撮影が禁止されています。 

 
 

ツアー番号：PC3-200 

市内ドライブ、オルヴェストン邸 & 植物園 
City Drive, Olveston House & Botanic Gardens 

ツアー料金：AUD＄89.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定：  ③⑥  / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

バスには冷暖房設備がありません。オルヴェストン邸にはエレベーターがありません。車椅子ご使用の方は上階へ移動出来

ませんので、上階の様子はＤＶＤをご覧ください。オルヴェストン邸の内部は写真撮影が禁止されています。 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
 
 
 
ツアー番号：PC3-205 

市内ドライブ & ラーナック城 
City Drive & Larnach Castle 

ツアー料金：AUD＄109.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ② / 車窓予定： ④⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスには冷暖房設備がありません。ラーナック城の内部は写真撮影が禁止されています。 

 
 
ツアー番号：PC3-215 

ダニーデンの全景 
Panoramic Dunedin 

ツアー料金：AUD＄69.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 15分 
 

下車予定：  / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

こちらはドライブツアーになります。建物の内部に入ることはございません。 

 
 
ツアー番号：PC3-220 

オルヴェストン邸 & ラーナック城 
Olveston House & Larnach Castle 
ツアー料金：AUD＄139.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ②③ / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

  

 

 
＜注意事項＞ 

オルヴェストン邸とラーナック城の内部は写真撮影が禁止されています。 

オルヴェストン邸にはエレベーターがありません。車椅子ご使用の方は上階へ移動出来ませんので、上階の様子はＤＶＤをご

覧ください。ラーナック城は車椅子用の設備はありませんが、地上階と庭園は車椅子でご覧いただけます。 
 

 
 

ツアー番号：PC3-225 

タイエリ峡谷列車 
Taieri Gorge by Train 

ツアー料金：AUD＄329.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ⑧  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ツアー参加者は鉄道に乗るために 45 メートルほど歩く必要があります。また、列車乗降口に 4段の急な階段の上り下りがあり

ます。列車には冷暖房設備がありません。 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
 
 

 

ツアー番号：PC3-226 

タイエリ峡谷列車（車椅子対応-要事前申請） 
Taieri Gorge by Train (Wheelchair Accessible – By Request only) 

ツアー料金：AUD＄329.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ⑧  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容はPC3-225と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアーへは、車椅子を

ご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者 1 名だけ

が優先されます。1 名以上の同伴者の方は PC3-225 で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に

車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込みいただけませんのでご注意ください。 

場合によっては、ツアーの最後にリフト付き車両が本船まで戻らないことがあります。その場合は、ダニーデン鉄道駅から車椅

子用リフト付きのタクシーが用意され、船まで戻ります。 

電動カートは油圧リフトを利用できません。リフトは総重量が 200 キロまで、車椅子の最大幅は 75 センチまでの対応となりま

す。 

ツアー参加者は鉄道に乗るために 45 メートルほど歩く必要があります。列車には冷暖房設備がありません。 
 
 
ツアー番号：PC3-235 

スコットランド感あふれるダニーデン 
Scottish Dunedin 

ツアー料金：AUD＄189.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定：  / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ファースト教会では日曜日、礼拝があります。その場合は代わって似た場所を訪問します。バスには冷暖房設備がない場合が

ございます。 

 
 

ツアー番号：PC3-900 
専用車で回る終日ダニーデン観光 バンクラス (ドライバー・ガイド付き) 
Dunedin by Private Vehicle-Van Class Full Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：AUD＄1199.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備があります。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
 
 

 

ツアー番号：PC3-905 
専用車で回る終日ダニーデン観光 乗用車クラス (ドライバー・ガイド付き) 
Dunedin by Private Vehicle-Car Class Full Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：AUD＄999.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備があります。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 

ツアー番号：PC3-910 
専用車で回る半日ダニーデン観光 バンクラス (ドライバー・ガイド付き) 
Dunedin by Private Vehicle-Van Class Half Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：AUD＄699.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備があります。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 
 

ツアー番号：PC3-915 
専用車で回る半日ダニーデン観光 乗用車クラス (ドライバー・ガイド付き) 
Dunedin by Private Vehicle-Car Class Half Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：AUD＄649.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備があります。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
 

 

ツアー番号：PC3-305 

スパイツ醸造所 & パブの飲み歩き 
Speights Brewery & Pub Hop 

ツアー料金：AUD＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ビールとワインは 18 歳未満のお客様にはお出しできません。お買い物用に現金もしくはクレジットカードをお持ち下さい。お土

産にご購入されたアルコール類は乗船口にて一度お預かりし、下船前日にご返却いたします。醸造所のツアーでは約 240 段

の階段の上り下りがあります。つま先が覆われた靴でご参加ください。 

 
 

新設定 

ツアー番号：PC3-980 

地域体験：町のハイライト & 楽しい醸造所 
Local Connections: City Highlights & Brewery Delights 

ツアー料金：AUD＄149.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定：   / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

（参加可能年齢：18歳以上） 

 
 

新設定 

ツアー番号：PC3-985 

地域体験：ポートチャーマーズ地元の人気スポット 
Local Connections: Port Charmers Local Heros 

ツアー料金：AUD＄135.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定：   / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ウォーキングツアーですので、歩行に難のある方にはお勧めできませんのでご了承ください。（参加可能年齢：18歳以上） 
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アカロア ニュージーランド 

Akaroa, New Zealand 
アカロアはニュージーランドの南島の東海岸にある火山性のバンクス半島に位置し、紛れもないフランス風の
センスの良さが感じられる人気の観光地です。その昔、ニュージーランドの先住民族であるマオリ族の英雄マ
ウイが、自分の子供達を食べると脅した巨人を退治するのに、山を巨人の上に積み上げたのが半島の始まり
だと伝えられています。 
フランス人捕鯨業者が、マオリ族から 1838 年頃に購入したこの半島に、フランス人が定住を始め、後にワイタ
ンギ条約締結によりニュージーランドが英国植民地となったことでイギリス人も定住し始めました。 
フランス語の名前が付けられた道、フランス料理レストラン、植民地時代の建築物があり、アカロアはニュージ
ーランド唯一のフランスの植民地であったことを証明しています。アカロア港は、珍しいセッパリイルカなど多種
多様な海洋生物の生息地で、ここを訪れる観光客は人里離れたビーチや珍しいブティックなどに魅せられてい
ます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  トランツ・アルパイン鉄道 Tranz Alpine Express 

世界で最も素晴らしい鉄道の旅の一つに数えられ、19のトンネルや 4つの橋、植物が生い茂った広々とした
平野、青々としたブナ林、岩だらけの川谷や聳え立つサザンアルプスが見られます。 

 

○2  アーサーズ･パス Arthur’s Pass  

驚くような山岳の手付かずの土地つけられた名前はアーサーズ･パス国立公園。そこにはサザンアルプスで
最も高い峠があり、ドライブでも、トランツ・アルパイン鉄道でも訪れたい人気の観光スポットとなっています。 

 

○3  国際南極センター International Antarctic Centre 

興味深い展示物、マイナス 5度に冷やされた極地の部屋、本物の大吹雪が体験出来る部屋、4Dオーディオ
ビジュアル体験、ペンギンとの出会いなど、見るだけでない体験型の施設で、南極を体験してみてください。 

 

○4  カンタベリー平原 Canterbury Plains 

植物が生い茂った穀倉地帯には、きらきら輝く畑が緑の濃淡を作り、さながらパッチワーク･キルトのように広
がっています。頂を雪に覆われた遠くに佇む南アルプスの光景に、目も眩むほどの驚きをおぼえるでしょう。 

 

○5  ワイマカリリ川 Waimakariri River 

南東方向に流れる川は、ワイマカリリ峡谷と呼ばれる狭い渓谷を勢いよく流れ去り、ゆっくりとカンタベリー平
原を曲がりくねりながら太平洋へとつながってます。 

 

○6  ザ･ジャイアンツ･ハウス The Giant’s House 

元はリントンと呼ばれていた「ザ･ジャイアンツ･ハウス」は人里離れた渓谷にひっそりとあり、アカロアの歴史
においてユニークな存在です。1880 年にアカロア最初の銀行支店長が、この地で取れた木材で建てた壮大
な屋敷は、カラフルで、植物が生い茂り、沢山の驚きが詰まったロマンチックで楽しいモザイクガーデンの中
に建っています。 

 

○7  セッパリイルカ Hector’s dolphins 

セッパリイルカは世界で一番小さい海洋性のイルカの一種でニュージーランドの海でのみ見られ、全長 1.5 メ
ートル以上にはなりません。 

 

○8  アカロア Akaroa 

フランスとイギリスの影響を受けた古風な趣あるこの村は、古代からある火山地帯の中心にひっそりとありま
す。ここでは植民地時代の建築物やギャラリー、カフェや素晴らしい海岸の景色が楽しめます。 
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アカロア ニュージーランド Akaroa, New Zealand 
 

 
 
 

 

新設定 
 
ツアー番号：AK1-255 

アカロア港でジェットボート 
Jetboating on Akaroa Harbour 

ツアー料金：AUD＄119.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

首、腰に痛みのある方はお控えください。野生動物は通常よく見られますが、必ずしも見られるとは限りませんのでご了承くだ

さい。 

（参加可能年齢：7歳以上） 
 

  
ツアー番号：AK1-515 

４WDで回るカンタベリー高地 & ジェットボート 
Canterbury High Country by 4WD & Jetboat 

ツアー料金：AUD＄449.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9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＞ 

頑丈なウォーキング･シューズとその日の天候に合わせた服装でご参加ください。ウィンドブレーカーまたは薄手のジャケットを

お持ちください。ツアーの行程は変更になる場合があります。 

 
  
ツアー番号：AK1-710 

アカロア港でイルカと一緒にスイミング 
Akaroa Harbour Swim with Dolphins 

ツアー料金：AUD＄219.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定：  / 車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

野生のイルカは必ずしも見られるとは限りません。イルカと一緒のスイミングが中止になった場合には、ツアー運行会社から現

地通貨で代金の一部が払い戻しされます。水中では 12 歳までのお子様は保護者同伴が条件となります。スイミングはプール

ではなく開放された海水エリアで行われます。参加者にはイルカについての資料、記念はがき、参加証明書をお渡しします。

水着、タオル、着替えをお持ちください。ツアーの最後には温かいシャワーが利用できます。ウェットスーツ、マスク、シュノーケ

ルレンタル料は代金に含まれています。昼食代やお買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。 

（参加可能年齢：8歳以上） 
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アカロア ニュージーランド Akaroa, New Zealand 
 

 

ツアー番号：AK1-185 
クライストチャーチ自由行動 

Christchurch On Your Own 

ツアー料金：AUD＄89.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約７時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

アカロアとクライストチャーチ間のドライブは片道約 1時間 45分ですが、交通事情により多少変わります。 

市中心地域は、地震の影響により閉館・封鎖されている場合がございます。 

 
 
 

 
ツアー番号：AK1-280 

地域体験：南極センターと王立植物園 
Local Connections: Antarctic Centre & Botanic Gardens 
ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約７時間半 
 

下車予定： ③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

全地形走行車は、妊娠している方や腰痛がある方にはおすすめできません。植物園ではガイドなしで、自由にご覧いただきま

す。南極センターと植物園では休憩時間がたくさんあります。モーニングティー、昼食、買物などのために現金またはクレジット

カードをご持参ください。 

ツアーの行程は変更になる場合があります。 

アカロアとクライストチャーチ間は片道約 1時間 45分のドライブです。 

 

 

人気 

ツアー番号：AK1-110 

南アルプス体験 
Southern Alps Experience 

ツアー料金：AUD＄449.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定：  / 車窓予定： ②④⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアーの行程は変更になる場合があります。 

このツアーは片道 2 時間のトランツ・アルパイン号(若干の観光アナウンスあり)と、残りの片道 5 時間のバス(ドライバー･ガイド

による観光アナウンスあり)となります。 

アーサーズ･パスは天候が変わりやすいのでご留意ください。 

列車に車椅子を収容するスペースはございません。電車の乗降口に 3 段の階段の上り下りございます。上り下りが可能な方

の参加となります。 
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アカロア ニュージーランド Akaroa, New Zealand 

 

 
  
ツアー番号：AK1-135 

地域体験：眺めの良い半島 & ザ・ジャイアンツ・ハウス 
Local Connections: Scenic Peninsula and the Giants House 

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： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ツアー番号：AK1-200 

地域体験：アカロア、 ザ・ジャイアンツ・ハウス & カンタベリー平原 
Local Connections: Akaroa, Giants House & Canterbury Farm 

ツアー料金： AUD＄189.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ⑥⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ザ･ジャイアンツ･ハウスの庭園には多くの階段があります。 

 

 
ツアー番号：AK1-210 

バンクス半島 & 市内ドライブ 
Banks Peninsula & City Drive 

ツアー料金： AUD＄139.95～ （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＞ 

お買物をされる方は現地通貨をお持ちください。履き慣れた靴でご参加ください。ツアーの行程は変更になる場合があります。 
 

 
ツアー番号：AK1-215 

二階建てバスで回るアカロア 
Scenic Akaroa by Double Decker Bus 

ツアー料金： AUD＄59.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

二階建てバスには冷暖房設備はありません。バスに車椅子を収容するスペースはございませんのでご了承ください。 
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アカロア ニュージーランド Akaroa, New Zealand 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
ツアー番号：AK1-245 

アカロア港大自然クルーズ 
Akaroa Harbour Nature Cruise 

ツアー料金： AUD＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定：  / 車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

野生のイルカとコガタペンギンは通常よく見られますが、必ずしも見られるとは限りませんのでご了承ください。イルカと一緒に

泳ぐツアーではありません。昼食や買物のために現金またはクレジットカードをご持参ください。 
 

 
新設定 

ツアー番号：AK1-980 

地域体験：リトルリバーツアー 
Local Connections: Little River Tour 

ツアー料金： AUD＄69.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
ツアー番号：AK1-125 

カンタベリー駅、 サンデー山 & ロード・オブ・ザ・リングロケ地 
Canterbury Station, Mt. Sunday & Lord of the Rings Sights 

ツアー料金： AUD＄319.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ④ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

自然保護の条例により、撮影現場はセットなどがすべて取り払われています。 

ポッツ山駅までは片道約 3時間のドライブです。 

平らで履き慣れた靴を着用ください。防水ジャケットやサングラス、日焼け止めをお持ちください。 

特別食をご希望の方は、ツアー開始 48時間前までにショアエクスカーションデスクへご連絡下さい。 
 

 
ツアー番号：AK1-225 

パウア・ベイ農園 
Paua Bay Farm 

ツアー料金： AUD＄119.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

農場にはでこぼこした道が所々あります。 
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アカロア ニュージーランド Akaroa, New Zealand 

 

 

  
ツアー番号：AK1-300 

陸揚げされたばかりのシーフードクッキングクラス 
Fresh from the Wharf Cooking Class 

ツアー料金：AUD＄319.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

車椅子を使用しているお客様にはお勧めいたしません。ご自身で料理するというよりも、実演説明を聞いていただく感じです。

ワインテイスティングをされる方は、現地での法廷飲酒年齢の 18 才以上の方に限ります。（参加可能年齢：18歳以降） 

 

 

新設定 
 
ツアー番号：AK1-350 

地域体験：パント船、ワイン & 植物園 
Local Connections: Punting, Wine, & Botanic Garden 
ツアー料金：AUD＄249.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定：  / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候に合った服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、水をお持ちください。クラ

イストチャーチまでのドライブは片道約 90 分ですが、交通事情により多少変わります。ツアーの行程は変更になる場合があり

ます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
新設定 

ツアー番号：AK1-985 

地域体験：アカロアの歴史をサファリツアー 
Local Connections: Akaroa History Safari 

ツアー料金： AUD＄179.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

背中、お尻、ひざ、心臓に持病のある方は参加をご遠慮ください。健康状態の良い方がご参加ください。救急隊を呼ぶのに 30

分要します。（参加可能年齢：8歳以上） 
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ウェリントン ニュージーランド 

Wellington, New Zealand 
ニュージーランドの首都ウェリントンは、森林に覆われた半島、大規模な崖の側面に建つ家並み、素晴らしいビ
クトリア調の建物などが魅力的な町です。ロンドンに拠点を置くニュージーランド会社によって、1840 年から移
住がはじまりました。“素晴らしい、風の強い、ウェリントン”と言われる通り、クック海峡を通って流れ込む身の
引き締まるような風がしばしば吹き付けます。博物館、曲がりくねった道路、そしてケーブルカーが、洗練された
大都市ウェリントンの自慢です。多くの旅行者がサンフランシスコと比較するのも頷けます。 
急な坂道にもかかわらず徒歩で簡単に散策できます。街の中心部から坂を上るのに、ルバーン･ケーブルカー
を使ってもいいですし、階段や小道を通るのも良いでしょう。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ウェリントン植物園/レディー･ノーウッド･ローズ･ガーデン  Wellington Botanic Garden / Lady Norwood Rose Garden  

ウェリントン植物園に広がる 24 万平方メートルの敷地内では、自然林は保護され、針葉樹は生い茂り、レデ
ィー･ノーウッド･ローズ･ガーデンの可愛らしい 3千本のバラを含む特別な花々が咲き乱れています。 

 

○2  ケーブルカー Cable Car  

1902年に建設されたこの歴史的な乗り物は、街の中心部から約 120メートルの高低差を上ってゆき、頂上か
らの景色はとても素晴らしいものです。そこから植物園、カーター天文台、ケーブルカー博物館までは歩いて
すぐです。 

 

○3  テ･パパ博物館 Te Papa Museum 

ニュージーランドの国立博物館では、マオリ族に重きをおきつつ、この国の文化および環境について物語っ
ています。450キログラムを超える世界一重い巨大イカなど、興味深い展示物があります。 

 

○4  ワイララパ地方 Wairarapa 

「きらめく水の地」と古代マオリ族に呼ばれていたこの美しい田園地帯は、豊かな湖、湾、川があるだけでなく、
ニュージーランドのワイン･トレイルの中心でもあります。 

 

○5  ジーランディア： カロリ･ワイルドライフ･サンクチュアリー Zealandia: Karori Wildlife Sanctuary 

ムカシトカゲ、小さな斑点のあるキウイ、サドルバック、シロツノミツスイ、カマドウマなど、ニュージーランドの
極めて珍しくて、絶滅危惧種となっているこの土地固有の生物たちが生息する、222平方メートルの広さの環
境自然保護区です。この保護区を人類出現以前の起源に戻すという 500年計画があります。 

 

○6  ロード･オブ･ザ･リング･ツアー Lord Of The Ring Tour 

大ヒット映画の撮影が行われたウェリントンとワイララパ地方のロケ地を巡ります。 
 

○7  アウトドア･アドベンチャー Outdoor Adventures 

ニュージーランドには、目を見張るような景色やアクティビティーが豊富にあります。 

○8  ウェリントンの街 Wellington City 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 

 

 

新設定 

ツアー番号：WLG-440 

ウェリントン海岸沿いサイクリングツアー 
Wellington Waterfront Cycling Tour 
ツアー料金：AUD＄119.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 30分 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カメラ、日焼け止め、サングラス、現地通貨をお持ちください。ウォーキングシューズ、ツアーに適した服装でご参加ください。 

注意：ご自身の健康レベル、病気のことなどをよく考慮の上、ツアー参加をお決めください。首、背中、膝、肩に怪我があり、喘

息、糖尿病、てんかんや心臓病、呼吸病などの持病、他内科疾患をお持ちの方は、細かい注意事項をよく確認のうえ、ツアー

をお選びください。特に健脚レベルが“強”のツアーはお気を付けください。心配な方は、ツアーに参加する前にかかりつけの

医師にご相談ください。（身長制限：130ｃｍ以上、210ｃｍ以下） 

 
 
ツアー番号：WLG-500 

4WD で回るアザラシの海岸をサファリツアー 
4WD Seal Coast Safari 

ツアー料金：AUD＄169.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 15分 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

4WD車の座席はベンチシートで、乗客は横並びで向かい合わせに座ります。足を十分に伸ばすことが出来ませんので、乗り心

地はよくありません。履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候に合った服装でご参加ください。 
 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：WLG-510 

風力発電所 & アザラシサファリ 
Wind Farm & Seal Safari 

ツアー料金：AUD＄125.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 
 

 
＜注意事項＞ 

履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候に合った服装でご参加ください。カメラ、帽子、薄手のジャケット、日焼け止め

をお持ちください。 
 

 
 

ツアー番号：WLG-545 

四輪バイク体験 
Quad Biking 

ツアー料金：AUD＄309.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

  

 
＜注意事項＞ 

有効な運転免許証をもっている方に限り四輪バイクを運転できます。2人乗りはできません。 

（参加可能年齢 18歳以上） 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 
 

 
ツアー番号：WLG-220 

地域体験：ジーランディア自然保護区 & オタリ・ウィルトン・ブッシュ 

Local Connections: Zealandia Eco Reserve & Otari Wilton Bush 

ツアー料金：AUD＄135.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

野生動物のため、必ずしも見られるとは限りません。帽子、薄手のジャケット、日焼け止めをお持ちください。 

 
 

 

人気 

ツアー番号：WLG-215 

地域体験：テ・パパ博物館 & ケーブルカー 
Local Connections: Te Papa Museum & Cable Car 
ツアー料金：AUD＄79.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ②③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 

 
＜注意事項＞ 

ニュージーランドのテ・パパ博物館内には写真をお撮りいただけないものもあります。写真撮影はあくまでも個人用としてお使

い下さい。お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。 

ケーブルカーは人気のアトラクションのため、混雑や遅滞が予想されます。 
 

 
 
ツアー番号：WLG-290 

ストームコースト沿岸ドライブ 
The Storm Coast Drive 

ツアー料金：AUD＄95.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

   

 
＜注意事項＞ 

履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候状態に合わせた服装でご参加ください。カメラ、帽子、薄手のジャケット、日

焼け止めをお持ちください。 
 

 
 
ツアー番号：WLG-295 

市内ドライブ 
City Drive 

ツアー料金：AUD＄55.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアーの行程は変更になる場合があります。 
 

 

 

 



19 

ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 

 

 
 
ツアー番号：WLG-315 

ベスト・オブ・ウェリントン 
Best of Wellington 

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定：  ⑧/ 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 

 

 
 
ツアー番号：WLG-380 

ウェリントン グルメウォーキングツアー 
Gourmet Walking Tour of Wellington 
ツアー料金：AUD＄315.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 
＜注意事項＞ 

履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候状態に合わせた服装でご参加ください。 

 
 
 
ツアー番号：WLG-900 

専用車で回る終日ウェリントン観光 バンクラス (ドライバー・ガイド付き) 

Wellington by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1599.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は冷暖房設備付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 
 
ツアー番号：WLG-905 

専用車で回る終日ウェリントン観光 乗用車クラス (ドライバー・ガイド付き) 

Wellington by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1299.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は冷暖房設備付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 
 
 
 
ツアー番号：WLG-910 

専用車で回る半日ウェリントン観光 バンクラス (ドライバー・ガイド付き) 

Wellington by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄899.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は冷暖房設備付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 
ツアー番号：WLG-915 

専用車で回る半日ウェリントン観光 乗用車クラス (ドライバー・ガイド付き) 

Wellington by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄799.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 

 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は冷暖房設備付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 

人気 

ツアー番号：WLG-999 

少人数でのテ・パパ博物館 & ケーブルカー 
Te Papa Museum & Cable Car for Small Groups 
ツアー料金：AUD＄109.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ②③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニュージーランドのテ・パパ博物館内には写真をお撮りいただけないものもあります。写真撮影はあくまでも個人用としてお使

い下さい。お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。 

ケーブルカーは人気のアトラクションのため、混雑や遅滞が予想されます。 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 

 

 
ツアー番号：WLG-296 

市内ドライブ（車椅子対応） 
City Drive (Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：AUD＄55.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 
 

＜注意事項＞ 

このツアーの内容は WLG-295 と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアーへは、車椅子

をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者 1名だけ

が優先されます。1名以上の同伴者の方はWLG-295で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に

車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込みいただけませんのでご注意ください。 

車椅子の最大幅は 70センチ、リフトは総重量が 250キロまでの対応です。ツアーの行程は変更になる場合あります。 

 
 
ツアー番号：WLG-300 

「ロード･オブ･ザ･リング」の足跡を訪ねて 
In the Footsteps of the “Lord of the Rings” 

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

法的および保存上の都合により撮影現場には映画のセットは残っておりません。制作会社ウェタのワークショップ設備内では

写真撮影はご遠慮ください。履き慣れた頑丈なウォーキングシューズまたはハイキングブーツとその日の天候に合った服装で

ご参加ください。帽子、薄手のジャケット、日焼け止めをお持ちください。 

ファン必見のお土産屋であるウェタケーブは 12月 25日、26日、1月 1日、アンザックデーは閉館です。 

 
 

新設定 

ツアー番号：WLG-395 

地域体験：手作りビール、 チョコレート & コーヒーツアー 
Local Connections: Craft Beer, Chocolate, Coffee Tour 

ツアー料金：AUD＄195.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定：  ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
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ネーピア ニュージーランド 
Napier, New Zealand 
 
ネーピアとホークス・ベイは、今日ではニュージーランドで最高の保養地となっています。ニュージーランドで最
も古くからワインが育てられているこの地方は、島の北部の東海岸沿いに位置しており、素晴らしい地中海性
気候と黄金の砂浜が自慢です。近年、ホークス・ベイは上質のオリーブオイルと職人による手作りチーズの主
要な生産地となっています。野生動物や鳥類が好きな方は、ホークス・ベイ南部にあるケープ・キッドナッパー
ズに出かけてみてください。この岬には世界最大級のカツオドリのコロニーがあります。1931 年、ネーピアをマ
グニチュード 7.8 の地震が襲いました。その後、町は自力で再建し、今日では優れたアール・デコ建築、スペイ
ンのカトリック教会、クラシック風に復興された建造物があり、「アール・デコ・シティ」として称賛されています。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  アール・デコ・シティ・ツアー Art Deco City Tour 

“アール・デコ・シティ”として有名なネーピアの街をゆっくりと散歩したり、アンティーク車に乗ったり、デコバス
に乗ったりしながら、ホークス・ベイで建築の宝石と称される建築物の数々をご覧ください。 

 

○2  ワイン・テイスティング Wine Tasting 

ニュージーランドで最も歴史のあるワインの生産地域であるホークス・ベイには、140を越えるブドウ畑と70を
超えるワイナリーがあります。試飲したり、ワインツアーに参加してみてはいかがですか。素晴らしい光景を
眺めながらワインの知識を広げられますよ。 
 

○3  ケープ・キッドナッパーズ Cape Kidnappers 

この岬には、トップランクのゴルフコースがあり、素晴らしいオーシャンビューの他、地質学的に特徴のある断
崖の地形が見られます。また、世界最大規模のカツオドリの生息地であり保護区となっています。 

 

○4  テ・マタ・ピーク Te Mata Peak 

海抜 390メートル以上の山々が堂々とそびえたち、その中でも最も高い山頂がテ・マタ・ピークです。パラグラ
イダーやハングライダー、ハイキング、マウンテンバイクなどで人気のスポットです。 

 

○5  ニュージーランド国立水族館 National Aquarium 

水生生物の展示はニュージーランド最大級で、サメやアカエイ、ハリセンボン、ウナギ、フエダイなど他にも多
数が揃う素晴らしい海洋水槽が自慢です。海の生き物に直接触れられるプールや、ニュージーランドの国鳥
であるキウイの展示エリアもあります。 

○6  シルキー・オーク・チョコレート・カンパニー & サンズアップ・フルーツ・ワールド  

Silky Oaks Chocolate Company & Sunzup Fruit World 

シルキー・オークは、高濃度のココアバターから成るクーベルチュール・チョコレートを使用して作られた、手
作りチョコレート専門店です。チョコレートの製造過程の見学や、手作りチョコレートの試食、チョコレート博物
館のツアーがあります。サンズアップフルーツワールドは家族経営の果樹園で、賞を受賞したリンゴなど、核
果を生産しています。トラクターで引かれるワゴンに乗り、果樹園のツアーに出かけましょう。 

 

○7  モハカ川 Mohaka River 

モハカ川はアヒマナワ山脈からホークス・ベイにかけて流れています。川は圧倒的な存在感を放ち、絶景の
渓谷の中を流れています。下流約 37 キロメートルは最終氷期中に形成され、「モハカ」の言葉はマオリ語で
「ダンスをする場所」を意味しています。この名はマオリ族の祖先の地であるポリネシアの島、ハワイキからも
たらされたと言われていて、まさに意味通りであることは今もなお一目瞭然です。 

 

○8  ミッション・エステート・ワイナリー Mission Estate Winery 

ミッション・エステート・ワイナリーは、洪水から地震まであらゆる災害から耐え抜いたという歴史があります。
建物を 11に分解して、牽引機で現在のタラデールまで移築されました。その間はホークス・ベイでブドウの植
樹と栽培が行われていました。 
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ネーピア ニュージーランド Napier, New Zealand 

 

 

ツアー番号：NPE-415 

４WDで回るケープ・キッドナッパーズ・サファリツアー 
Cape Kidnappers 4WD Safari 
ツアー料金：AUD＄219.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ③ / 車窓予定： ①  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

その日の天候に適した服装でご参加ください。歩きやすい頑丈な靴を着用し、帽子と上着、日焼け止めをお持ちください。 

 
 

ツアー番号：NPE-440 

ネーピアの環状道路をサイクリング 
Cycling Napier’s Rotary Pathway 
ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：   

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 

ツアー番号：NPE-505 

モハカ川でボート体験 

Mohaka River Float Trip 

ツアー料金：AUD＄249.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

送迎車両に冷暖房設備は付いていません。濡れてもいい洋服の下に水着を着用し、タオルをお持ちください。ご入り用であれ

ばウェットスーツを利用いただけますが、必須ではありません。また、フリースのトップスとスプラッシュジャケットも必要ならご用

意があります。 

（参加可能年齢：5歳以上） 

 

 

ツアー番号：NPE-215 

水族館、アール・デコ・トラスト & ネーピア旧刑務所 

Aquarium, Art Deco Trust & Napier’s Old Prison 

ツアー料金：AUD＄154.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

その日の天候に適した服装でご参加ください。現地ではニュージーランドドル、主要なクレジットカードでの支払いが可能です。 
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ネーピア ニュージーランド Napier, New Zealand 
 
 

 

ツアー番号：NPE-235 

ホークス・ベイ急行 
Hawke’s Bay Express 
ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1時間 15分 
 

下車予定： ① / 車窓予定：   

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

鉄道の車両には冷暖房設備はございませんが、大きな開閉式の窓がありあす。 

 
 

新設定 

ツアー番号：NPE-255 

農場訪問 &トゥキ・トゥキ・バレー 
Farm Visit and Tuki Tuki Valley 
ツアー料金：AUD＄139.95～ （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 

中 

 

 

 
 

ツアー番号：NPE-285 

ネーピア市内ドライブ & 水族館 
Napier City Drive & Aquarium 
ツアー料金：AUD＄44.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定：   

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 

ツアー番号：NPE-290 

市内ドライブ 
City Drive 
ツアー料金：AUD＄34.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1時間 
 

下車予定： /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

ツアーの終わりに、市内に残って観光や買い物をされる場合は、港まで戻るシャトルバスの時間や場所を各自でご確認下さ

い。 
 

 

ツアー番号：NPE-380 

地域体験： アール・デコ・シティ ドライブ & 徒歩ツアー 
Local Connections: Art Deco City Drive & Walking Tour 
ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：   

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-920&portid=SYD&portdate=01112013
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ネーピア ニュージーランド Napier, New Zealand 
 

 

新設定 

ツアー番号：NPE-115 

マオリ族先祖代々の土地でマオリ体験 
Arch of the Ancestors 
ツアー料金：AUD＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
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 

 

 

 
 

人気 

ツアー番号：NPE-200 

ホークス・ベイ・ワイン地域 
Howke’s Bay Wine Country 
ツアー料金：AUD＄149.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ②  / 車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞  

ワインの試飲には 18歳以上のみ参加できます。お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。購入されたワイ

ンは船の乗下船口にて一旦お預かりをし安全に保管され、下船前日、お客様にご返却いたします。 

 
 

プレミアム 

ツアー番号：NPE-250 

田舎地方 & 民家訪問 
Countryside & Private Home Visit 
ツアー料金：AUD＄149.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

飲酒は 18 歳以上から可能です。お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。購入されたワインは船の乗下

船口にて一旦お預かりをし安全に保管され、クルーズ最終日、お客様にご返却いたします。 

 
 

ツアー番号：NPE-291 

市内ドライブ（車椅子対応） 

City Drive (Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：AUD＄34.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約１時間 
 

下車予定： / 車窓予定： ①  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーの内容は NPE-290 と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアーへは車椅子を

ご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者 1 名だけ

が優先されます。1 名以上の同伴者の方は NPE-290 で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に

車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けませんのでご注意ください。 

車椅子の最大幅は 80センチ、リフトは総重量 300キロまで対応できます。訪問順序は変更になる場合があります。 

 

 

 

https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-920&portid=SYD&portdate=01112013
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ネーピア ニュージーランド Napier, New Zealand 

 

 
 

ツアー番号：NPE-300 

地域体験： 景観ドライブ、果樹園 & シルキー・オーク・チョコレート 

Local Connections: Scenic Drive, Orchard & Silky Oaks Chocolate 
ツアー料金：AUD＄124.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定： ①  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

その日の天候にあった服装でご参加ください。帽子、上着、日焼け止めをお持ちください。お買物のために現金またはクレジッ

トカードをお持ちください。 

 
 

新設定 

ツアー番号：NPE-980 

地域体験： 古代村落横断ツアー 
Local Connections: Ancient Village Traverse Tour 
ツアー料金：AUD＄235.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：   

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

徒歩での移動があります。心臓に持病のある方、運動制限のある方にはお勧めしません。 

（参加可能年齢：5歳以上） 

 
 

新設定 

ツアー番号：NPE-985 

地域体験： ネーピアのアート & 食 
Local Connections: The Bay Arts & Eats 
ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：   

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは祝日は催行いたしません。これは徒歩ツアーになります。歩きやすい底が平らな靴でご参加ください。 

（参加可能年齢：18歳以上） 
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ピクトン ニュージーランド 

Picton, New Zealand 
 
クイーン・シャーロット・サウンドの突端に位置するピクトンは、南島の有名なマールボロ地方への玄関口です。
かつては、緑豊かな農地や大牧羊場が主に良く知られていたこのマールボロ地方は、新しい農作物であるワイ
ンのおかげで国際的な注目を集めるようになりました。1985 年にクラウディー・ベイ・ソーヴィニョン・ブランの出
荷後、世界のワイン地図にニュージーランドが加わるようになり、南半球におけるワイン製造の注目が変わりま
した。今日マールボロ地方は表情豊かな海や景色、魅惑的なワイン地帯、高級レストラン、ニュージーランド有
数の庭園などで誇っています。 
この地域は軍事的な名称が存在します。この場所も初代マールボロ公爵に因んで名付けられていて、最大の
町ブレナムは彼の最も有名な戦いに由来しています。ピクトンは名高い初代ウェリントン公爵のサー･トーマス・
ピクトンから来ています。 
 
 

＜見どころ＞ 
 

○1  マールボロ･ワイナリー Marlborough Wineries 

マールボロ産のワインによって、ニュージーランドは、ワインの生産地としての知名度を上げました。 
 
 

○2  クイーン・シャーロット・サウンド Queen Charlotte Sound 

ターコイズブルーからエメラルド色とこの入り江は様々な色を発し、アザラシや海鳥の他、マイルカ、バンドウ 
イルカ、セッパリイルカなどのイルカ類をひきつけます。 

 

○3  ロックマーラ・ロッジ Lochmara Lodge 

このロッジは、野生生物リカバリーセンターやギャラリー、彫刻遊歩道が併設されたアートセンターになって 
います。 

 

○4  オマカ･アヴィエーション･ヘリテージ･センター Omaka Aviation Heritage Center 

第一次世界大戦当時の航空機の私有コレクションとしては世界最大の博物館です。 
 

○5  ペロルス・サウンド Pelorous Sound 

マールボロ・サウンドにある 2つの主要な入江のうちの 1つです。名誉ある軍の英雄の名を残すことを好む 
ことから、ハブロックはインド大反乱における英雄、サー・ヘンリー・ハブロックから名前が付けられていま 
す。 

 

○6  マカナ・コンフェクション Makana Confections 

このお菓子屋のクラシックなチョコレートトリュフやマカデミアナッツ入りキャンディーは、世界中から注目さ 
れています。 

 

○7  アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventure 

マールボロ・サウンドの複雑に入り組んだ入り江はニュージーランド海岸線全長の 5分の 1を占めていて、 
カヤックでの探訪には最適なスポットです。素晴らしいクイーン・シャーロット・トラックはニュージーランドでも 
人気の高い遊歩道の一つです。 

 

○8  ワイナリー Winery 
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ピクトン ニュージーランド Picton, New Zealand 
 

 
 

 

ツアー番号：PCN-385 
クイーン・シャーロット・トラック ハイキング & クルージング 

Walk The Queen Charlotte Track & Scenic Cruise 
ツアー料金：AUD＄169.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は 30 メートル以上の勾配を上り、平らでない道を歩きますので、健康な方がご参加ください。雨が降った場合は、濡れ

て泥道になる場合があります。丈夫で履き慣れたウォーキングシューズと天候の変化に対応した服装でご参加ください。レイン

ジャケットをお持ちください。ツアーはピクトンの町で終了します。船へは無料シャトルバスが走っています。お好きな時間にご

利用ください。 

最近病気をされた方の参加はご遠慮ください。 

（参加可能年齢：80歳以下  体重制限：99キロ以下） 
 

 

ツアー番号：PCN-410 

クイーン･シャーロット・サウンド シーカヤック 
Queen Charlotte Sound By Sea Kayak  
ツアー料金：AUD＄249.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 

 

下車予定： ⑦ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

カヤックの経験は問いませんが、2 時間ほどパドルを漕ぎ、時には激しく吹きつける風の中でも進みますので、かなりの体力と

運動能力を必要とします。運動量が非常に多いので、身体能力に自信のない方には適しておりません。濡れても良い底が平

らで履き心地の良い靴、動きやすい服の下に水着を着てご参加の上、タオル、日焼け止め、帽子、サングラス、水、着替えをお

持ちください。二人乗りカヤックを使用し、カヤックシートの最大幅は 46センチです。 

（参加可能年齢：10歳以上） 

 

 

ツアー番号：PCN-210 

羊の牧草地 サファリツアー 
High Country Safari 

ツアー料金：AUD＄339.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 

ツアー番号：PCN-200 
オマカ・アヴィエーション、モア醸造所 & チョコレート 
Omaka Aviation, Moa Brewery & Chocolates 
ツアー料金：AUD＄219.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 45分 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満のお客様はビールの試飲に参加できません。お買い物のためにクレジットカードまたは現地通貨をお持ちください。

購入されたワインは船の乗下船口にて一旦お預かりをし、安全に保管され、クルージング最終日お客様にご返却いたします。 

マカナチョコレート工場は祝日はお休みですが、ツアー中、チョコレートの試食はあります。 
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ピクトン ニュージーランド Picton, New Zealand 
 
 

 

ツアー番号：PCN-215 

マールボロ・ハイライト 
Highlights of Marlborough 

ツアー料金：AUD＄74.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
 

ツアー番号：PCN-245 

クイーン･シャーロット・サウンド クルージング 
Scenic Cruising On Queen Charlotte Sounds 

ツアー料金：AUD＄79.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

お買い物のためにクレジットカードまたは現地通貨をお持ちください。 

 
 

ツアー番号：PCN-305 

自転車で回るガイド付きワインツアー & ランチ 
Guided Biking Wine Tour and Lunch 

ツアー料金：AUD＄249.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

平らな地面を、自転車でこぎます。年齢、体力問わずどなたでもお楽しみいただけます。約 6.5 キロの道を何度も止まりながら

進みます。自転車は乗り心地が良いように工夫されています。悪天候の場合は自動車でのワインツアーとなります。 

 
 

ツアー番号：PCN-310 

マールボロのワイナリーを訪ねて 
The Wines of Marlborough 
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： ⑥ / 車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満のお客様はワインの試飲に参加できません。買い物のためにクレジットカードまたは現地通貨をお持ちください。購

入されたワインは船の乗下船口にてお預かりをし安全に保管され、クルーズ最終日、お客様にご返却いたします。 
 

 
 

ツアー番号：PCN-380 

ピクトン港町 徒歩散策 
Picton Seaport Walk 
ツアー料金：AUD＄59.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー料金には‘A World Without Whales’の団体への寄付金も含まれています。 

（参加可能年齢：10歳以上） 
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タウランガ ニュージーランド 

Tauranga, New Zealand 
ニュージーランドの豊かな大自然の恵みは、誰でもいつでも、ベイ･オブ･プレンティで見ることができます。昔こ
の地域に住んでいたマオリ族の村では食料が豊富であったことから、1769 年、海洋探検隊であったジェーム
ス･クック船長がこの湾をベイ･オブ･プレンティ（豊富）と名付けました。タウランガは現在、活気ある港町、農業
と木材の中心地、そして人気のシーサイド･リゾートとなって賑わっています。またマオリ文化の中心地で、地熱
で知られるロトルアへ通じる入口でもあります。タウランガから車で 90 分の距離にあるロトルアはニュージーラ
ンドの主要観光地です。 
船は、湾から聳える標高 230 メートルのマウンガヌイ山のふもとに停泊します。湾の対岸にあるオモコロアとパ
ホイアには、干満のある美しいビーチがあり、大物釣り、温泉、シーサイド･リゾートなどもお楽しみいただけま
す。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  タマキ･マオリ村 (マオリ･コンサートとハンギ) Tamaki Maori Village (Maori Concert & Hangi)  

ニュージーランドの観光賞を受賞したタマキ･マオリ村は、マオリ族の遺産や文化的伝統について楽しく学べ
る場所です。マオリの歌、ダンスを体験し、伝統的な料理を是非お試しください。 

 

○2  ロトルア Rotorua 

自然の美が残るロトルアはニュージーランドの地熱活動が最も活発な場所で、16 ヶ所の湖があります。 
 

○3  テ･プイア地熱保護区 Te Puia Thermal Reserve 

初期のマオリ村が再現され、豪快に熱湯を噴き上げるポフツ間欠泉、高温の泥池、国立の彫刻･織物学校な
ど見どころいっぱいです。テ･プイア地熱保護区でマオリ文化について学びましょう。 

 

○4  レインボー･スプリングス Rainbow Springs 

9 万平方メートル弱の広さを持つレインボー･スプリングスは自然を愛する人には見逃せない美しい場所です。
マスの池、135 種類の自生樹木やニュージーランドの国章ともなっているキウイなどの風変わりな在来種の
鳥を観察してみましょう。 

 

○5  スカイライン･スカイライズ Skyline Skyrides 

ロトルアのスカイライン･スカイライズはご家族で日帰り小旅行していただくには最適な場所です。スリリング
なゴンドラでノンゴタハ山の斜面を上り、高速で氷上を滑り下りるリュージュを体験し、息を呑むような 360 度
の景色を楽しんでください。 

 

○6  ワイオタプ Waiotapu 

マオリ語で「神聖な鉱水」を意味するこの場所には、ニュージーランドのタウポ火山地帯の火山活動により造
り上げられた活動中の地熱地区です。この驚異的な地熱地帯には、熱湯を噴き上げる間欠泉、煮たってい
る泥池、鉱物段丘、蒸気噴き上げる火山湖などがあります。 

 

○7  アグロドーム Agrodome 

160 万平方メートルの広さを持つ、ユニークな羊と牛の飼育場です。農家の人たちの視点でニュージーランド
を眺め、牧羊犬の様子、羊の毛刈り実践、19 品種の羊たちを見て回りましょう。敷地内のショップではウール
製品をご購入いただけます。 

 

○8  ポリネシアン･スパ Polynesian Spa 

ニュージーランドで最も有名なスパの一つである、ポリネシアン･スパは種類豊富で贅沢なスパとマッサージ･
セラピーが自慢です。ロトルア湖の素晴らしい景色の眺めとともに、4つの温泉プールで旅の疲れを癒してみ
てはいかがですか。 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 
 

 
 

ツアー番号：TRG-425 

スカイライン･スカイライド & リュージュ 
Skyline Skyride & Luge 

ツアー料金：AUD＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

リュージュに乗る方は、健康状態が良好で乗り物酔いがなく、背中や身体に支障のない方に限ります。また、妊娠中の方は参

加できません。衣服、長い髪、個人の持ち物が被害を受けたり紛失したりしないようご注意ください。グループで競争したり、ぶ

つけたり、スリップさせるなどの行為は禁止されています。乗車前にご利用方法と安全に関する説明が行われます。昼食は各

自となりますが、スカイライン･スカイライズ･ゴンドラ･ケーブルウェイで購入できます。 

（参加可能年齢：6歳以上  身長：106センチ以上） 

 
 

新設定 
ツアー番号：TRG-500 

カイツナ川・ラフティング・アドベンチャー 
Kaituna River Rafting Adventure 

ツアー料金：AUD＄189.95～ （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 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは激しいので、健康状態が良好で体力に自信があり、泳げる方が参加条件となります。水着を着て、タオルをお持

ちの上ご参加ください。カイツナ川はレベル５の滝を下るカヤックツアーです。 

（参加可能年齢：13歳以上  体重：年齢に関係なく 18キロ以上） 
 
 
 
ツアー番号：TRG-745 

ロトイティ湖のカヤック & 地熱プール 
Lake Rotoiti Kayak & Thermal Pool 

ツアー料金：AUD＄205.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

  

 
＜注意事項＞ 

身長や体重の制限はありませんが、健康な方がご参加ください。 

カヤックの経験は問いませんが、2 時間ほどパドルを漕ぎ、時には激しく吹きつける風の中でも進みますので、かなりの体力と

運動能力を必要とします。運動量が非常に多いので、身体能力に自信のない方には適しておりません。悪天候の場合は、安

全性、快適さを考慮の上、ロトイティ湖に代わりワイトモケーブ以外の他の場所を訪れます。 

服の下に水着を着てご参加の上、タオル、日焼け止め、帽子、サングラス、着替えをお持ちください。カヤックには短パンをお

勧めします。ジーンズは不向きです。二人乗りカヤックを使用します。 

（参加可能年齢：8歳以上） 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 
 

 

プレミアム 
ツアー番号：TRG-150 

ロトルア & ポリネシアンスパ体験 
Rotorua & Polynesian Spa Experience 

ツアー料金：AUD＄389.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ③⑧ / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ポリネシアンスパでは温泉施設への入場料のみ含まれます。ツアーの行程を変更する場合があります。 

 

 

ツアー番号：TRG-100 

地域体験：テ･プイア地熱保護区、マオリ芸術 & アグロドーム 
Local Connections: Te Puia Thermal Reserve, Maori Arts & Agrodome 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ③⑦ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

地熱保護区では約 600 メートルの歩行路を歩きます。地熱地区全体では、硫化水素の臭いが充満しています。 

写真撮影が禁止されている場所もあります。適切な服装でご参加ください。 

 
 

人気 

ツアー番号：TRG-105 

ワイオタプ渓谷 & レインボー･スプリングス 
Wai-o-tapu Valley & Rainbow Springs 

ツアー料金：AUD＄249.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

地熱地区全体では、硫化水素の臭いが充満しています。写真撮影が禁止されている場所もあります。マオリ族の儀式中は帽

子を取っていただくかもしれません。履き慣れた靴でご参加ください。 
  
 
 

リピーター向け 

ツアー番号：TRG-110 

ワイマング火山渓谷 & レインボー･スプリングス 
Waimangu Volcanic Valley & Rainbow Springs 

ツアー料金：AUD＄319.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ④ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

地熱地区全体では、硫化水素の臭いが充満しています。履き慣れた靴でご参加ください。ワイマング火山渓谷の中には、およ

そ 60段の階段の上り下りがあります。 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 

 

 
 

新設定 
ツアー番号：TRG-130 

ワイヒ・ゴールド・ディスカバリー体験 
Waihi Gold Discovery Exoerience 

ツアー料金：AUD＄239.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 7時間 15分 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 

ツアー番号：TRG-155  

ディスカバリー特選：潮の満ち干き 
A Discovery Exclusive - The Tides of Change 

ツアー料金：AUD＄289.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

ツアーの行程は変更になる場合があります。 

 
 

ツアー番号：TRG-200  

マオリ文化・ハイライト 
Maori Cultural Highlights 

ツアー料金：AUD＄139.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

ツアーの行程は変更になる場合があります。 

写真撮影が禁止されている場所もあります。マオリ族の儀式中は帽子を取っていただくかもしれません。 
 
 
ツアー番号：TRG-210 

タウランガドライブ、 エルムス･ミッション･ステーション & キウイ・カントリー 
Tauranga Drive, Elms Mission Station & Kiwi Country 

ツアー料金：AUD＄139.95～ （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＞ 

エルムス･ミッション･ステーション内は写真撮影が禁止されている場所もあります。ツアーの行程は変更になる場合がありま

す。 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 
 
 
 

 

ツアー番号：TRG-230 

地獄の入り口 & ロトルア・ハイライト 
Hell’s Gate & Rotorua Highlights 
ツアー料金：AUD＄259.95～ （子供料金：なし） 
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 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 

ハンギ料理にはチキン、ラム、ポテト、サツマイモ、とうもろこし、ガーリックパンがついてきます。肉と野菜を一緒に調理します

のでベジタリアンの方は、ベジタリアン用の料理を別途ご注文ください。ご乗船後、なるべく早くショアエクスカーションにてご注

文ください。地熱地域ではおよそ45分から1時間の滞在を予定しております。車椅子ご利用の方及び、背中に支障のある方は

参加をおすすめできません。 

 
 

 

新設定 

ツアー番号：TRG-385 

マウアオ徒歩ツアー 
Guided Walking Tour of Mauao 
ツアー料金：AUD＄65.95～ （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 

中 
 

 

 
 

ツアー番号：TRG-900 
専用車で回る終日タウランガ観光 バンクラス (ドライバー・ガイド付き) 
Tauranga by Private Vehicle-Van Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1255.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
 

 
 
 
ツアー番号：TRG-905 
専用車で回る終日タウランガ観光 乗用車クラス (ドライバー・ガイド付き) 
Tauranga by Private Vehicle-Car Class Full Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：AUD＄1125.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 
 
 

 

ツアー番号：TRG-910 
専用車で回る半日タウランガ観光 バンクラス (ドライバー・ガイド付き) 
Tauranga by Private Vehicle-Van Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄629.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
 

 
 

ツアー番号：TRG-915 
専用車で回る半日タウランガ観光 乗用車クラス (ドライバー・ガイド付き) 
Tauranga by Private Vehicle-Car Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄565.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
 

 

 
ツアー番号：TRG-101 

地域体験：テ･プイア地熱保護区、マオリ芸術 & アグロドーム（車椅子対応） 
Local Connections: 

 Te Puia Thermal Reserve, Maori Arts & Agrodome (Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ③⑦ / 車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

TRG-100 と同じ内容のツアーです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアーへは車椅子をご使用にな

っている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者1名だけが優先されま

す。1名以上の同伴者の方はTRG-100で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の

情報がない場合、このツアーはお申込いただけません。 

車椅子の最大幅は 70センチ、リフトは総重量 250キロまで対応できます。 

セーターをお持ちください。地熱保護区では約 600 メートルの歩行路があります。地熱地区全体では、硫化水素の臭いが充満

しています。写真撮影が禁止されている場所もあります。適切な服装でご参加ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 



36 

タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 
 
 

 

ツアー番号：TRG-220 

ベイ・オブ・プレンティ ～豊かな土地と豊かな文化  
Glorious Bay of Plenty: Rich Land, Rich Culture 

ツアー料金：AUD＄159.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 
 

 

   
ツアー番号：TRG-225 

ホビット映画ロケ地 
Hobbiton Movie Set 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （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 

中 

 

 
 
＜注意事項＞ 

船からホビット映画舞台までは片道約 60分のドライブです。 

 
 

人気 

ツアー番号 TRG-295 

タマキ･マオリ村 
Tamaki Maori Village 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

船からタマキ･マオリ村までは片道約 90分のドライブです。タマキ･マオリ村では写真とビデオ撮影が可能です。 

 
 

人気 

ツアー番号：TRG-300 

地域体験：タウランガの味 
Local Connections: Tastes of Tauranga 

ツアー料金：AUD＄169.95～ （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 

中 
 

 

 
 

ツアー番号：TRG-440 

自転車で回るロトルア地区地熱探査 
Rotorua Geothermal Exploration by Bicycle 

ツアー料金：AUD＄239.95～ （子供料金有：12歳以下） 
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 

高 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 
 
 

 

ツアー番号：TRG-800 

陸路グレートバリア島へ（2人部屋使用） 
Great Barrier Island Overland (Double Occupancy) 

ツアー料金：AUD＄1,999.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 50時間 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

予約後及びウェイティング登録後、クルーズの 30 日前を過ぎてからのキャンセルには払い戻しは出来ません。クルーズの 30

日前を過ぎてキャンセルされた予約(Cruise Personalizerでキャンセルした場合など)はいかなる場合でも、船内精算書にキャン

セル料が請求されます。ウェイティング中のご予約は申し込み受付順に予約確定され、同じキャンセル条項が適用されます。

ウェイティング中のお客様はキャンセル料を避けるため、30 日前を過ぎたらウェイティングをキャンセルすることをおすすめしま

す。 

 

最終のホテルやフライトの詳細はツアーの出発前に案内されますので、クルーズの 30日前までにご予約ください。 

渋滞を避けてのツアー行程になりますので、行程は変更になる場合がります。記載の時間や飛行情報はおおよそのものとなり

ます。参照用として載せていますので、変更される可能性があります。 

 

＜ツアーに含まれるもの＞ 

･明記された観光およびガイド代 

･交通機関 

･ホテル宿泊代および明記された食事代 

グレートバリア島は夏は人気が高いため、宿泊地は変更になる可能性があります。 

・航空運賃：タウランガ～グレートバリア島～オークランドの国内線 

重要：グレートバリア島への往路、復路の飛行は、天候によります。 

荷物の重さ制限はお一人様 15キロです。ニュージーランドに到着する 30日前までに全額をお支払いいただきます。 

＜ツアーに含まれないもの＞ 

・旅程で明記されていないお食事 

・ランチのお飲み物 

・旅程で明記されていない観光。オプショナル観光 

･ランドリーや電話代などの個人的な費用 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 

 

 
 

ツアー番号：TRG-801 

陸路グレートバリア島へ（1人部屋使用） 
Great Barrier Island Overland (Single Occupancy) 
ツアー料金：AUD＄2,250.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 50時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

予約後及びウェイティング登録後、クルーズの 30日前を過ぎてからのキャンセルには払い戻し出しは来ません。クルーズの 30

日前を過ぎてキャンセルされた予約(Cruise Personalizerでキャンセルした場合など)はいかなる場合でも、船内精算書にキャン

セル料が請求されます。ウェイティング中のご予約は申し込み受付順に予約確定され、同じキャンセル条項が適用されます。

ウェイティング中のお客様はキャンセル料を避けるため、30 日前を過ぎたらウェイティングをキャンセルすることをおすすめしま

す。 

 

最終のホテルやフライトの詳細はツアーの出発前に案内されますので、クルーズの 30日前までにご予約ください。 

渋滞を避けてのツアー行程になりますので、行程は変更になる場合がります。記載の時間や飛行情報はおおよそのものとなり

ます。参照用として載せていますので、変更される可能性があります。 

 

＜ツアーに含まれるもの＞ 

･明記された観光およびガイド代 

･交通機関 

･ホテル宿泊代および明記された食事代 

グレートバリア島は夏は人気が高いため、宿泊地は変更になる可能性があります。 

・航空運賃：タウランガ～グレートバリア島～オークランドの国内線 

重要：グレートバリア島への往路、復路の飛行は、天候によります。 

荷物の重さ制限はお一人様 15キロです。ニュージーランドに到着する 30日前までに全額をお支払いいただきます。 

＜ツアーに含まれないもの＞ 

・旅程で明記されていないお食事 

・ランチのお飲み物 

・旅程で明記されていない観光。オプショナル観光 

･ランドリーや電話代などの個人的な費用 
 

 
  

新設定 

ツアー番号：TRG-980 

地域体験：タウェラ・タポイ 伝統の味 
Local Connections: Tawera Tapoi – The Flavour that Remains 

ツアー料金：AUD＄425.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

（参加可能年齢：12歳以上） 
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オークランド ニュージーランド 

Auckland, New Zealand 
 
ニュージーランドの元首都であるオークランドは、60 もの異なる火山によって造られた狭い地峡をまたいでいま
す。景色の美しさは当然のことながら、歴史的重要文化財、国際色豊かなお店、レストラン、博物館、ギャラリ
ー、庭園が集まる町です。オークランド最大で最も新しい火山ランギトトは、岸から直ぐのところに堂々とそびえ
立っています。マウント･イーデンやかつてマオリ族が防塁を築いたワン･ツリー･ヒルからオークランドの町を見
下ろせます。ニュージーランドにあるワイン地区の中でも上質なワインを製造する地帯が、オークランドの北部
に広がっています。オークランドは 1841年から 1865年までニュージーランドの首都でしたが、現在その座はウ
ェリントンに移っています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  オークランド博物館 Auckland Museums 

ニュージーランドの中でも有数な３つの博物館がこの地の、他にはあまりないありのままの文化を展示して
います。海洋博物館には海事関連の展示物、戦争記念館には先住民の起源、美術館では視覚に訴えてくる
ものが沢山展示されています。 

 

○2  オークランド･ハーバー･ブリッジ Auckland Harbour and Bridge 

オークランドの象徴であるハーバーブリッジは、色とりどりのヨットが停泊する、キラキラと輝くワイテマタ港に
掛かっています。オークランドの絶景、ランギトト島、デヴォンポートとワイタケレ山脈が橋の頂上から一望で
きます。 

 

○3  オークランド諸島 Islands 

様々な島が点在する絵にかいたように素敵なこのエリアは、観光やアウトドア・アクティビティで賑わっていま
す。 

 

○4 ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館 Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium 

有名なニュージーランドの海洋学者ケリー･タールトンによって造られたワールドクラスの水族館です。水中ト
ンネルが有名で、体験型展示物や観察パネルも設置され、ニュージーランド太平洋の海洋歴史のユニーク
な面を知ることができます。 

 

○5  火山 Volcano 

 

○6  スカイ･タワー Sky Tower 

ニュージーランドおよび南半球で最も高い、328 メートルの高さを誇る建造物です。透明なエレベーターに乗
って、ガラス張りの床の展望デッキへ。そこには素晴らしい大パノラマの景色が広がっています。また 360 度
見渡せる回転レストランなどもあります。 

 

○7  ワイトモ洞窟 Waitomo Grotto 

歴史的、地質学的に重要な地下洞窟であるツチボタルの洞窟を静かにセイリング。小さなリン光を発 
するツチボタルがオーナメントのように石灰石の洞穴で光っています。 

 

○8  田園地方/ワイナリー Countryside/Wineries 

絵画から抜け出したような田園地帯へ出かけてみませんか。リースリング、ソーヴィニョンブラン、ピノノワー
ルなどで賞賛されているニュージーランドの最高級ワイナリーが待っています。ブドウ園のガイド付きツアー
やワインの試飲も楽しめます。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 

 
 

ツアー番号：AKL-400 

オークランド・ハーバー・ブリッジを上る 
Auckland Bridge Climb 

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ② / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアー参加者は、健康状態の良い方に限らせていただきます。つま先を覆われた靴でご参加ください。カメラ、携帯電話は

橋に持ち込めません。ぶかぶかの服を着用している場合も、橋に上れませんのでご注意ください。ロッカーがございます。写真

を買うための現金をお持ちください。 

専用スーツとレインコートの貸し出しがあります。 

（参加可能年齢：7歳以上、身長制限：120ｃｍ以上、体重制限：36kg 以上 149ｋｇ以下） 

 
 

ツアー番号：AKL-405 

ジップライン アドベンチャー 
Zipline Adventure 

ツアー料金：AUD＄169.00～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定：  ③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 
＜注意事項＞ 

日よけの帽子、日焼け止めをお持ちになり、靴ひも付き、バックル付き又はつま先が閉じた靴を着用ください。ゴムぞうり（ビー

チサンダル）はお勧めしません。 

カメラは首に掛けられる紐付きに限り持参いただけます。エコジップ社スタッフが撮影したお写真を購入することが出来ます。 

（参加可能年齢：8歳以上、体重制限：30kg以上 124kg以下） 

 
 

新設定 

ツアー番号：AKL-415 

オークランド海岸通りサイクリングツアー 
Auckland Watefront Cycling Tour 
ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：4時間 
 

下車予定： ② / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

カメラ、日焼け止め、サングラス、現地通貨をお持ちください。つま先の覆われた靴（ウォーキングシューズなど）、ツアーに適し

た服装でご参加ください。 

 

注意：ご自身の健康レベル、病気のことなどをよく考慮の上、ツアー参加をお決めください。首、背中、膝、肩に怪我があり、喘

息、糖尿病、てんかんや心臓病、呼吸病などの持病、他内科疾患をお持ちの方は、細かい注意事項をよく確認のうえ、ツアー

をお選びください。特に健脚レベルが“強”のツアーはお気を付けください。心配な方は、ツアーに参加する前にかかりつけの

医師にご相談ください。 

運動制限のある方、身体・心臓に持病をお持ちの方、妊婦の方は、このツアーに適しておりません。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 

 
 

ツアー番号：AKL-500 

アメリカズ・カップ・ヨット 
America’s Cup 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 30分 
 

下車予定：  / 車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

船からアメリカズ・カップのヨット乗り場まで約 457mの距離を歩きます。 

（参加可能年齢：10歳以上） 

 
 

ツアー番号：AKL-505 

オークランド ジェットボート 
Auckland Jet Boat  

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約１時間半 
 

下車予定： / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

濡れる場合もありますが、フード付きの大きいポンチョとサングラスが貸し出されます。荷物はロッカーに入れます。 

 
 

新設定 

ツアー番号：AKL-610 

ニュージーランド・キャニオニング・アドベンチャー 
Kiwi Canyoning Adventure 

ツアー料金：AUD＄259.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

高い運動能力及び身体能力が要求されます。余分にもう一足スニーカーをお持ちください。濡れる可能性があります。狭谷に

辿り着くのに約 30分急な山道を登ります。続いて 90分、狭谷に沿って滑りやすい河敷を歩きます。 

（参加可能年齢：12歳以上） 

 

 

リピーター向け 

ツアー番号：AKL-105 
ワイトモ･ツチボタル洞窟 

Waitomo Glow Worm Grotto 
ツアー料金：AUD＄249.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

＜注意事項＞ 

ワイトモ ツチボタル洞窟は、車椅子ご利用の方や閉所恐怖症の方は訪問できません。 

入り口で約 100段、出口で約 50 段の簡単な階段があります。内部の歩道は舗装されております。 

歩きやすい靴を履き、地下は冷えるため暖かい上着をお持ちください。 

洞窟内での写真撮影は固く禁止されております。フラッシュなしでの撮影もビデオ撮影も同様です。 

ワイトモ・ツチボタル洞窟までは片道約 3時間です。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：AKL-999 
少人数でのワイトモ･ツチボタル洞窟 

Waitomo Glow Worm Grotto for Small Groups  

ツアー料金：AUD＄279.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：    

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

ワイトモ ツチボタル洞窟は、車椅子ご利用の方や閉所恐怖症の方は訪問できません。 

入り口で約 100段、出口で約 50 段の簡単な階段があります。内部の歩道は舗装されております。 

歩きやすく滑りにくい靴を履き、地下は冷えるため暖かい上着をお持ちください。 

洞窟内での写真撮影は固く禁止されております。フラッシュなしでの撮影もビデオ撮影も同様です。 

ワイトモ・ツチボタル洞窟までは片道約 3時間です。 

 

 

ツアー番号：AKL-150 

ディスカバリー特選： ルアクリ洞窟 
Discovery Exclusive: Ruakuri Caves 

ツアー料金：AUD＄299.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

  

＜注意事項＞ 

歩きやすく滑りにくい靴を履き、地下は冷えるため暖かい上着をお持ちください。 

ワイトモ・ツチボタル洞窟までは片道約 3時間です。 

ツアーの行程は変更になる場合があります。（参加可能年齢：4歳以上） 
  
 
人気 

ツアー番号：AKL-200 

地域体験：市内ドライブ & オークランド博物館 

Local Connections: City Drive & Auckland Museum  
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： ① / 車窓予定：  ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

オークランド博物館は、800 メートルほどの徒歩観光です。博物館内で撮影した写真は、個人的な使用のみ許可されていま

す。三脚はご利用いただけません。セキュリティ上の理由により、リュックサックや大きな手荷物は、博物館内に持ち込めませ

ん。プリンセスのお客様に特別に早く開館していただけるのは、午前 8:30までに港に到着した場合に限ります。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 
 
 
 
人気 

ツアー番号：AKL-201 

オークランド・ハイライト & オークランド博物館（車椅子対応） 
Auckland Highlights with Museum (Wheelchair Accessible)  
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： ① / 車窓予定：  ② 

健脚レベル その他 

低 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容はAKL-200と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアーへは、車椅子を

ご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者 1 名だけ

が優先されます。1 名以上の同伴者の方は AKL-200 で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に

車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込みいただけませんのでご注意ください。 

車椅子の最大幅は60センチ、リフトは総重量が350キロまで対応できます。ツアーの行程は変更の可能性がございます。オー

クランド博物館は、800 メートルほどの徒歩観光です。博物館内で撮影した写真は、個人的な使用のみ許可されています。三

脚はご利用いただけません。セキュリティ上の理由により、リュックサックや大きな手荷物は、博物館内に持ち込めません。プリ

ンセスのお客様に特別に早く開館していただけるのは、午前 8:30 までに港に到着した場合に限ります。 

 
 
ツアー番号：AKL-210 

ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館 & スカイ･タワー 
Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium & Sky Tower  

ツアー料金：AUD＄119.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館のエントランスまでは、91 メートルほど歩き、出口には 15段の階段があります。 

スカイ･シティー･ホテルの入り口からスカイ･タワーのエレベーターまで 290 メートルほど歩きます。 

ケリー･タールトンの海底トンネルならびに南極探検ワールドでの写真撮影は、フラッシュの使用が禁止されています。 

水族館内にガイドは付きません。 
 

 
 
ツアー番号：AKL-215 

デヴォンポート村 & オークランド北海岸 
Devonport Village & Auckland’s North Shore 

ツアー料金：AUD＄109.95～ （子供料金：なし） 
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 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ビクトリア山のマオリの要塞「パ」には建築物は残っておりません。 

このツアーでは往路はバス、復路はフェリーとなります。ダウンタウンのフェリーターミナルから船の桟橋までは約 150 メートル

です。 

デヴォンポートの店は祝日には閉まることがあります。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 

 
 

人気 新設定 

ツアー番号：AKL-220 

岸から岸へ 
Coast to Coast 
ツアー料金：AUD＄149.95～ （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 

中 

 

 

 

 

 
 
ツアー番号：AKL-240 

地域体験：国立海洋博物館 & ハーバー・クルーズ 

Local Connections: National Maritime Museum & Harbour Cruise 

ツアー料金：AUD＄109.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスの中はドライバーガイドがご案内します。船の桟橋まではおよそ 5分の徒歩となります。 

クルーズ船の乗降口に 4段の階段の上り下りがございます。トイレは船内にない場合があります。 

 
 

ツアー番号：AKL-285 

オークランド・ハイライト 
Auckland City Highlights 

ツアー料金：AUD＄59.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1時間半 
 

下車予定： ② / 車窓予定：  ⑥  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

バスの乗降口に 4段の階段の上り下りがございます。 

 
 
ツアー番号：AKL-295 

市内ドライブ & 博物館でのマオリ・パフォーマンス 

City Drive & Maori Performance at Museum  
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： ① / 車窓予定：  ②  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスの中はドライバーガイドがご案内します。 

博物館内で撮影した写真は、個人的な使用のみ許可されています。三脚はご利用いただけません。 

セキュリティ上の理由により、リュックサックや大きな手荷物は、博物館内に持ち込めません。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 

 
 
リピーター向け 

ツアー番号：AKL-410 

ピハ・ブッシュ & ビーチエコツアー 
Piha Bush & Beach Eco Tour 
ツアー料金：AUD＄189.95～ （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 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

このツアーでは平らでない場所を広範囲にわたって歩きます。運動に制限のある方にはお勧めしません。 

履き慣れた歩きやすい靴またはハイキングシューズ、防水ジャケットをご用意下さい。 

 
 
ツアー番号：AKL-510 

オークランドダックツアー（水陸両用バス） 
Auckland Duck Tour 
ツアー料金：AUD＄95.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1時間 
 

下車予定： ② / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

10歳以下のお子様は大人の同伴が必要です。 

 
 

ツアー番号：AKL-900 

専用車で回る終日オークランド観光 バンクラス (ドライバー・ガイド付き) 
Auckland by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：AUD＄1599.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は冷暖房設備付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 

 
 
ツアー番号：AKL-905 

専用車で回る終日オークランド観光 乗用車クラス(ドライバー・ガイド付き) 
Auckland by Private Vehicle-Car Class Full Day(With Driver/Guide) 
ツアー料金：AUD＄1399.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は冷暖房設備付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 

ツアー番号：AKL-910 
専用車で回る半日オークランド観光 バンクラス (ドライバー・ガイド付き) 
Auckland by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄749.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は冷暖房設備付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 

ツアー番号：AKL-915 

専用車で回る半日オークランド観光 乗用車クラス (ドライバー・ガイド付き) 
Auckland by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：AUD＄649.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は冷暖房設備付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 
 
 

 

新設定 

ツアー番号：AKL-980 

地域体験：田舎で野外グルメ 
Local Connections: A Gourmet’s World 

ツアー料金：AUD＄225.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは祝日は催行されません。 

（参加可能年齢：18歳以上） 
 
 

 

新設定 

ツアー番号：AKL-990 

地域体験：シティ・ハイライト & アイスクリームの楽しみ 
Local Connections: City Highlights & Ice cream Delights 

ツアー料金：AUD＄135.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ② / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 

 
リピーター向け 

ツアー番号：AKL-305 

地域体験：オークランドワインの軌跡 & テイスティング 
Local Connections: Auckland Wine Trail & Tastings 

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： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ワインの試飲には 18 歳以上のお客様に限ります。ワイナリー見学不可能の時期は他の訪問箇所に変わることがあります。ど

のワイナリーでもワインを購入いただけます。現金またはクレジットカードをお持ち下さい。なお、現地で購入いただいたワイン

は乗下船口で一旦お預かりし、下船前日にお渡しします。 

出発前にお食事を済ませておくことをおすすめします。 

 
 

ツアー番号：AKL-350 

ワイへケ島 & ワイナリー 
Waiheke Island & Wineries 

ツアー料金：AUD＄164.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間 45分 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

オークランドフェリーターミナルと船の間は約 150 メートルの徒歩となります。フェリー内ではスナックを購入いただけます。 

ワインの試飲は 18歳以上のお客様に限ります。現金またはクレジットカードをお持ち下さい。 

現地で購入いただいたワインは乗下船口で一旦お預かりし、下船前日にお渡しします。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 
 
 
 

 

ツアー番号：AKL-985 

地域体験：オークランドを食べて、しゃべって、食べる旅 
Local Connections: Walk, Talk,, Eat Auckland 

ツアー料金：AUD＄135.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

徒歩ツアーになりますので、運動制限のある方は参加をお控えください。そこが平らな靴を履き、その日の天候にあった服装で

ご参加ください。このツアーは祝日は催行されません。 
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ベイ・オブ・アイランズ ニュージーランド 

Bay of Islands, New Zealand 
 
ベイ・オブ・アイランズは海と空の広大な景色が広がるだけではありません。ビーチ、ボート、ウォータースポー
ツだけにもとどまりません。ここはニュージーランド近代国家誕生の地なのです。ワイタンギ条約が締結され英
国のルールが制定され、原住民のマオリ族とイギリス人が同等の地位であることが認められました。伝説とミス
テリーに溢れたベイ・オブ・アイランズは、マオリ族、捕鯨員、布教者、初期入植者と古くから繋がりがあり、絆で結ば
れています。何世紀にも渡って、素晴らしい探検家がここを訪れました。10 世紀にクぺというポリネシア人の冒
険家が来たのだとマオリ族の人は言います。クック船長は 1769年沖合に到着し、続いて盗賊、商人、入植者や
布教者など種々雑多な人たちがこの地にやってきました。 
 
注意：ベイ・オブ・アイランズは沖止めとなる港です。テンダーボートで岸まで移動していただきます。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  ワイタンギ・トリティ・グラウンド Waitangi Treaty Grounds 

1840 年、マオリ族とイギリス王権の間で交わされた条約です。この威厳ある歴史的な地から、ベイ・オブ・ア
イランズの景色をお楽しみいただけます。 

 

○2  ケリケリ・ミッション・ステーション Kerikeri Mission Station 

ケンプハウス、ミッションステーションとして有名な、カウリ材でできたニュージーランド最古の建物で 1822 年
に完成しました。以前は交易所として使用されていたニュージーランド最古の石造建造物であるストーンスト
アのそばに位置しています。 

 

○3  湾クルージング Bay Cruise 

太陽に向かってカタマラン船でクルーズの出発です。風と波で岩が削られてできた穴の中をくぐっていきま
す。 

 

○4  古代の森 Ancient Forest 

 

○5  グローワーム洞窟 Glow-worm Caves 

カウティケーブツアーは、有名なマオリ族の長カウティのひ孫であるテ・タワイ・カウティが 1950年代に始めま
した。ラインストーンのように洞窟はキラキラ光っています。鍾乳石や石筍でできている洞窟内部の表面に何
千何万ものグローワームが広がっていることで、このような現象が起きています。 

 

○6  アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures 

美しい水に囲まれてするカヤック、カヌーなどのアウトドア・アクティビティは、ベイ・オブ・アイランズでのとて
つもなく素晴らしい体験となることでしょう。 

 

○7  文化体験 Cultural Experience 

ベイ・オブ・アイランズにおける先住民族、マオリ族の歴史、伝統、現代の生活の様子を学んでみませんか。
マラエ生活（マオリ族の集会所）、ワカカヌー（マオリ族のカヌー）がマオリ族の子孫によって蘇り、体験するこ
とが可能となりました。 

 

○8 バトラー・ポイント捕鯨博物館 Butler Point Whaling Museum 
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ベイ・オブ・アイランズ ニュージーランド Bay of Islands, New Zealand 

 
 
 

 

人気  新設定 

ツアー番号：BI1-440 

ベイ・オブ・アイランズ サイクリングツアー 
Bay of Islands Cycling Tour 

ツアー料金：AUD＄175.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：BI1-515 

パイヒアでパラセーリング 
Paihia Parasail 

ツアー料金：AUD＄149.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1時間 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

そこが平らな靴を履き、当日の天候に適した服装でご参加ください。帽子、SPF800 以上の日焼け止め、水をお持ちください。タ

ンデムスカイダイビングでは、総重量 226キロまでと設定されています。もし上空にカメラをお持ちになりたい場合は、ストラップ

付きの物をご用意ください。別途料金でお写真をご購入いただけます。 
 

 

新設定 

ツアー番号：BI1-520 

ボート & パドルボード 
Boat Ride and Paddle Boarding 
ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 

ツアー番号：BI1-745 

ハルル滝でカヤック 
Haruru Falls Kayaking 

ツアー料金：AUD＄105.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

  

 
＜注意事項＞ 

健康状態が良好で、オールをこげる方が参加条件となります。カヤックの経験は問いません。用具一式お貸出しいたします。

濡れる可能性がありますのでサンダル、それを考慮した服装でご参加ください。水、虫よけ、日焼け止め、帽子、サングラス、カ

メラをお持ちください。カメラを守るための防水ポーチはお買い求めいただくか、お貸し出しできます。 

着席での一人乗り、もしくは二人乗りのカヤックが使用されます。往路はカヤックで、復路はバスでワイタンギに向かいます。 

（参加可能年齢：3歳以上  体重制限：125キロ） 
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ベイ・オブ・アイランズ ニュージーランド Bay of Islands, New Zealand 
 
 

 

ツアー番号：BI1-750 

伝統的なマオリ族のワカ・カヌー 
Traditional Maori Waka Canoe 

ツアー料金：AUD＄125.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ⑥⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

健康状態が良好で、オールをこげる方が参加条件となります。濡れる可能性がありますのでサンダルでご参加ください。虫よ

け、日焼け止め、帽子、サングラス、カメラをお持ちください。（参加可能年齢：6歳以上  体重制限：100キロ） 

 
 
 

 

ツアー番号：BI1-115 

地域体験：ワイタンギ文化体験 － 全ての始まりの場所 
Local Connections: Waitangi Cultural Experience – Where It All Begin 
ツアー料金：AUD＄299.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 7時間 15分 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
 

ツアー番号：BI1-205 

ケリケリ、 マオリ族集会所 & プケティ・カウリの森 
Kerikeri, Maori Meetinghouse & Puketi Kauri Forest 

ツアー料金：AUD＄125.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定： ②⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

集会所内での写真及びビデオ撮影は禁止されています。 
 

 

ツアー番号：BI1-210 

ワイタンギ & ケリケリ 
Waitangi & Kerikeri 

ツアー料金：AUD＄115.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ①② / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

ツアーの行程は変更になる場合があります。ワイタンギ・トリティ・グラウンドではガイドは付きません。 

 
 

ツアー番号：BI1-215 

グローワーム洞窟 & プケティ・カウリの森 
Glow Worm Cave & Puketi Kauri Forest 
ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーではかなりの距離を歩きます。履きなれた靴でご参加ください。グローワーム洞窟では約 150 歩の道のりを歩きま

す。閉所恐怖症の方にはこのツアーは適しません。洞窟内での写真及びビデオ撮影は禁止されています。 

 
 
 



52 

ベイ・オブ・アイランズ ニュージーランド Bay of Islands, New Zealand 
 
 
 

 

新設定 

ツアー番号：BI1-220 

バトラー・ポイント捕鯨博物館 & 庭園 
Butler Point Whaling Museum & Gardens 

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

プケティの森は遊歩道のため、大体が平坦な道です。 

 
 

新設定 

ツアー番号：BI1-235 

ラッセル観光 
Discover Russell 

ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：BI1-380 

ワイタンギ 徒歩ツアー 
Waitangi Walking Tour 

ツアー料金：AUD＄75.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

このツアーでは約 1時間半、舗装された道や芝生の上をゆっくり歩きます。途中ほどよく坂道があります。 
 

 

人気 

ツアー番号：BI1-500 

ベイ・オブ・アイランズ・クルーズ & “ホール・イン・ザ・ロック“ 
Bay of Islands Cruise & “Hole in the Rock” 

ツアー料金：AUD＄145.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

イルカを始め、海洋生物は通常よく見られますが、必ずしも見られるとは限りません。ホール・イン・ザ・ロックへのクルーズは

海上及び天候状態によります。その場合は湾内のみのクルーズになりますのでご了承ください。モーターのカタマラン船の室

内は快適で、オープンデッキには席をご用意しております。トイレは設置されております。飲み物、スナックも購入いただけま

す。 
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ベイ・オブ・アイランズ ニュージーランド Bay of Islands, New Zealand 
 
 
 

 

ツアー番号：BI1-505 

ライトタックル釣り 
Light Tackle Fishing Trip 
ツアー料金：AUD＄165.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定：   / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

このツアーはボート 1台毎に最低人数を設けております。釣りのツアーですが、必ずしも釣れるとは限りません。ボートに適した

靴を履き、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。このツアーはサン・プリンセスのクルーズでのみ催行されます。 

 
 

ツアー番号：BI1-510 

島と洞窟冒険 
Island & Cave Adventure 

ツアー料金：AUD＄85.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

島で散歩したり泳いだりできる時間は、約 30分を予定しております。洋服の下に水着を着用し、タオル、日焼け止め、帽子をお

持ちください。背中・首に持病をお持ちの方には適しておりません。（参加可能年齢：2歳以上  体重制限：139キロ） 

 
 

ツアー番号：BI1-999 

小人数グループでの グローワーム洞窟 & プケティ・カウリの森  
Glow Worm Cave & Puketi Kauri Forest for Small Groups 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーではかなりの距離を歩きます。履きなれた靴でご参加ください。グローワーム洞窟では約 150 歩の道のりを歩きま

す。閉所恐怖症の方にはこのツアーは適しません。洞窟内での写真及びビデオ撮影は禁止されています。 

 
 
 
 
 

 

新設定 

ツアー番号：BI1-225 

ホキアンガ港 & カウリの森 
Hokianga Harbour & Kauri Forest 
ツアー料金：AUD＄209.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定： ④ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
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ベイ・オブ・アイランズ ニュージーランド Bay of Islands, New Zealand 
 
 
 

 

人気 新設定 

ツアー番号：BI1-240 

ラッセル のんびりランチクルーズ 
Relaxing Russell Lunch Cruise 

ツアー料金：AUD＄105.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

履きなれたウォーキングシューズを履き、当日の天候に適した服装でご参加ください。帽子、ジャケット、日焼け止めをお持ちく

ださい。バーで注文する場合のために現地通貨をお持ちください。 

 
  

新設定 

ツアー番号：BI1-980 

地域体験：北部の食ツアー 
Local Connections: The Delicious Gems of the North 

ツアー料金：AUD＄235.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

（参加可能年齢：18歳以上） 
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シドニー オーストラリア 

Sydney, Australia 
 
船がシドニー港に差しかかり、キラキラと光輝く地平線とともに、ここに暮らす船乗りさんからの歓迎を受けると、
ここが世界で最も美しい港だと言われている理由が分かるでしょう。シドニーを代表する二つの優美なランドマ
ーク、ハーバーブリッジとヨットの帆を模したオペラハウスを見ていると、シドニー港はさながら一枚の背景画の
ように思えてきます。 
シドニーは、国際都市の中心地であると同時に、何キロメートルにもわたる美しいビーチ、ブルー・マウンテンズ
と自然も広がるので、様々なアクティビティーをお楽しみいただけます 
オーストラリア国内最古で最大の街は 1788年、760人のイギリス人受刑者が到着したことから始まりました。現
在シドニーは南半球で最大の港であると同時に、南半球で最も人気のある旅行先によく選ばれます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  シドニー・オペラハウス Sydney Opera House 

近代建築の最高傑作であるこのオペラハウスは、シドニーひいてはオーストラリアのシンボルとなっています。
世界に誇るパフォーミング・アート・センターとしての評判を得てきたほか、世界遺産にも登録されています。 

 

○2  シドニー・ハーバー･ブリッジ Sydney Harbour Bridge 

シドニーのビジネスの中心地区とノース・シドニーを結び、地元の人々から「コート・ハンガー」の愛称で親しま
れているシドニー・ハーバー・ブリッジは、世界で最も橋梁が長くて高さのある鉄骨アーチの橋です。 

 

○3  ブルー・マウンテンズ The Blue Mountains 

かつてこの地域の砂岩でできた断崖絶壁は、通り抜ける事が出来ないと思われていました。しかし現在は、
西ニュー・サウス・ウェールズが誇る古代渓谷や生い茂った森、滝などへの主要な玄関口となっています。 

 

○4  フェザーデイル・ワイルドライフ・パーク Featherdale Wildlife Park 

オーストラリア固有の動物を保護しているオーストラリアで最も広い自然動物公園のです。シドニーの中心地
からも簡単に行く事ができ、たくさんの動物たちと実際に触れ合うことができます。 

 

○5  ボンダイビーチ Bondi Beach 

地元住人や観光客にとってここは、オーストラリアで最も人気のあるビーチのひとつです。１キロメートルほど
広がる砂浜では、毎年たくさんのお祭りやイベントなどが行われます。 

 

○6  マックォリーズ・チェアー MacQuairies Chair 

「レディ・マックォリーズ・チェアー」としても知られているこの名所は、かつての総督だったマックォリーが妻で
あるエリザベスのために岩を削って作られました。ここからは、シドニー・ハーバーの素晴らしい景色を眺め
る事ができます。 

 

○7  ロックス The Rocks 

砂岩の絶壁からその名が付いたこの地は、最初の流刑地として知られ、植民地時代からの多くの歴史があ
ります。現在では５つ星のホテルが建ち並び、レストラン、パブ、ショップ、ギャラリーやミュージアムなどがた
くさんあります。 

 

○8  エコー・ポイント Echo Point 

「グランドキャニオン」の巨大な岩の構造や、地質学の歴史、木で埋め尽くされた深い渓谷、滝などをお楽し
みください。世界的にも有名な奇岩である「スリーシスターズ」、ジェイミーソン・バレーやソリタリー山、すでに
廃墟となった城などを含め、パノラマのような景色をご覧ください。 
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シドニー オーストラリア Sydney, Australia 
 

 

 

世界遺産 

ツアー番号：SYD-960 

下船ツアー：壮大なブルー・マウンテンズ 
Debark Tour - Spectacular Blue Mountains 
ツアー料金：AUD＄219.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 45分 
 

下車予定： ③④ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 
 

＜注意事項＞ 

このツアーはシドニーで下船後、その日の午後 8 時以降の飛行機で出発するお客様、もしくはシドニーに滞在される方（クルー

ズプラス（ホテルパッケージ）をご利用の方含む）、または引き続き次のクルーズにご乗船される方がお申込みになれます。た

だし、クルーズプラス（ホテルパッケージ）の観光付きをご予約のお客様は、クルーズプラスのツアーにご参加いただくのでこの

ツアーはお申込みにならないようにご注意ください。 

フェザーデイル・ワイルドライフ・パークの森林警備隊員が動物を世話する際、動物に触ったり写真を撮ったりすることが出来ま

す。コアラと一緒に写真を撮ることも可能です。 

プリンセス・エアで飛行機チケットを取られる方は、下船ツアーに確実に参加できるようカスタマイズチケットをお取りください。

カスタマイズチケットでないお客様は飛行機によっては、下船ツアーに参加できない可能性があります。 

ブルー・マウンテンズからの帰路は 1時間半から 2時間ほどです。買い物のために現地通貨をお持ちください。 

定員はバス 2台までとなります。 
 

 

ツアー番号：SYD-985 

下船ツアー：市内ドライブ & ボンダイビーチ 
Debark Tour – City Drive & Bondi Beach 
ツアー料金：AUD＄54.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ①②⑥⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

このツアーはシドニーで下船後、その日の午後 4 時以降の飛行機で出発するお客様、もしくはシドニーに滞在される方（クルー

ズプラス（ホテルパッケージ）をご利用の方含む）、または引き続き次のクルーズにご乗船される方がお申込みになれます。た

だし、クルーズプラス（ホテルパッケージ）の観光付きをご予約のお客様は、クルーズプラスのツアーにご参加いただくのでこの

ツアーはお申込みにならないようにご注意ください。 

プリンセス・エアで飛行機チケットを取られる方は、下船ツアーに確実に参加できるようカスタマイズチケットをお取りください。

カスタマイズチケットでないお客様は飛行機によっては、下船ツアーに参加できない可能性があります。 

 

 

https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-910&portid=SYD&portdate=01112013
https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-920&portid=SYD&portdate=01112013


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



10 

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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