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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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プリンセス･ケイズ バハマ 
Princess Cays, Bahamas 
 
バハマ諸島のエルーセラ島にある最高の寄航港、プリンセス･ケイズにどうぞ！ここはプリンセス･クルーズのお
客様専用のプライベートビーチです。全長約 160 キロ、全幅 3.2 キロのエルーセラ島には手つかずの美しいビ
ーチが広がります。このプライベートリゾートは、島の最南部に位置し、総面積は 0.16平方キロメートル。およそ
800 メートルの白砂の海岸線が続きます。自然の宝庫をきちんと保護しながらも快適に過ごせる施設を整えて
います。見晴らし台からの島の景色、砂浜でのバーベキュー、冷えた飲み物、お店や地元の工芸品マーケット
でのショッピング。と、色々お楽しみいただけます。プリンセス･ケイズのすべての施設は遊歩道で繋がっていて、
レクリエーション･アクティビティーも豊富です。バレーボールや幅広く取り揃えたウォータースポーツで体を動か
したり、ビーチでのんびり過ごしたりと思い思いにお過ごしください。 
ご案内：シュノーケル用品、ボード、浮き輪、カヤック、ペダルボート、バナナボート、アクアチェアー（浮き具）、ビ
ーチクラムシェル（下記⑤）、バンガローなどは事前予約が可能です。レンタル用品およびウォータースポーツ
を含むプリンセス･ケイズでのすべてのツアーおよびアクティビティーは予約可能ですが、キャンセル締め切り
日時を過ぎてキャンセルされた場合、払い戻しは一切いたしません。船上の申込用紙に記載されている日時を
ご確認ください。 
テンダーボートを利用して上陸観光をする際、本船スタッフは乗下船時に出来る限りの補助をさせていただきま
すが、1 人で 22 キロを超えるものを運ぶことは許可されておりません。介助を必要とされる方は付き添いが必
要です。お客様の安全と安心を確保する為、上陸可否の判断はその都度船長により決定されます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ロック・サウンド Rock Sound 

透明なビーチ、きらめく青い海、素晴らしい景観と色鮮やかな建物で知られるロック・サウンドは、海賊、コウ
モリ、底知れぬほど深いオーシャン・ホールでも有名な町です。 

○2  プライベート・バンガロー Private & Sanctuary Bungalows 

エアコン付きバンガローでプライベートなひと時を満喫しましょう。ロマンチックな隠れ家としてでも、ご家族で
賑やかに過ごす場所としてでも最適なバンガローは、とても明るい色調でビーチのそばにあります。バンガロ
ーへの往復はトラムをご利用ください。 

○3  シュノーケリング Snorkeling 

バハマの手つかずの美しい海中に隠されている楽園を探検しましょう。 

○4  アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventure 

デューンバギー（砂地対応車）に乗ってピンク・サンドビーチまで、エルーセラ島の景色を眺めながら田舎道
をドライブに出かけてみませんか。またはレオン・レビー・ネイティブ・プラント保護区では、遊歩道を歩いたり、
美しい庭や野生の動植物を楽しんでもいいですね。 

○5   ビーチクラムシェル Beach Clamshell 

日よけ付きのチェア。その中は、2人だけのために作られたようなプライベート空間です。快適なビーチチェア
でのんびり過ごしながら砂浜でリラックスして、島の自然の美しさを体全体で吸い込んでください。 

○6  バナナボート Banana Boat Ride 

鮮やかな黄色のバナナボートにしっかりつかまって！エンジン全開のジェットスキーに引かれ、気づけばもう
あなたは猛スピードで海上を走りぬけています。全身ずぶ濡れになる、豪快でスリル満点な乗り物です。 

○7  フィッシング Fishing 

海にはたくさんの魚が生息しています。岩の多いプリンセス・ケイズの沖合いに出て、磯釣りで運だめしで
す。 

○8  ウォータースポーツ用品レンタル Water Sports Rental Activities 

日焼け止めをしっかり塗って、様々なビーチアクティビティーに挑戦です。カヤック、ウィンドサーフィン、シュノー
ケリング、ペダルボート、浮き輪、アクアチェアー、ホビーウェーブ（数人用簡易ヨット）など楽しみ方は色々です。 



2 

プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 

 

 
 

人気 

ツアー番号：RSD-100 

ロック・サウンド & エルーセラ島 景観ドライブ 
Rock Sound & Eleuthera Scenic Drive 

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

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ドリンクやお土産物購入のための現金をご持参ください。アメリカドルをご利用いただけます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
 

 

 
 
新設定 

ツアー番号：RSD-720 

アカエイとの触れ合い 
Stingray Beach Enocunter 
ツアー料金：$39.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1 時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞  

シュノーケリングべスト、ウォーターシューズ含め、シュノーケリング用品はこちらにて用意いたします。必ずご着用ください。 

（年齢制限：6 歳以上） 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：RSD-450 
自転車で回る島の旅 
Island Bike Adventure 
ツアー料金：$29.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1 時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはかなりの運動量ですので、参加される方は健康状態が良好な方に限ります。心臓、首、肩に異常のある方、妊娠

中の方はご参加いただけません。つま先の覆われた靴でご参加のうえ、帽子と日焼け止めをお持ちください。ツアー中、ヘルメ

ットをご着用いただきます。 

（年齢制限：12 歳以上） 
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プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 
 
 
 

ツアー番号：RSD-555 

デューンバギー（砂地対応車）で回る文化・遺跡ツアー（最大 2 名様まで） 
Dune Buggy Cultural Heritage Tour 

ツアー料金：$169.95～ （1 台分） 
所 要 時 間：約 1 時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

デューンバギー1 台単位でのお申込みになり、2 名乗りです。チケット 1 枚で 2 名様ご乗車いただけます。 

妊娠中の方、腰、首、心臓に異常のある方にはお勧めいたしません。 

バギーを運転される方は有効な運転免許の提示が必要で、かつ 21 歳以上 75 歳未満の方に限ります。10 歳以上のお子様が

参加可能ですが保護者の同伴が必要です。体重制限はお 1 人様 120 キロ以下です。2 名様の体重合計が制限値を超える場

合は 1 名しか乗られませんので、2 台申し込まれることをお勧めいたします。がたがた揺れるデコボコの道を通ります。汚れて

も良い軽装でご参加ください。 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

（年齢制限：10 歳以上 75 歳以下  体重制限： 120 キロ以下 ） 
 
 

ツアー番号：RSD-610 

プリンセス･ケイズ 沿岸クルーズ 
Princess Cays Coastal Cruise 

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

下車予定：  /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日焼け止めを塗ってご参加ください。 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
 

 
 

ツアー番号：RSD-615 

沿岸クルーズ &  

シュノーケリング用品とフロート（浮き具）レンタル（2 名様用） 
Coastal Cruise, Snorkel Equipment & Float (2 People) 

ツアー料金：$59.95～ 
所 要 時 間：終日 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

2 名様分の料金です。チケット１枚で 2 名様までご使用いただけます。ロッカーとフロート（浮き具）及びシュノーケリング用品

は、終日使用することができます。シュノーケリングは、ビーチで各々お楽しみください。クルージング中、シュノーケリングは行

いません。日焼け止めを塗ってご参加下ください。沿岸クルーズは 1：30PM に出発し、2：30PMに戻る予定です。 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 
 
 

 

ツアー番号：RSD-620 

グラスボトムボート・クルーズ 
Glass-Bottom Boat Cruise 

ツアー料金：$45.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

 
 

ツアー番号：RSD-745 

サーフフィッシング 
Surf Fishing 

ツアー料金：$29.95～（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＞ 

可能ならスピニングリールを使用したキャッチ･アンド･リリース方式を取ります。18歳未満の方は保護者の同伴が必要です。予

め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。衛生法規により、釣りあげた魚は船に持ち帰ることは出来ません。 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

 
 

リピーター向け 
 
ツアー番号：RSD-820 

プリンセス･ケイズでのシュノーケリング（経験者向け） 
Snorkeling at Princess Cays ( For experienced Snorkelers ) 

ツアー料金：$54.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1 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＞ 

シュノーケリングの講習がないため、経験者のみご参加いただけます。ボート後方の水中にある足場から海に出入りします。

泳げる方、頭から水をかぶっても良い方のみご参加ください。シュノーケリング用品とライフジャケットはこちらにて用意いたしま

す。必ずご着用ください。海洋生物はよく見られますが、必ず見られるとは限りません。 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

（年齢制限：12 歳以上） 
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プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 
 
 

 

新設定 

ツアー番号：RSD-880 
底が透明なカヤックで回るラグーン 
Lagoon Clear-Bottom Kayaking Adventure 
ツアー料金：$39.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1 時間 15 分 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはかなりの運動量ですので参加される方は健康状態が良好な方に限ります。心臓、首、肩に異常のある方、妊娠

中の方はご参加いただけません。泳げることが参加条件となります。ライフジャケットを必ずご着用いただきます。予め水着を

着用してのご参加をお勧めいたします。タオル、帽子、日焼け止めをお持ちください。自然界の生き物はよく見られますが、必

ず見られるとは限りません。 

（年齢制限：6 歳以上  体重制限：127 キロ） 
 
 

ツアー番号：RSD-900 
ロッカー レンタル 
Locker Rental 
レンタル料金：$9.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ロッカーは先着順となります。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

（大きさの目安  幅：30cm 奥行：45cm 高さ：180 cm） 
 

 

ツアー番号：RSD-950 

ビーチクラムシェル レンタル（最大 2名様まで） 
Beach Clamshell Rental (2 People Maximum) 

レンタル料金：$39.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

クラムシェル 1 台単位でのレンタルになります。必要なクラムシェルの台数をお申込みください。1 台で 2 名様まで使用でき、チ

ケット 1 枚で 2 名様が使用可能です。クラムシェルは先着順でお好きな場所に設置ください。椅子 2 台がついてきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

  
ツアー番号：RSD-952 

プライベート･バンガロー レンタル（最大 4 名様まで） 
Private Bungalow Rental (4 People Maximum) 
レンタル料金：$219.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バンガロー1棟単位でのレンタルとなります。1棟で 4名様まで使用でき、チケット 1枚で 4名様が使用可能です。更に、1名様

につき25.95ドルの追加料金で、2名様まで追加することができます（船内でのみお申し込み可）。バンガローの備品を持ち帰っ

た場合は料金が計上されます。バンガローへはカートでご案内できますが、少々お待ちいただく場合があります。ビーチまでは

徒歩でおよそ 3 分の距離なので、徒歩での移動も可能です。グルメピクニックなど追加リクエストがある場合は、追加料金でご

利用いただけます。詳細は船のエクスカーションデスクにてお問い合わせください。フロート（浮き具）が 2 つ無料でご使用いた

だけます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 
 
 

 

ツアー番号：RSD-953 

大人のためのサンクチュアリーバンガロー レンタル（最大 4名様まで） 
Adults Sanctuary Bungalow Rental (4 People Maximum) 
レンタル料金：$269.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バンガロー1棟単位でのレンタルとなります。1棟で 4名様までご使用いただけ、チケット 1枚で 4名様が使用可能です。更に、

1名様につき 25.95ドルの追加料金で、2名様まで追加することができます（船内でのみお申し込み可）。バンガローの備品を持

ち帰った場合は料金が計上されます。ビーチまでは徒歩でおよそ 3 分の距離です。グルメピクニックなど追加リクエストがある

場合は、追加料金でご利用いただけます。詳細は船のエクスカーションデスクにてお問い合わせください。フロート（浮き具）が

2 つ無料でご使用いただけます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

(年齢制限：18 歳以上) 
 

 

ツアー番号：RSD-955 

観察窓付きボード（浮き具） レンタル 
Oceanviewing Sea Board Rental 

レンタル料金：$14.95～ 
レンタル時間：約 1 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

 
 

ツアー番号：RSD-956 

ウォーターヌードル（浮き具） レンタル 
Water Noodle Rental 

レンタル料金：$4.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

   
ツアー番号：RSD-957 

フロート（浮き具） レンタル 
Float Rental 
レンタル料金：$9.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 
 
 

 

ツアー番号：RSD-958 

アクアチェアー（浮き具） レンタル 
Aqua Chair Rental 

レンタル料金：$9.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

  
 

ツアー番号：RSD-960 

ホビーウェーブ･セイルボート レンタル（最大 3 名様まで） 
Hobie Wave Sailboat Rental (3 people Maximum) 

レンタル料金：$49.95～ 
レンタル時間：約 1 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

経験者のみご参加いただけます。ボート 1 艇単位でのレンタルになります。必要なボート数をお申し込みください。 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
 

 

ツアー番号：RSD-970 

バナナボート 
Banana Boat Ride 

ツアー料金：$19.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 15 分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

 
 

ツアー番号：RSD-975 

シュノーケリングベスト レンタル 
Snorkel Vest Rental 
レンタル料金：$9.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 
 
 

 

ツアー番号：RSD-976 

シュノーケリング用品 レンタル 
Snorkel Equipment Rental 

レンタル料金：$19.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

 
 

ツアー番号：RSD-978 

スタンドアップパドルボード レンタル 
Stand-Up Paddle Board Rental 

レンタル料金：$24.95～ 
レンタル時間：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＞ 

貸出し時間は 1 時間です。 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
 

 
ツアー番号：RSD-980 

アクアバイク レンタル（最大 2 名様まで） 

Aqua Bike Rental (2 people Maximum) 

レンタル料金：$24.95～ 
レンタル時間：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＞ 

アクアバイク 1 台単位でのレンタルになります。必要なアクアバイク数をお申込みください。 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
 

 

ツアー番号：RSD-985 

ペダルボート レンタル（2 名様用） 
Paddle Wheeler Rental (Two-Person) 
レンタル料金：$24.95～ 
レンタル時間：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＞ 

ペダルボート 1台単位でのレンタルになります。必要なペダルボート数をお申し込みください。チケット 1枚で 2名様までご使用

いただけます。 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 
 
 

 

ツアー番号：RSD-986 

ペダルボート レンタル（4 名様用） 
Paddle Wheeler Rental (Four-Person) 
レンタル料金：$24.95～ 
レンタル時間：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＞ 

ペダルボート 1台単位でのレンタルになります。必要なペダルボート数をお申し込みください。チケット 1枚で 4名様までご使用

いただけます。 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
 

 
 

ツアー番号：RSD-987 

ビーチ･パーティー･パック（2名様用） 
Beach Party Pack for 2 People 

レンタル料金：$54.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

2名様分の料金です。チケット 1枚で 2名様までご使用いただけます。水の中を歩いてペダルボートに乗ります。ロッカーとシュ

ノーケリング用品は終日、2 名乗りペダルボートは 1 時間、ご利用いただけます。ペダルを漕げることが参加条件となります。 

事前に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 

 
 

ツアー番号：RSD-988 

ビーチ･パーティー･パック（4名様用） 
Beach Party Pack for 4 People 
レンタル料金：$69.95～ 
レンタル時間：終日 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

4名様分の料金です。チケット 1枚で 4名様までご使用いただけます。水の中を歩いてペダルボートに乗ります。ロッカーとシュ

ノーケリング用品は終日、4 名乗りペダルボートは 1 時間、ご利用いただけます。ペダルを漕げることが参加条件となります。 

事前に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
 

 

ツアー番号：RSD-990 
オーシャンカヤック レンタル（1 名様用） 
Ocean Kayak Rental (One-Person) 

レンタル料金：$19.95～ 
レンタル時間：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＞ 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ バハマ Princess Cays, Bahamas 
 
 

 

ツアー番号：RSD-991 
オーシャンカヤック レンタル（2 名様用） 
Ocean Kayak Rental (Two-Person) 

レンタル料金：$24.95～ 
レンタル時間：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＞ 

カヤック 1 台単位でのレンタルになります。必要なカヤック数をお申し込みください。チケット 1 枚で 2 名様までご使用いただけ

ます。 

レンタル時に免責書類にご署名いただきます。 

キャンセル締め切り日時を過ぎての払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている日時をご確認ください。 
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ファルマス ジャマイカ 
Falmouth, Jamaica 
 
ファルマスはジャマイカの中心都市であり、また、トレローニー教区の州都でもあります。ジャマイカ北部の湾岸
のこの町は、モンテゴ・ベイから東へ約 29 キロメートル離れたところにあります。カリブ海領域の中で、最良の
状態でジョージ王朝時代の建築が多く残る町の一つであることでも有名です。ファルマスは 1769年にトーマス・
リードによって設立され、ジャマイカが世界有数の砂糖生産国であった 40 年間、市場および海港の中心地とし
て繁栄しました。ファルマスという名前は、建設にあたり活躍した当時のジャマイカ知事、ウィリアム・トレローニ
ー氏の出身地がイギリスのコーンウォール、ファルマスであったことに由来します。綿密な計画に基づいて設立
された町であり、碁盤の目に拡がる広い道路、十分な水道設備、公共建築物が特徴です。そしてニューヨーク
市よりも先に水道が通っていたということも驚きです。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ダンズリバーフォール Dunn's River Falls 

ジャマイカの世界的に有名なこの滝は全長約 180 メートルあり、滝の水は巨大な岩の階段をつたってカリブ
海へと流れていきます。滝を登って行くこともできますが、隣接する遊歩道を歩けば濡れずに登ることができ
ます。 

 

○2  コヤバ河岸庭園 Coyaba Gardens 

緑豊かな熱帯のジャングル、滝、きらめく池がある美しく手入れされた庭園を散策してみましょう。イギリスの
植民地時代に建てられた歴史博物館も隣接しています。 

 

○3  ジャマイカの広大な土地 Jamaican Estates 

都心からあえて離れ、ジャマイカの歴史ある大豪邸や、バナナ、サトウキビ、コーヒー、スパイスなど、今なお
栽培している農園をツアーで訪れてみましょう。 

 

○4  ミスティック・マウンテン Mystic Mountain 

2008 年にオープンしたエキサイティングなアトラクション施設です。山頂からの素晴らしい眺め、森の中を移
動するチェアーリフト、ジャマイカン・ボブスレー、珍しい展示物、インフィニティープールやレストランなど、家
族全員でお楽しみいただけます。 

 

○5  川下り River Rafting 

ジャマイカの美しい景色が続く海岸に沿って歴史あるマーサ・ブレイ川へ。2 人乗りの竹製いかだでの川下り
をお見逃しなく。 

 

○6  イルカとの触れ合い Dolphin Encounter 

壮大な海のテーマパークのドルフィン・コーブで、バンドウイルカと触れ合って忘れられない思い出を作りませ
んか。遊び好きなイルカと触れ合うことはもちろん、トレーニングの秘密を学んだり、マリンアクティビティーを
楽しんだりできます。 

 

○7  ビーチ Beaches 

キラキラ輝くターコイズブルーの海、柔らかな白砂と絵葉書のような風景が広がる穏やかなオーチョ・リオス
のビーチは、島で一番人気のある観光スポットの 1つです。 

 

○8  アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventure 

キャノピーツアーに参加して森林の樹上をジップラインで通り抜けたり、川を浮き輪で下ったり、ボブスレーに
乗ってみたりと、ジャマイカで人気のあるアクティビィティをお楽しみください。 
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ファルマス ジャマイカ  Falmouth, Jamaica 

 

 
 

ツアー番号：FA3-100 

ファルマス・ハイライト & グリーンウッド・グレートハウス 
Highlights of Falmouth & Greenwood Great House 

ツアー料金：$49.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間半 
 

下車予定： ③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

段差や砂利があるため、車いすご利用の方にはお勧めいたしません。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：FA3-110 

ジャマイカ探訪 
Discover Jamaica 

ツアー料金：$39.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間半 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

動きやすい服と靴をご着用のうえ、日焼け止め、帽子、サングラス、買い物やその他諸々のための現金をお持ちください。 

（年齢制限：4 歳以上） 

 
 

ツアー番号：FA3-115 

ローズホール・グレートハウス & ショッピング 
Rose Hall Great House & Shopping 

ツアー料金：$39.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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＞ 

（年齢制限：4 歳以上  体重制限：127 キロ以下） 
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ファルマス ジャマイカ  Falmouth, Jamaica 

 

 
 

ツアー番号：FA3-705 

イルカとの遊泳 & ダンズリバーフォール 
Dolphin Swim & Dunn’s River Falls 

ツアー料金：$149.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ①⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは、妊娠中の方、背中、首、及び心血管、呼吸器に異常のある方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責

書類にご署名いただきます。ドルフィン・コーブ及びダンズリバーフォールでは貸ロッカーのレンタルをご利用頂けます。ダンズ

リバーフォールに登る場合は、ウォーターシューズをご持参もしくは着用してご参加ください。ダンズリバーフォールは場所によ

っては大変滑りやすくなっております。滝から飛び降りることは禁止されています。服の下に水着を着用の上、タオル、日焼け

止め、帽子をご持参ください。 貴重品（宝飾品など）は船内の安全な場所に置いてきてください。イルカとの触れ合い中、宝飾

品は外していただくかもしれません。  

ダンズリバーフォールでの写真撮影サービスは、クルーズ会社及びツアー会社との提携、提供ではございません。写真の購入

は各自の責任となります。 

イルカ見学のみご希望の方は、FA3-725 のツアーをお申し込みください。 

（年齢制限：8 歳以上  体重制限：113 キロ以下） 

 
 

ツアー番号：FA3-725 
ドルフィン・コーブ、シャークショー & ダンズリバーフォール 
Dolphin Cove, Shark Show & Dunn’s River Falls 

ツアー料金：$84.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ①⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

ドルフィン・コーブ及びダンズリバーフォールでは貸ロッカーのレンタルをご利用頂けます。ダンズリバーフォールに登る場合

は、ウォーターシューズをご持参もしくは着用してご参加ください。ダンズリバーフォールは場所によっては大変滑りやすくなっ

ております。滝から飛び降りることは禁止されています。服の下に水着を着用の上、タオル、日焼け止め、帽子をご持参くださ

い。 貴重品（宝飾品など）は船内の安全な場所に置いてきてください。 イルカとの触れ合い中、宝飾品は外していただくかも

しれません。 ツアー訪問順序が変更になる場合があります。写真撮影サービスは、クルーズ会社及びツアー会社との提携、

提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。 

イルカエリアでは、カメラ持ち込み禁止です。 

 

 
 

ツアー番号：FA3-210 

グッドホープへ 
Good Hope Express 

ツアー料金：$.34.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間半 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

タオル、日焼け止め、現金、クレジットカードをご持参のうえ、どんな地面にも対応できる歩きやすいウォーキングシューズでご

参加ください。 
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ファルマス ジャマイカ  Falmouth, Jamaica 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：FA3-225 

ジャマイカ人の文化、歴史、食探検 
Go Native Jamaica 

ツアー料金：$89.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日曜日は、マウントオリーブ・ベーシックスクールに代わり、ブラッサムガーデンズ保育施設を訪問します。 

 
 

新設定 

ツアー番号：FA3-230 

本物のラスタファリとの出会い 
Authentic Rastafari Encounter 

ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 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＞ 

短い小川を横断して村に行きますので、それに適した靴でご参加ください。動きやすく控えめな服装、平らでない道を歩くため

つま先の覆われた靴（スニーカーやスポーツシューズだと尚良い）の着用をお勧めいたします。川を渡る際履くウォーターシュ

ーズ、サングラス、日焼け止め、帽子、傘、レインコート、お土産用の現金をお持ちください。 

（年齢制限：8 歳以上） 

 
 

新設定 

ツアー番号：FA3-250 

ボナペティ推薦： これがジャマイカの料理だ！ 
Bon Appetit Recommended: Ｄｅｆｉｎｉｎｇ Dishes of Jamaica 

ツアー料金：$129.95～ （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＞ 

快適な服装でご参加ください。訪問順序が変更になる場合があります。 

（年齢制限：13 歳以上） 

 
 

ツアー番号：FA3-255 

グッドホープ・グレートハウスでジャマイカの味 
A Taste of Jamaica at Good Hope Great House 

ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 45 分 
 

下車予定： ③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
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ファルマス ジャマイカ  Falmouth, Jamaica 

 

 
 

ツアー番号：FA3-475 

グリーングロット洞窟探検 
Green Grotto Caves Adventure 

ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

喘息、心疾患、閉所恐怖症の方は参加をお控えください。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。動きやすい軽装

とゴム底の靴をご着用ください。また、洞窟内には蚊がいる場合がありますので、ズボンの着用をお勧めいたします。 

（年齢制限：3 歳以上  身長制限：92 センチ以上  体重制限：127 キロ以下） 

 

 
 

ツアー番号：FA3-285 

バンブー・ビーチ・クラブ 
Bamboo Beach Club 

ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
 

ツアー番号：FA3-290 

バンブー・ビーチ・クラブでの VIP体験 
Bamboo Beach Club VIP Experience 

ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

4 月から 6 月のロブスター釣り禁止シーズンは、ロブスターをご提供できません。それに代わり、タイ 1 匹まるごとかタイの切り

身を、蒸し焼きにしてレモン風味ブールブランソースでお召し上がりいただけます。 

 
 

ツアー番号：FA3-300 

バンブー・ビーチ・クラブ & ダンズリバーフォール 
Bamboo Beach Club & Dunn’s River Falls 

ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間半 
 

下車予定： ①⑦  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、首、背中、ひざ、心臓に異常のある方は、ダンズリバーフォールを登る際、注意が必要です。飲酒は 21 歳以上に

限ります。 

（年齢制限：5 歳以上） 
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ファルマス ジャマイカ  Falmouth, Jamaica 

 

 
 

ツアー番号：FA3-305 

ダンズリバーフォールの滝登り 
Dunn’s River Falls Express 

ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、心臓、腰、ひざ、手足に異常のある方は参加をお控えください。このツアーでは舗装された道も歩きますが、岩の

階段、斜面を多く歩きます。 

（身長制限 91 センチ以上） 

 
 

ツアー番号：FA3-310 

バンブー・ビーチ・クラブ VIP体験 & ダンズリバーフォール 
Bamboo Beach Club VIP Experience & Dunn’s River Falls 

ツアー料金：$119.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間半 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、首、背中、ひざ、心臓に異常のある方は、ダンズリバーフォールを登る際、注意が必要です。4 月から 6 月のロブ

スター釣り禁止シーズンは、ロブスターをご提供できません。それに代わり、タイ 1匹まるごとかタイの切り身を、蒸し焼きにして

レモン風味ブールブランソースでお召し上がりいただけます。飲酒は 21 歳以上に限ります。 

（年齢制限：5 歳以上） 

 
 

ツアー番号：FA3-325 

チェアーリフトで熱帯雨林の空中散歩& ダンズリバーフォール 
Rainforest Aerial Chairlift & Dunn’s River Falls 

ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、背中、心臓に異常のある方は参加いただけません。滝を登るのに適切な靴でご参加ください。このツアーに昼食

は含まれていませんが、購入することはできます。 

（体重制限：158 キロ以下） 

 
 

新設定 

ツアー番号：FA3-375 

レゲエ・ヒル 
Reggae Hill 
ツアー料金：$69.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間半 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

水着を持参するか、予め着用の上ご参加ください。タオル、サングラス、カメラ、日焼け止めをお持ちください。 
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ファルマス ジャマイカ  Falmouth, Jamaica 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：FA3-380 

レゲエ・ヒル & ダンズリバーフォール 
Reggae Hill & Dunn’s River Falls 

ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ①⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは、妊娠中の方、背中、首、ひざ、及び心臓、呼吸器に異常のある方にはお勧めいたしません。4 歳以下のお子様

には滝登りは大変かもしれません。滝登りの際、ウォーターシューズを必ずお履き下さい。お持ちでない方はツアーガイドから

レンタルするか、購入することができます。水着を持参するか、予め着用の上参加することをお勧めします。船からタオル、サ

ングラス、カメラ、日焼け止めをお持ちください。 

 
 

ツアー番号：FA3-400 

熱帯雨林の空中ジップライン & ダンズリバーフォール 
Rainforest Canopy Zipline & Dunn’s River Falls 

ツアー料金：$149.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ①⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、背中、首に怪我のある方、最近手術された方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いた

だきます。 

タオル、日焼け止め、現金、クレジットカードをお持ちください。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではござい

ません。写真の購入は各自の責任となります。 

（年齢制限：6 歳以上  体重制限：22 キロ以上 119 キロ以下） 

 
 

ツアー番号：FA3-405 

ワンデイパスで回るグッドホープ 
Good Hope Estate’s Thrill Seeker’s Pass 

ツアー料金：$119.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間半 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ご自身の体力と医療歴を考慮し、ツアーをお選びください。妊娠中の方、背中、首に怪我のある方、最近手術された方はご参

加いただけません。心臓異常、喘息、糖尿病、てんかん、別の心臓、呼吸器系異常、その他健康に異常のある方がシュノーケ

リングや水泳などのアクティビティーを選択される場合は注意をお願いします。その場合は、事前にかかりつけの医師にご相

談ください。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

アクティビティー参加前の飲酒はおやめください。強風、荒波、海流などの影響により海の状況が悪い場合がございます。 

タオル、日焼け止め、虫よけ、現金、クレジットカード、写真付き身分証明書、カメラをお持ちください。予め水着を着用し、上か

ら軽い羽織るものを着てご参加ください。帽子、サングラス、底が滑らない靴、着替えをお持ちください。 

（年齢制限：6 歳以上  

体重制限：22 キロ以上かつジップラインとチャレンジコースは 119 キロ以下、チュービングは 113キロ以下） 
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ファルマス ジャマイカ  Falmouth, Jamaica 

 
 

 

ツアー番号：FA3-410 

チェアーリフトで熱帯雨林の空中散歩、ボブスレー & ジップライン 
Rainforest Aerial Chairlift, Bobsled & Canopy Zipline 

ツアー料金：$159.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは、妊娠中の方、背中、首、及び心血管、呼吸器に異常のある方にはお勧めいたしません。 

（身長制限：121 センチ以上  体重制限：123 キロ以下） 

 
 

ツアー番号：FA3-425 

チェアーリフトで空中散歩、ボブスレー & ダンズリバーフォール 
Aerial Chairlift, Bobsled & Dunn’s River Falls 

ツアー料金：$119.95～ （子供料有：12 歳以下） 
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＞ 

妊娠中の方、背中や心臓に異常のある方はご参加頂けません。 

（身長制限：121 センチ以上  体重制限：123 キロ以下） 

 
 

ツアー番号：FA3-430 

乗馬、そして海へ 
Horseback Ride 'n' Swim 

ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ⑦⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、背中、首に怪我のある方、最近手術された方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いた

だきます。長ズボン、つま先の覆われた靴をご着用ください。予め水着を洋服の下に着用しタオルをお持ちください。参加者は

ヘルメットを着用いただきます。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の

責任となります。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となりま

す。 

（年齢制限：6 歳以上  体重制限： 113 キロ以下） 

 
 

ツアー番号：FA3-645 

マーサ・ブレイ川での川下り 
River Rafting on the Martha Brae 

ツアー料金：$69.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ⑤⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠 4 か月を過ぎた方はご参加いただけません。いかだの乗り降りに 5 段の階段があります。いかだにカメラを持ち込む場合

は自己責任となります。 

（年齢制限：3 歳以上） 
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ファルマス ジャマイカ  Falmouth, Jamaica 

 

 
 

ツアー番号：FA3-730 

リバー・チュービング & アドベンチャーフォール 
River Tubing and Adventure Falls 

ツアー料金：$89.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 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＞ 

妊娠中の方、動きに問題のある方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。タオル、日焼

け止め、現金、クレジットカードをお持ちください。ロッカーはレンタルできます。 

写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。 

（年齢制限：6 歳以上  体重制限： 119 キロ以下） 
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グランドケイマン ケイマン諸島 
Grand Cayman, Cayman Islands 
 
コロンブスがケイマン島に降り立ったのは 1503 年のことで、おびただしいい数のウミガメを発見したことから、
島々をラス・トルトゥガス（スペイン語で海亀）と名付けました。しかしワニも多く生息していたことから、先住民の
カリブ族の言葉でワニを意味するケイマナスと呼ばれるようになりました。島は長い間、海賊や様々な略奪者
達の隠れ家でもありました。このような過去があっても、ケイマン諸島はカリブ海の白砂のビーチ、サンゴ礁、沿
岸に沈む壮大な沈没船などから、カリブ海の楽園となっています。グランドケイマン、ケイマンブラック、リトルケ
イマンは、カリブ海全体でも生活水準が高いことで有名です。自然美と都会風スタイルを併せ持つグランドケイ
マンは、冒険好きな人にはたまらない素晴らしい港です。 
 
ご案内：グランドケイマンは沖止めとなる港です。船のテンダーボートにて上陸します。海の状況によっては、他
の桟橋を使用し上陸する場合もあります。そのため、ツアー所要時間が変わる場合があります。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ジョージタウン George Town 

ケイマン諸島の首都ジョージタウンは、政治、銀行取引、保険部門の中心地です。多くのレストランやショップ
があり、種類豊富なアクティビィティが楽しめます。 

 

○2  ケイマン・タートルファーム Cayman Turtle Farm 

世界でも有名なケイマン・タートルファームは約 0.093 平方キロメートルに広がる類まれなアドベンチャー・マ
リンパークです。手の平に乗るほどの小さな赤ちゃんカメから、250キロ以上のサイズのカメまで見られます。 

 

○3  ヘル Hell 

ウエスト・ベイの北西に位置するこの人気の観光地は、短く黒い石灰岩層で有名です。世界で最もカラフルな
郵便局があります。 

 

○4  スティングレイ・シティ & 浅瀬 Stingray City & Sandbar 

ケイマン諸島にはアカエイを見ることができる場所が 2 ヶ所あり、どちらも静かなノースサウンドに位置してい
ます。人懐っこいアカエイと触れ合える美しいエリアです。 

 

○5  シュノーケリング & ダイビング Snorkeling & Diving 

経験豊かなダイバーもシュノーケリング初心者もぜひともお試しください。ノースサウンドの砂の海底を優雅
にさまようアカエイたちとの遊泳体験は、後になってもいい思い出として残るでしょう 

 

○6  セブンマイルビーチ Seven Mile Beach 

真っ白な砂と、穏やかなターコイズブルーの海が広がるセブンマイルビーチは、コンドミニアムやショップ、ブ
ティック、バー、レストランが点在し、あらゆるウォータースポーツが楽しめる世界トップクラスのリゾート地で
す。 

 

○7  アトランティス潜水艇 Atlantis Submarine 

アトランティス潜水艇に乗って海底を探検しましょう。潜水艦の丸窓からは、サンゴの群生やタイ、アカエイ、
カメなど色とりどりのケイマン諸島の海洋生物を見ることができます。 

 

○8  10隻の沈没船 Wreck of the Ten Sails 

1794 年の嵐の際、グランドケイマンの危険なイーストエンドのサンゴ礁に 10 隻の船が瞬時に座礁しました。
レスキュー隊と海で命を落とした 8人の乗組員を追悼した記念碑があります。 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

 

 
 

人気 

ツアー番号：GCM-105 

タートルファーム、ヘル、トルトゥガ・ラムケーキセンター & 景観ドライブ 
Turtle Centre, Hell, Tortuga Rum Cake & Scenic Drive 

ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間半 
 

下車予定： ② /車窓予定： ①③⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。ヘルから投函されたポストカードには「ヘル=地獄」と消印が押されます。ツアー所要

時間は 2 時間半～3 時間を予定しています。 

 
 

ツアー番号：GCM-110 

ヘル & セブンファゾムラム蒸留所・ハイライト  
Highlights, Hell & Seven Fathoms Rum Distillery 

ツアー料金：$39.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定： ①⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：GCM-120 

島内景観ドライブ、ヘル & ビーチ 
Coast-to-Coast Scenic Island Drive, Hell & Beach  

ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

平らでない箇所もあります。履きなれた靴を着用ください。ラム・ポイントでのお食事の注文はお客様のお支払いとなります。中

には、注文してから出てくるまで、時間を要するものがあります。ツアー所要時間は、交通事情により変更になる場合がありま

す。 

 
 

ツアー番号：GCM-150 

トロリーに乗ってジョージタウン観光 
Trolley Roger Train Scenic Tour of Georgetown 

ツアー料金：$29.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーではほとんど徒歩観光を含みません。 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：GCM-275 

ケイマン・ハイライト ヘル & ビーチクラブ  
Cayman Highlights, Hell & Beach Club 

ツアー料金：$54.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ①③⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カメラと水着を持参のうえ、歩きやすい靴でご参加ください。ビーチ滞在時間は 3時間で、ビーチ用シートが付いてきます。砂浜

へ続く遊歩道があります。訪問順序が変更になる場合があります。ツアー出発前に椅子をセットできます。 

 
 

ツアー番号：GCM-600 

陸地と海のコンビネーション 
Land & Sea Combination 

ツアー料金：$69.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間半 
 

下車予定： ②③ /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

半潜水船の出入り口には 8～10 段ほどの階段があります。日焼け止めと帽子、歩きやすい靴をご用意ください。 

 

 
 

ツアー番号：GCM-670 

アトランティス潜水艦で景観アドベンチャー 
Atlantis Submarine Scenic Adventure 

ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間半 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

潜水艦へは 11 段の階段を下りていきます。潜水艇内での撮影には、ASA400 以上の高感度フィルムの使用をお勧めいたしま

す。潜水艦は米国沿岸警備隊に認定されたものです。テンダーボートを止める場所によりますが、約 180 メートル（5～10 分）、

潜水艦乗り場まで歩きます。 

（年齢制限 4 歳以上  身長制限 91センチ以上） 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

 

 
 

ツアー番号：GCM-705 

イルカとの触れ合い & タートルファーム 
Dolphin Encounter & Turtle Centre 

ツアー料金：$89.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間半 
 

下車予定： ② /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

予め水着を着用し、タオルをお持ちください。日焼け止めは最低限の使用でお願いします。イルカの保護のため、装飾品は全

てお外し願います。水中でイルカに触れ合うことができますが、泳ぐ必要はありません。見学者は割引料金でご参加いただけ

ますので、ツアーデスクでお尋ねください。水中にはいかなるカメラも持ち込めません。イルカとのお写真は終了後、ご覧になっ

て購入することができます。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任

となります。 

（年齢制限 3 歳以上） 

 
 

ツアー番号：GCM-710 

イルカとの遊泳 & アカエイとの触れ合い 
Dolphin Swim & Stingray Encounter 

ツアー料金：$129.95～ （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 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方や呼吸器に問題ある方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

8 歳以上のお子様が参加できますが、泳ぐことができ、大人の同伴があることが条件です。このツアーはシュノーケリングが含

まれません。予め水着を着用し、タオルをお持ちください。日焼け止めは最低限の使用でお願いします。イルカの保護のため、

装飾品は全てお外し願います。アクアシューズの着用をお勧めいたします。 

スティングレイサンドバーは沖から数キロ離れた所に位置します。ボートからの入水地点の水深は 1.8～3 メートルで、サンドバ

ーの水深は平均 0.9～1.2 メートルです。 

ドルフィン・コーブではプロによるアクティビティー中に撮影された写真やビデオ、食べ物、飲み物など購入することが出来ま

す。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。 

（年齢制限 8 歳以上  体重制限 113 キロ以下） 

 
 

ツアー番号：GCM-850 

アカエイとの触れ合い、サンゴ礁でのシュノーケリング & 景観クルーズ 
Stingray Encounter, Reef, Snorkel & Scenic Cruise 

ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ④⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

スティングレイサンドバーは沖から数キロ離れた所に位置します。ボートからの入水地点の水深は 1.8～3 メートルで、サンドバ

ーの水深は平均 0.9～1.2 メートルです。ベスト含めシュノーケリング用品は貸出されますので、必ず着用ください。 

（年齢制限：8 歳以上 70 歳以下  体重制限 124 キロ以下） 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：GCM-255 

ケイマン諸島の味 
Flavors of the Cayman Islands 

ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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＞ 

歩きやすい靴でご参加ください。 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：GCM-370 

クリスタルケイブ探検 
Crystal Cave Adventure 

ツアー料金：$119.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
 

ツアー番号：GCM-450 

サイクリング、タートルセンター & ヘル 
Scenic Bike Ride, Cayman Turtle Centre & Hell 

ツアー料金：$79.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ②③ /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはかなりの運動量ですので、体力に自信がある方のみお勧めいたします。参加者は事前に免責書類にご署名いた

だきます。 

（年齢制限：16 歳以上） 

 
 

新設定 

ツアー番号：GCM-570 
セブンマイルビーチをセグウェイに乗って & ロイヤル・パーム・ビーチ 
Seven Mile Beach Segway & Royl Palms Beach Tour 

ツアー料金：$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＞ 

妊娠中の方、心臓、背中に異常のある方はご参加いただけません。つま先の覆われた靴でご参加ください。バランス感覚、反

射神経があまり良くない方にはお勧めいたしません。ヘルメット、ひざパット、ひじパットは貸し出されますので、必ずご着用くだ

さい。訪問順序が変更になる場合があります。 

（年齢制限：13 歳以上  体重制限：45 キロ以上 117 キロ以下） 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 
 
 

 

新設定 

ツアー番号：GCM-805 

豪華クルーズに乗ってシュノーケリング & シャンペン 
VIP Cruise Snorkel & Champagne Adventure 

ツアー料金：$149.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは、妊娠中の方、背中、心臓及び呼吸器に異常のある方はご自身の責任でご参加ください。 

（年齢制限：4 歳以上） 

 
 

新設定 

ツアー番号：GCM-815 

アルーラカタマラン帆船でスティングレイサンドバー（アカエイのいる浅瀬）へ 
Allura Catamaran Sail to Stingray Sandbar 

ツアー料金：$74.95～ （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 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

帆船は、天気や時間の状況で使用できない時もあります。 

（年齢制限：8 歳以上） 

 
 

ツアー番号：GCM-820 

スティングレイサンドバー（アカエイのいる浅瀬） & ケイマン・ハイライト 
Stingray Sandbar & Cayman Highlights 

ツアー料金：$69.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 

下車予定： ②③④⑤ /車窓予定： ①⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。訪問順序が変更になる場合があります。スティングレイサンドバーは岸から

数キロ離れた所に位置します。ボートからの入水地点の水深は 1.8～3 メートルで、サンドバーの水深は平均 0.9～1.2 メートル

です。アカエイの保護の為、スティングレイサンドバーではフィンを使用しません。写真撮影サービスは、クルーズ会社及びツア

ー会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。 

（年齢制限：5 歳以上） 

 
 

ツアー番号：GCM-825 

アカエイとの触れ合い、サンゴ礁、シュノーケリング & ビーチ（昼食付） 
Stingray Encounter, Reef, Snorkel, Beach & Lunch 

ツアー料金：$119.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ④⑤ /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。スティングレイサンドバーは、岸から数キロ離れた所にあります。ボートから

の入水地点の水深は 1.8～3メートルで、サンドバーの水深は平均 0.9～1.2メートルです。ベスト含めシュノーケリング用品は貸

出されますので、必ず着用ください。タオルと日焼け止めをお持ちください。追加の飲み物はラムポイントで購入できます。 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

 

 
 

ツアー番号：GCM-855 

サンゴ礁と沈没船をシュノーケリング & 景観クルーズ 
Reef and Shipwreck Snorkel & Scenic Cruise 

ツアー料金：$49.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

当ツアーは全クルーズで催行されるわけではありません。クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 

（年齢制限：8 歳以上 70 歳以下  体重制限：124 キロ以下） 

 
 

新設定 

ツアー番号：GCM-860 

キティウェイク沈没船とサンゴ礁をシュノーケリング 
USS Kittiwake Sunken Ship & Reef Snorkel 

ツアー料金：$64.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

（年齢制限：5 歳以上） 

 
 

ツアー番号：GCM-900 

ダイビングヘルメットを被って水中散歩 
Sea Trek Coral Canyon Helmet Dive 

ツアー料金：$149.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に病歴を提出し、免責書類にご署名いただきます。 

健康状態によっては参加をお断りすることもあります。水深は約 6 メートルです。ヘルメットの重さは約 31 キロ、水中では約 7

キロとなります。水中への出入りには補助が付きます。 

（年齢制限：8 歳以上  体重制限：136 キロ以下） 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

 

 
 

ツアー番号：GCM-930 
認定ダイバー限定 ウエストウォールでの 2 タンクダイビング 
Certified Scuba 2-Tank Diving of West Wall 

ツアー料金：$159.95～ （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 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満の方は両親又は成人ダイバーの同伴が必要です。オープン・ウォーター・ダイバーの C カードと、過去 2 年以内にダ

イビングをした記録の提示が必要です。ご提出いただいた医療アンケートをツアーの運営者が審査し、アンケートの結果に基

づいて参加の可否を決定します。後で問題が起こらぬように、ダイビングをするための医療要件を事前に見直し、可能性として

考えられる医療面の問題全てをかかりつけの医師にチェックしてもらい、何もないことを書面にて証明いただくことをお勧めしま

す。医療アンケートのサンプルは、PADI や NAUI の主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧できます。健康状態によって

は参加をご遠慮いただく場合があります。 

（年齢制限：12 歳以上  体重制限：124 キロ以下） 

 
 

新設定 

ツアー番号：GCM-940 

認定ダイバー限定 キティウェイク沈没船 & サンゴ礁（2か所） 
Certified Scuba Diving USS Kittiwake & Reef (Two Site) 

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

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、心臓に異常のある方はご参加いただけません。有効なCカードと過去2年以内にダイビングをした記録の提示が

必要です。 

（年齢制限：12 歳以上） 
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コスメル島 メキシコ 
Island of Cozumel, Mexico 
 
マヤの神話では、コスメルは神の住む場所でした。まばゆい白砂のビーチ、荒廃したマヤの神殿、エキゾチック
なジャングルの野生生物、たくさんの熱帯魚が泳ぐ澄んだ海。まさにコスメルは神にふさわしい場所です。 
すぐ近くの沖には、カリブ海全域で最も美しいサンゴ群の一つだといわれるパランカーリーフがあります。もちろ
ん、この地上の楽園に魅せられたのは神々だけではありません。長く多彩な歴史を持つコスメルは、ヘンリー･
モーガンやジャン･ラフィットのような海賊や野心家、略奪者の本拠地となってきました。かつて神々や海賊を魅
了したこの島のうっとりするような美しさとゆったりとした雰囲気に、今は旅行者が魅せられています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  マヤ遺跡 Mayan Ruins 

メキシコ本土にあるコバ遺跡や、カリブ海沿いの景色で有名なトゥルム遺跡などを含め、この一帯には古代
マヤ文明の広大な遺跡が点在しています。 

 

○2  ビーチ Beaches 

コスメル海岸の白砂のビーチにつま先を突っ込んでみてください。息をのむほど美しいプラヤミアグランドビ
ーチパークや人里離れたパッションアイランドビーチなど、アクアマリンの海に行かずにはいられなくなります
よ。 

 

○3  シカレ海洋公園 X-Caret 

エコロジーと考古学のテーマパークであるシカレ海洋公園は、ユカタン半島で最も人気あるスポットの一つで、
数あるアクティビティー の中で特にお勧めは、天然の地下河川シュノーケリング、マヤ文明時代の再現エリ
ア、メキシコ民族ショーです。 

 

○4  プラヤ･デル･カルメン Playa del Carmen 

白く滑らかな砂浜、穏やかな波、珊瑚礁、のんびりとした暮らしぶりのプラヤ･デル･カルメンは、バックパッカ
ーや考古学ファン、日光浴好きの人たちの人気を集めています。 

 

○5  チャンカナブ国立公園 Chankanaab National Park 

生態系を保ち自然をそのまま活かした世界的に有名な水族館がある公園です。60 種以上の熱帯魚、甲殻
類、珊瑚礁が見られ、島唯一の植物園があります。 

 

○6  シュノーケリング & ダイビング Snorkeling & Diving 

コスメルの澄んだ海と美しい珊瑚礁が、他のどこよりも秀でていることは言うまでもないことです。 
 

○7  コスメル博物館とエル･セドラル Cozumel Museum & El Cedral 

2 階建ての博物館です。エル･セドラルは 100 年前の小さな遺跡で、1518 年にスペインの探検家が上陸し、
作った最初の定住地です。 

 

○8  ボートでの探検 Boating Adventure 

セイリングや釣り、その他のウォータースポーツで気分をリフレッシュしませんか。 
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コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 

 

 
 

人気 

ツアー番号：CZM-100 

トゥルム遺跡 & ビーチでのひととき 
Tulum Mayan Ruins & Optional Beach Time 

ツアー料金：$129.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。トゥルム遺跡にレンズ交換できるプロ用カメラをご持参の方は、法律により

最高 4.5 ドルのチャージがかかります。三脚、自撮り棒の持ち込みは禁止されています。通常使用される、手持ちの家庭用ビ

デオカメラはお持ち込みいただけます。遺跡に登ることは禁じられています。ベビーカーはご使用いただけません。地面は険し

く、平らでありません。このツアーは、歩行が困難な方や車椅子ご利用の方にお勧めいたしません。バスから遺跡の入口まで

の約 1.6 キロの移動に、1 名様 2 アメリカドルでトローリーシャトルをご利用いただけます。メキシコ料理のレストランがございま

す。軽装で歩きやすいウォーキングシューズを履き、帽子や飲料水、現金をお持ちください。（アメリカドルが幅広くご利用いた

だけます） 

 
 

ツアー番号：CZM-105 

トゥルム遺跡 & ビーチクラブ 
Tulum Mayan Ruins & Beach Club 

ツアー料金：$139.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。トゥルム遺跡にビデオカメラを持ち込みたい方は、法律により最高 4.5 ドルの

チャージが課せられます。三脚、専門的な機材の持ち込みは禁止されています。遺跡に登ることは禁じられています。ベビーカ

ーはご使用いただけません。このツアーは、歩行が困難な方や車椅子ご利用の方にお勧めいたしません。地面は険しく、平ら

でありません。歩きやすいウォーキングシューズを着用し、タオル、日焼け止めをお持ちください。バスから遺跡の入口まで約

1.6キロの移動に、往復 1 名様 2 アメリカドルでトローリーシャトルをご利用いただけます。 

 
 

ツアー番号：CZM-110 

マヤ文化体験、メキシコ伝説（ランチ付き） 
Mayan Experience & Mexican Folklore with Lunch 

ツアー料金：$79.95～ （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： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。虫よけをお持ちください。 
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新設定 

ツアー番号：CZM-130 

ちょこっとメキシコ発見 & パパントラフライヤーズショー 
Easy Discover Mexico & Papantla Flyers 

ツアー料金：$19.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シャトルバスでの往復も、含まれています。約 90分の自由時間の間、ご自分のペースで各所を訪問していただけます。園内に

て、スナックやお飲み物を購入できます。 

 
 

新設定 

ツアー番号：CZM-131 

ちょこっとメキシコ発見 & パパントラフライヤーズショー（車椅子対応） 
Easy Discover Mexico & Papantla Flyers ( Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：$19.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は CZM-130 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 CZM-130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頂けませんのでご注意ください。 

シャトルバスでの往復も、含まれています。約 90分の自由時間の間、ご自分のペースで各所を訪問していただけます。園内に

て、スナックやお飲み物を購入できます。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：CZM-320 

コバ遺跡、景観ドライブ & ショッピング 
Coba Maya Ruins, Scenic Drive & Shopping 

ツアー料金：$139.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。コバ遺跡にビデオカメラを持ち込みたい方は、法律により最高 4.5ドルのチャ

ージが課せられます。三脚、専門的な機材の持ち込みは禁止されています。このツアーは、歩行が困難な方や車椅子ご利用

の方にお勧めいたしません。約 1時間の 3輪タクシー(2名乗り)が利用いただけます。それ以外の残りのツアーは歩き中心とな

ります。地面は険しく、平らでありません。歩きやすいウォーキングシューズを履き、日焼け止めと虫よけをお持ちください。コバ

への往復では、途中で小休憩を取ります。フェリーへの帰途、プラヤ･デル･カルメンでの自由時間はございません。 
 

 

新設定 

ツアー番号：CZM-655 

陸と海を楽しむコスメル島 
Cozumel By Land & Sea 
ツアー料金：$54.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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 

中 
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リピーター向け 

ツアー番号：CZM-360 

シカレ･エコ考古学パーク 
X-Caret Eco-Archeological Park 

ツアー料金：$129.95～ （子供料金有：8 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。子供料金は 8歳以下のお子様に適用されます。シカレでは乗馬、イルカとの

触れ合いをお楽しみいただけますが、これらはツアーに含まれていません。前もって当社にて予約することもできませんのでご

了承ください。園内では生物分解性の日焼け止めのみご利用になれます。 

 
 

新設定 

ツアー番号：CZM-380 

楽園シェルハ & トゥルム遺跡 
Xel-Ha Paradise & Tulum Mayan Ruins 
ツアー料金：$149.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 7 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：CZM-670 

アトランティス潜水艇 & マリンパーク 
Atlantis Submarine Expedition & Marine Park 
ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 15 分 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

潜水艇に入るのに 12 段の梯子を下りていきます。潜水艇内での撮影には、ASA400 以上の高感度フィルムの使用をお勧めい

たします。潜水艇は米国沿岸警備隊に認定されたもので場所によりますが、約 15 分ほどツアー時間が前後する場合がござい

ます。 

（年齢制限：4 歳以上  身長制限：91 センチ以上） 

 
 

ツアー番号：CZM-700 

イルカとの触れ合い（全アクティビティー代込み） 
Dolphin Encounter All Inclusive 
ツアー料金：$89.95～ （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＞ 

妊娠中の方、背中や首に問題のある方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただき、健康状態を

報告していただきます。 

イルカの皮膚を傷つけないためにも、日焼け止め、宝飾品をつけないようにご協力お願いします。全てのウォーターアクティビ

ティーは基本先着順でのご案内となります。また天候によっては中止になる場合もあります。121センチ未満の方が水中に入ら

れる場合は保護者同伴でお願いします。写真やビデオ、お土産の購入やロッカー代に必要な現金、カードをお持ちください。 

（年齢制限：5 歳以上  体重制限：131 キロ以下） 
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ツアー番号：CZM-705 

イルカとの遊泳、マナティとの触れ合い＆アシカのショー（ビュッフェ付き） 
Dolphin Swim Adventure, Marvelous Manatees & Sea Lion Show 

ツアー料金：$109.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間半 
 

下車予定： ②⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

安全上の理由から妊娠中の方、喘息、糖尿病、背中や首に怪我のある方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書

類にご署名いただきます。イルカと水に入る際、ライフジャケットの着用が義務付けられています。宝飾品は外していただくかも

しれません。 

見学者は割引料金で参加できます。詳細は船内のツアーデスクでご確認ください。参加人数は非常に限られています。予め水

着を着用し、タオル、園内での買い物のために現金をお持ちください。水中ではどんなカメラでも撮影は禁止です。見学者は、

桟橋やプラットフォームでのカメラ及びビデオの撮影はできません。ドルフィン・プログラムの写真は終了後ご覧の上、購入する

ことができます。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となりま

す。 

＜ツアー詳細＞ 

・バンのタクシーでの往復送迎があります。波止場から約 4.8キロ、5 分から 10 分の移動です。 

・チャンカナブ国立公園の入場料は含まれています。（説明をご覧ください） 

・ドルフィン・ディスカバリー施設内のロッカー代込みです。 

・イルカは、海の安全な場所、11,500 平方メートルの広さの中にいます。 

・1 頭のイルカにつき、グループ人数最大 12 名となります。 

・イルカとの滞在時間は、押したり、引いたり、一緒に泳いだりと約 40 分です。 

・マナティとの触れ合いは 5～10分です。 

・アシカのショーは約 20 分です 

＜持ち物＞ 

・船内からタオル、水着、着替え 

・環境に優しい日焼け止め、虫よけ 

・お土産、写真、その他アクティビティーのために、主要なクレジットカード、アメリカドル 

・シーパスカード、写真付き身分証明書 

＜着用するもの＞ 

・帽子・サングラス 

・歩きやすい靴、もしくはサンダル 

・軽めの洋服の下に水着着用 

＜重要事項＞ 

・ドルフィン・プログラムの写真は終了後ご覧の上、購入することができます。 

・ドルフィン・エリアでのカメラ及びビデオ撮影は、見学者も参加者も禁じられています。 

（年齢制限：4 歳以上  身長制限：106センチ以上） 
 

 
 

 

ツアー番号：CZM-710 

イルカとの遊泳、マナティとの触れ合い ＆ アシカのショー 

(ロイヤルラウンジでの食事付き) 
Dolphin Royal Swim, Marvelous Manatee Interaction & Sea Lion Show 

ツアー料金：$199.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間半 
 

下車予定： ②⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

妊娠中の方はご参加頂けないかもしれません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

イルカと水に入る際、ライフジャケットの着用が義務付けられています。イルカとの触れ合いの間、宝飾品は外していただくかも

しれません。 

見学者は割引料金で参加できます。詳細は船内のツアーデスクでご確認ください。参加人数は非常に限られています。予め水

着を着用し、タオル、園内でのお買い物のために現金をお持ちください。マナティとの触れ合いは約 10 分、・アシカのショーは

約 20分の予定です。水中ではどんなカメラでも撮影は禁止です。見学者は、桟橋やプラットフォームでのカメラ及びビデオの撮

影はできません。ドルフィン・プログラムの写真は終了後ご覧の上、購入することができます。写真撮影サービスは、クルーズ

会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。 

（身長制限：120 センチ以上） 
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ツアー番号：CZM-715 

イルカとの遊泳 （全アクティビティー代込み） 
Dolphin Swim All Inclusive 

ツアー料金：$119.95～ （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： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、背中や首に問題のある方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただき、健康状態を

報告していただきます。イルカの皮膚を傷つけないためにも、日焼け止め、宝飾品をつけないようにご協力お願いします。全て

のウォーターアクティビティーは基本先着順でのご案内となります。また天候によっては中止になる場合もあります。121 センチ

未満の方が水中に入られる場合は保護者同伴でお願いします。写真やビデオ、お土産の購入やロッカー代に必要な現金、カ

ードをお持ちください。 

（年齢制限：5 歳以上  体重制限：131 キロ以下） 
 

 

新設定 

ツアー番号：CZM-730 

イルカと真につながる体験 
Dolphin True Connection Experience  

ツアー料金：$139.95～ （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＞ 

妊娠中の方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただき、健康状態を報告していただきます。 

予め洋服の下に水着を着用の上ご参加ください。イルカの皮膚を傷つけないためにも、日焼け止め、宝飾品をつけないように

ご協力お願いします。 

（年齢制限：12 歳以上  体重制限：124 キロ以下  身長制限：121センチ以上） 

 
 

新設定 

ツアー番号：CZM-765 

ジンベイザメとの触れ合い 
Whale Shark Encounter 

ツアー料金：$179.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ⑥⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、意識不明を起こす可能性のある心臓、呼吸器系の病気をお持ちの方、泳げないほど首、腰に怪我をされている

方はご参加いただけません。泳げることが参加条件となります。ジンベイザメは自然界に生息するため、必ず触れ合えるという

保証はありません。地方条例により、ジンベイザメの生息量が 5匹以下の地域では、海に入ることが禁じられています。予め洋

服の下に水着を着用の上、帽子、サングラスをお持ちください。物分解性の日焼け止めのみご利用になれます。 

（年齢制限：8 歳以上  体重制限：113 キロ以下  身長制限：121センチ以上） 
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新設定 

ツアー番号：CZM-800 

セノーテ & タートルベイでのアドベンチャー 
Cenotes and Turtle Bay Adventure 

ツアー料金：$109.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ②⑥ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方はご参加いただけません。ツアー所要時間が変更になる場合があります。 

（年齢制限：8 歳以上） 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：CZM-230 

年輩の方から教わるメキシコの伝統 
Exploring Mexican Traditions with the Purpose 
ツアー料金：$54.95～ （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 

 

 

 
 

プレミアム 

ツアー番号：CZM-250 

メキシコ料理クッキング、ランチ & ビーチ 
Mexican Cooking Preparation, Lunch & Beach 
ツアー料金：$99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

健康状態が良好な方がご参加ください。身体又は健康に障害のある方、最低 90 分間は立ったままでいられる方、ご自分のこ

とはご自身で出来る方、階段の登り降りが出来る方、健康面で自信のある方が参加条件となります。妊娠中の方、心臓及び

呼吸器に異常のある方、背中や首に怪我のある方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきま

す。 

（年齢制限：18 歳以上  体重制限：34 キロ以上 113 キロ以下  身長制限：150センチ以上 205センチ以下） 

 
 

新設定 

ツアー番号：CZM-255 

メキシコのお祭り： 食べて、飲んで、踊って 
Mexican Fiesta: Eat, Drink, Dance 

ツアー料金：$69.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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 
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ツアー番号：CZM-260 

海辺のチョコレート工場、ワインテイスティング & ペアリング 

Chocolate Seaside Workshop, Tasting and Wine Pairing 

ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 45 分 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、ナッツアレルギーをお持ちの方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。飲

酒は 21 歳以上に限ります。 

（年齢制限：8 歳以上） 
 

 

ツアー番号：CZM-270 

ホセ・クエルボ社で本場テキーラ体験 

The Original Tequila Experience by Jose Cuervo 
ツアー料金：$59.95～  
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カメラ、お買い物用の現金をお持ち下さい。飲酒は 21 歳以上に限ります。 

（年齢制限：18 歳以上） 
 

 

新設定 

ツアー番号：CZM-305 

サン・ヘルバシオ遺跡 & チョコレート体験 
San Gervasio Mayan Ruins & Chocolate Experience 

ツアー料金：$49.95～ （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： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

地面は険しく、平らで滑りやすくなっていますのでご注意ください。このツアーは車椅子ご利用の方、歩行に難がある方にはお

勧めいたしません。底が平らで歩きやすく、つま先の覆われたウォーキングシューズを履き、帽子、サングラス、日焼け止め、

現金と虫よけを持参することを、おすすめします。遺跡各所でビデオカメラの使用に、政府からの税金として 5～8 アメリカドル

が課せられます。三脚及びプロ用カメラは禁止されています。遺跡は繊細な天然の展示品のため、遺跡内でのフラッシュ撮影

は禁止されています。食品持ち込みも禁止されています。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：CZM-310 

チチェン・イッツァ遺跡 
Chichén Itzá Mayan Ruins Express 

ツアー料金：$199.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

チチェン・イツァへは片道 1 時間 45 分のドライブです。このツアーは車椅子ご利用の方、歩行に難がある方にはお勧めいたし

ません。遺跡各所でビデオカメラの使用に、政府からの税金として 5～8アメリカドルが課せられます。三脚及びプロ用ビデオカ

メラは禁止されています。平らでない石灰石や崩れやすい石の上をかなり歩き、デコボコとした場所を登ります。歩きやすいウ

ォーキングシューズを履き、帽子、日焼け止め、虫よけをご持参ください。遺跡は壊れやすい状態なので、登ることはできませ

ん。 
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ツアー番号：CZM-920 
専用車で周るコスメル島 半日ミニバンタイプ 
Cozumel Private Touring – Half Day (Van) 
ツアー料金：$399.00～ （1 台分） 
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＞ 

専用車 1台毎の手配となりますので、代表者 1名様がお申し込みください。料金は専用車 1台とドライバー、英語でのツアーガ

イドの 4 時間分の料金です。入場料、駐車場代、お食事代は含まれておりません。クレジットカードを使用できないところもあり

ますので、現金もお持ちください。 
 

 

ツアー番号：CZM-925 

専用車で周るコスメル島 終日ミニバンタイプ 
Cozumel Private Touring – Full Day (Van) 

ツアー料金：$799.00～ （1 台分） 
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＞ 

専用車 1台毎の手配となりますので、代表者 1名様がお申し込みください。料金は専用車 1台とドライバー、英語でのツアーガ

イドの 7 時間分の料金です。入場料、駐車場代、お食事代は含まれておりません。クレジットカードを使用できないところもあり

ますので、現金もお持ちください。 

 

 
 

ツアー番号：CZM-115 

VIP トゥルム遺跡 & セノーテでの遊泳（ランチ付き） 
VIP Tulum Mayan Ruins & Cenote Swim with Lunch 

ツアー料金：$159.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

水着、タオル、日焼け止めをお持ちください。歩きやすい靴でご参加ください。船酔いをしやすい方は乗船前に酔い止めの服用

をお勧めいたします。 

 
 

ツアー番号：CZM-125 

チャンカナブ国立公園 1 日券 & メキシコ探検 
Chankanaab National Park Day Pass & Discover Mexico 
ツアー料金：$49.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

タオルと日焼け止めをお持ちください。シュノーケリング及び他のアクティビティーは各々の活動となり、監視員はいません。シ

ュノーケリング用品はツアーに含まれておりません。 
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ファミリー向け 

ツアー番号：CZM-285 

ディスカバリーファミリー：  

パッションアイランド･ビーチでのひととき、昼食 & 景観クルーズ 
Discovery Family Passion Island Beach Break, Lunch & Scenic Cruise 
ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。飲酒は 21歳以上に限ります。タオルと日焼け止めをお持ちください。足を滑

らせる場合がありますので、特に水中の遊具等を踏まないようお気をつけください。 
 

 
 

新設定 

ツアー番号：CZM-365 

セノーテ巡り（ランチ付き） 
Cenote Hopping with Lunch 

ツアー料金：$89.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

岩が多く平らでない所を歩けることが参加条件となります。 

水着、タオル、日焼け止めをお持ちになって、歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 

ツアー番号：CZM-370 

秘境の川、洞窟 & プラヤ・デル・カルメン 
Amazing Secret River, Caverns & Playa del Carmen 

ツアー料金：$149.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

訪問地への道中はガタガタ揺れることが予想されます。妊娠中の方、背中や首に異常のある方、最近手術された方はツアー

にご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

参加者は健康状態が良好であり、水中を約 1 時間半歩くことの出来る方に限ります。水着、着替え、ウォーターシューズ、キャ

ッシュ、クレジットカードをお持ちください。時計、宝飾品、カメラ、ビデオカメラの洞窟内持ち込みは禁止されております。水温は

23 度ですが、ウェットスーツが貸し出されます。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の

購入は各自の責任となります。 

（年齢制限：5 歳以上  最大制限重量：113 キロ以下） 
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新設定 

ツアー番号：CZM-375 

エクスプロールテーマパークでのアドベンチャー（全アクティビティー代込み） 
Xplor Park – All – Inclusive Adventure 

ツアー料金：$169.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、背中に異常のある方にはお勧めいたしません。日曜日は、エクスプロール・テーマパークは閉園いたします。 

（年齢制限：5 歳以上  体重制限：136 キロ以下  身長制限：140センチ以上） 

 
 

新設定 

ツアー番号：CZM-385 

ミスティック・リバー & パラダイス・ラグーンでのアドベンチャー 
Mystic River and Paradise Lagoon Adventures 

ツアー料金：$159.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

運動制限のある方、呼吸器、心臓の持病をお持ちの方、意識不明を起こす可能性のある方、怪我のある方、妊婦、閉所恐怖

症の方は参加をお勧めいたしません。比較的健康で、泳げることが参加条件となります。 

予め洋服の下に水着を着用し、着心地の良い服、ウォーターシューズでご参加ください。生分解性の日焼け止め、虫よけ、サ

ングラス、ビーチタオル、着替え、水中カメラ、現金をお持ちください。シュノーケリングは 8 歳以上のお子様から参加いただけ

ます。全てのシュノーケリング用品を貸し出します。天候によって、フェリーの運転が荒くなる場合があります。 

（体重制限：113 キロ以下） 
 

 

ツアー番号：CZM-425 

空高くをジップライン & ビーチリゾート 
Fly High Zip Line Adventure and Beach Resort 

ツアー料金：$89.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 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＞ 

妊娠中の方、背中、首、肩、ひじ、心臓に異常のある方はこのツアーにご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご

署名いただきます。 

ジップラインでの所要時間は約 2時間、ビーチの時間はご自分のペースでお楽しみください。クーポン冊子は 50アメリカドル分

お得です。ジップラインをする時は、爪先の覆われた靴を着用ください。水着をお持ちください。 

（年齢制限：8 歳以上  体重制限：108 キロ以下） 
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ツアー番号：CZM-460 

参加型 コスメル島のサンゴ復元 
Cozumel Interactive Reef Restoration 

ツアー料金：$49.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

心臓、肺、背中に異常のある方は参加をお控えください。免責書類をご確認ください。泳げること、シュノーケリングのできるこ

とが参加条件となります。このツアーは実際にコスメル島のサンゴ復元プログラムでの支援活動に参加していただきます。サン

ゴ礁はあらゆる理由で大切です。この地球上の最も多様性ある生態系のひとつであることはさておき、商品、サービスという観

点から人類に莫大な利益をもたらしています。Cozumel Coral Reef Restoration AC Program をご確認ください。ツアー終了後、

コスメル島のサンゴ復元証明書をお渡しします。 

 （年齢制限：5 歳以上） 
 

 

ツアー番号：CZM-500 

ジープとシュノーケリングで探検するコスメル島 
Exploring Cozumel by Jeep & Snorkel 
ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ジープには、最大 4 名様ご乗車でき、乗り合いになります。他人と相乗りになった場合、当人同士及びツアーガイドの同意のも

と、順番に運転をお願いします。ツアー手続き時、運転手は有効な運転免許証をツアーガイドにご提示ください。予め水着を着

用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。 

（年齢制限：8 歳以上） 
 

 

ツアー番号：CZM-510 

スクートクーペでの景観ドライフﾞ、ビーチ & ショッピング（最大 2名様まで） 
Scoot Coupe, Scenic Drive, Beach and Shopping (2 People Maximum) 

ツアー料金：$159.95～ （1 台分：最大 2 名様） 
所 要 時 間：約 3 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＞ 

参加者は事前に病歴を提出し、免責書類にご署名いただきます。 

車両 1台単位でのお申込みとなります。参加人数ではなく車両ごとにご予約ください。スクートクーペは最大 2名乗りです。チケ

ット 1枚で 2名様が使用可能です。最高速度は時速 32キロ、最大制限重量は 1車両につき 181キロです。運転手は有効な運

転免許証が提示できる 21歳以上の方に限ります。12歳未満の方はツアーに参加できません。参加者はヘルメットの着用が義

務付けられています。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。 

（年齢制限：12 歳以上  最大制限重量：181 キロ以下） 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 
 
 

 

ツアー番号：CZM-550 

全地形型車両での ATV ドライブ & ビーチでのひととき 
ATV Adventure & Beach Break  

ツアー料金：$84.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 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＞ 

妊娠中の方、背中や首、心臓に異常のある方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。

ATV 車両は 1 名乗りです。運転手は有効な運転免許証が提示できる 18 歳以上の方に限ります。ヘルメットとゴーグルを貸し

出しますので必ず着用ください。予め水着を着用し、爪先の覆われた靴を履き、タオル、日焼け止めをお持ちください。淡水の

シャワーがご利用いただけます。 

（年齢制限：18 歳以上 65 歳以下  体重制限：163 キロ以下） 
 

 
 

新設定 

ツアー番号：CZM-560 

海 & 地 – 4 輪駆動テラクロス & スピードボートに乗って 
Surf & Turf – 4x4 Terracross & Speed Boat 
ツアー料金：$139.95～ （子供料金有：12 歳以下）  最大 4 名様 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、背中や首、ひざ、肩に怪我及び持病のある方にはお勧めいたしません。心臓異常、喘息、糖尿病、てんかん、他

の心臓、呼吸器系異常、他の健康に異常がある方は特に注意をお願いします。 

テラクロスは乗り合いになります。運転手は有効な運転免許証が提示できる 16 歳以上の方に限ります。8 歳以上の方が参加

でき、最大制限重量が 317 キロまでとなります。テラクロスには、最大 4 名様ご乗車でき、順番に運転をお願いします。 

18 歳未満の方は、保護者同伴でお願いします。 

18 歳未満の方はボートを運転できません。年齢確認させていただきます。ボート上では、皆様にライフジャケットの着用をお願

いしております。25HP型屋外モーター搭載、14フィートの 2人乗り V字型船体をご用意しています。最高速度は時速 32キロ、

最大制限重量はボート 1 台につき 226 キロです。 

事前に損害賠償請求権放棄書にご署名いただきます。 

シュノーケリング参加は 10 歳以上です。天気や海上の状況によりシュノーケリングが催行されない場合もあります。 

（年齢制限：8 歳以上  最大制限重量：テラクロス 1 台につき 317 キロ以下、ボート 1 台につき 226 キロ） 
 

 

ツアー番号：CZM-610 

VIP豪華カタマラン帆船 & シュノーケリング  
VIP Luxury Catamaran Sail & Snorkel 

Sold by Catamaran (1 to 15 guests per Catamaran) 
ツアー料金：$899.95～ （帆船 1 隻分：最大 15 名様）  
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 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ウォータースポーツアクティビティーに参加ご希望の方は、健康な方に限ります。妊娠中の方、背中や首、心臓及び呼吸器に

問題のある方はご参加いただけません。 
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新設定 

ツアー番号：CZM-680 

カタマラン帆船で行く燃えるようなサンセットクルーズ 
Fury Catamaran Mayan Sunset Cruise 

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

下車予定： ②⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
 

ツアー番号：CZM-720 

アカエイとの触れ合い 、シュノーケリング & ビーチクラブ 
Stingray Encounter, Snorkeling & Beach Club 

ツアー料金：$54.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ②⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

妊娠中の方、背中や首、呼吸器に異常のある方はご参加になれません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

シュノーケリング用品はツアーに含まれており、ベストの着用が義務付けられています。炭酸水、水をサービスでご用意してお

ります。ウォーターアクティビティーの中で、写真撮影ができるのはシュノーケリング中のみとなります。エイとの触れ合いの際

は撮影禁止ですが、プロのカメラマンが撮影します。園内には更衣室とシャワー、貴重品を預かるサービスがあります。予め水

着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。街でお買い物をすることもできますが、その際はお客様ご自身の責任にお

いて船にお戻りください。 

（年齢制限：4 歳以上  体重制限：113 キロ以下） 
 

 

ツアー番号：CZM-740 

海でスポーツフィッシング 
Open-Water Sport Fishing 
ツアー料金：$159.95～ （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 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。 

日焼け止めをお持ちください。飲酒は 21歳以上に限ります。ビルフィッシュはすべてキャッチ･アンド･リリースです。衛生法規に

より、釣った魚を船内に持ち帰ることはできませんが、提携するレストランで調理してもらうことができます。船はダウンリガーと

アウトリガー両方の手法の用意がありますが、交代で使用します。 

（年齢制限：10 歳以上） 

 
 

ツアー番号：CZM-755 

ツイスター･スピードボートで行くパッション･アイランド & ビーチ(昼食付き) 
Twister Speed Boat to Passion Island, Beach & Lunch 
ツアー料金：$74.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ②⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ボートは激しく揺れる場合がありますので、背中、首、呼吸器、心臓に異常のある方、妊娠中の方はご参加いただけません。

参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。上記及び下記の条件でこのツアーに参加できない方も、CZM-285 のツアー

でパッション･アイランドをお楽しみいただけます。ツイスター･スピードボートでは海水を浴びる場合があります。予め水着を着

用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。 

（年齢制限：7 歳以上  体重制限：108 キロ以下  身長制限：120センチ以上） 
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コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 
 
 

 

ツアー番号：CZM-810 

豪華カタマラン帆船、シュノーケリング & ビーチ 
Deluxe Catamaran Sail, Snorkel & Beach 

ツアー料金：$64.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ②⑥⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

心臓疾患、ぜんそくやその他の疾患のある方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 

このツアーはシュノーケリング経験者にお勧めいたします。健康状態により参加できない場合があります。ベスト含めシュノー

ケリング用品は貸出されますので、必ず着用ください。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。飲酒は 21 歳

以上に限ります。船から海に出るのに階段の上り下りがあります。船の設備として淡水のシャワー、日除けのついたラウンジと

バー、サンデッキ、お手洗いが 2 箇所あります。昼食は追加料金でお召し上がりいただけます。 

 
 

ツアー番号：CZM-900 

ジェニーズ･ビーチでのヘルメットを被って水中散歩 
Helmet Diving at Jeannie's Beach 
ツアー料金：$129.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は事前に病歴を提出し、免責書類にご署名いただきます。ヘルメットの重さは約 31キロ、水中では約 7キロとなります。

水中への出入りには補助がつきます。このツアーでは、資格なしで水中を楽しめます。 

予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。ヘルメットを被っての水中散歩は眼鏡をしたまま楽しめます。 

（年齢制限：8 歳以上  体重制限：36 キロ以上） 
 

 

ツアー番号：CZM-930 

認定ダイバー限定のスキューバダイビング(2 ヶ所) 
Certified Scuba Diving (Two Sites) 
ツアー料金：$129.95～ （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＞ 

認定ダイバーは有効な C カードと、過去 2 年以内にダイビングをした記録の提示が必要です。ご提出いただいた医療アンケー

トをツアーの運営者が審査し、アンケートの結果に基づいて参加の可否を決定します。後で問題が起こらぬように、ダイビング

をするための医療要件を事前に見直し、可能性として考えられる医療面の問題全てをかかりつけの医師にチェックしてもらい、

何もないことを書面にて証明いただくことをお勧めいたします。 

医療アンケートのサンプルは、PADIや NAUIの主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧ができます。全てのダイビング器

材は代金に含まれていますが、ご自身の器材も使用可能です。 

（年齢制限：10 歳以上） 

 

参加条件として、医療アンケート及び免責書を完成させ、パスしなければなりません。医療制限、風邪、耳感染症、糖尿病、け

いれん歴、めまい、失神、ぜんそくや肺気腫、結核などの呼吸器系の問題、心臓病歴、妊婦、神経系障害、ベータブロッカー薬

を服用の方はご注意ください。 

心配な方はかかりつけの医師に事前にご相談ください。また、質問に「はい」と答えるところがあった方は、身体的にきついこと

が予想されるアクティビティー、及びダイビングに参加する前に、大丈夫かどうか心配なところをかかりつけの医師に相談し、ツ

アー参加の許可をもらい、手紙を書いてもらってください。ダイビングの参加可否の最終決断はこちらでさせていただきます。 
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フォートローダーデール フロリダ 
Ft. Lauderdale, Florida 
 
1960年代、ビーチ映画 “Where the boys are（ボーイ・ハント）”が公開されると、舞台となったフォートローダー
デールは春休み、学生のメッカとなりました。しかし現在ではファミリー向けの最高の旅行地という好印象に取
って代わっていて、毎年 1 千万人以上の観光客が訪れています。フロリダで最も人気のビーチリゾートとしてだ
けでなく、「世界のヨットの首都」としても有名で、4 万隻以上の船がここを船籍地として登録しています。「アメリ
カのベニス」とも呼ばれ、約 480 キロ以上続く水路を航行することができます。また世界でも一流の劇場、博物
館、観光、ショッピングをお楽しみいただけます。 
マイアミの北約 38キロに位置するフォートローダーデールですが、その名前は第 2次セミノール戦争の時に米
軍が築いた一連の砦（fort）、最初に砦を築いた部隊の指揮官であったウイリアム・ローダデール少佐、この 2
つにちなんで名付けられました。よく見ると今日でも、砦が 3つ残っているのが見られますが、観光客の多くは、
「Carrie B」という船での観光クルーズがお気に入りのようです。 
 
ご案内：下船の際に荷物を受け取り、税関手続き後、荷物をバスドライバーにお渡しください。下船ツアー中、
バスの下部にて保管いたします。ツアーは空港にて終了しますので、ポストクルーズパッケージをお申し込みで
ホテルに宿泊される方は、フォートローダーデール国際空港でバスを下車してください。荷物を受け取られた後、
各自でホテルへ移動となります。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エバーグレーズ Everglades 

フロリダのエバーグレーズは数多くの絶滅危惧種の宝庫です。エアボートからの湿地観光は、野生生物を見
学するのに最高の方法です。 

 

○2  フラミンゴ・ガーデンとワイルドライフ・サンクチュアリー Flamingo Gardens & Wildlife Sanctuary 

環境にやさしいこの地域は 12 種類以上のフラミンゴが生息する楽園で、約 60 エーカーの敷地の中に、珍し
い原種の熱帯植物を見ることができます。トラムに乗り楽しく園内を周ってみてください。 

 

○3  フォートローダーデール・ビーチ Fort Lauderdale Beach 

フォートローダーデールは約 11キロも続く白砂の海岸が自慢です。ありとあらゆる水上スポーツ、数多くのシ
ョップやカフェをお楽しみください。 

 

○4  沿岸内水路 Intracoastal Waterway 

五つ星ホテルや大豪邸などがサイドに立ち並ぶ、約 480 キロ以上もの内陸の水路で、独特に伸びる様子は
「アメリカのベニス」として知られるようになりました。 

 

○5  ラス・オラス通り Las Olas Boulevard 

ダウンタウンで今一番最先端のリバーウォーク地区にあるこの通りは、素敵なアートギャラリーやセレクトショ
ップ、オープンカフェで賑わっていて、ぶらぶらするにはもってこいです。 

 

○6  ソーグラスミルズ Sawgrass Mills 

南フロリダで最大のショッピングセンターの一つで、350 店舗以上のアウトレット、ブランドショップが並んでい
ます。 

 

○7  サウス・ビーチ South Beach 

港から 32 キロの位置にあり世界中から多くの観光客が訪れるサウス・ビーチは、マイアミ・ビーチの南端に
あるおしゃれでカラフルな町で、マイアミ市街とは橋でつながっています。 
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フォートローダーデール フロリダ  Ft. Lauderdale, Florida 

 

 
 

ツアー番号：FLL-215 

下船ツアー： サウス・ビーチ、マイアミ & 景観ドライブ  

マイアミ空港トランスファー 
South Beach, Miami, Scenic Drive & Miami Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料金：$49.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日、マイアミ国際空港を午後 4時以降に出発する国内線及び、午後 5時以降に出発する国際線の便に搭乗

するお客様用のツアーです。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡

しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 

埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 

履きなれた靴でご参加ください。天候不良の場合や特定日はサウス・ビーチの代わりにベイサイドになります。 

このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 

 
 

人気 

ツアー番号：FLL-605 

下船ツアー： ボートで回る沿岸内水路 & ラス・オラス通り 

フォートローダーデール空港トランスファー 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Fort Lauderdale Airport Transfer  

(Disembarkation) 
ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ④⑤ /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 2 時 30 分以降にフォートローダーデール国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーで

す。連続乗船をするお客様もご参加いただけますが、バスは最初にフォートローダーデール空港に立寄り、最後に船が接岸す

る埠頭に戻ります。埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。下船後にご

自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお

預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 

このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
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フォートローダーデール フロリダ  Ft. Lauderdale, Florida 
 
 

 

人気 

ツアー番号：FLL-606 

下船ツアー： ボートで回る沿岸内水路 & ラス・オラス通り 

フォートローダーデール空港トランスファー（車椅子対応） 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Fort Lauderdale Airport Transfer  

(Disembarkation)  (Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ④⑤ /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は FLL-605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 FLL-605 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頂けませんのでご注意ください。 

折り畳み式車椅子をご利用で、3～5 段の昇降が可能な方は、FLL-605 をお申し込みください。 

 

ドライバーガイドは重量が 27 キロを超す車椅子及びスクーターを、搭載する手助けはできないことになっています。ドライバー

ガイドは口頭での誘導はいたしますが、お客様を持ち上げたり、車椅子を押したりすることができません。介助が必要な方は、

付き添いの方と同行してください。車輛に設置されたリフトは参加者と車椅子の重量と合わせて 215 キロまで対応しています。

事前に準備をし、場合によってはスクーターの代わりに折り畳み式車椅子をお選びください。どの種類の車椅子、もしくはスク

ーターを使うか、乗船後速やかにツアーオフィスにご連絡ください。 

 

このツアーは下船日の午後 2 時 30 分以降にフォートローダーデール国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーで

す。連続乗船をするお客様もご参加いただけますが、バスは最初にフォートローダーデール空港に立寄り、最後に船が接岸す

る埠頭に戻ります。埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。下船後にご

自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお

預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 

このツアーには最低催行人数があります。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
 

 

人気 

ツアー番号：FLL-610 

下船ツアー： ボートで回る沿岸内水路 & ラス・オラス通り 

マイアミ空港トランスファー 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Miami Airport Transfer  

(Disembarkation) 
ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ④⑤ /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 4 時以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。下船後にご自身で

お荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かり

し、バスの下部に入れて施錠します。 

埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 

このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
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フォートローダーデール フロリダ  Ft. Lauderdale, Florida 
 
 

 

人気 

ツアー番号：FLL-611 

下船ツアー： ボートで回る沿岸内水路 & ラス・オラス通り 

マイアミ空港トランスファー（車椅子対応） 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Miami Airport Transfer 

 (Disembarkation) (Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ④⑤ /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は FLL-610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 FLL-610 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頂けませんのでご注意ください。 

折り畳み式車椅子をご利用で、3～5 段の昇降が可能な方は、FLL-610 をお申し込みください。 

 

ドライバーガイドは重量が 27 キロを超す車椅子及びスクーターを、搭載する手助けはできないことになっています。ドライバー

ガイドは口頭での誘導はいたしますが、お客様を持ち上げたり、車椅子を押したりすることができません。介助が必要な方は、

付き添いの方と同行してください。車輛に設置されたリフトは参加者と車椅子の重量と合わせて 215 キロまで対応しています。

事前に準備をし、場合によってはスクーターの代わりに折り畳み式車椅子をお選びください。どの種類の車椅子、もしくはスク

ーターを使うか、乗船後速やかにツアーオフィスにご連絡ください。 

 

このツアーは下船日の午後 4 時以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。下船後にご自身で

お荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かり

し、バスの下部に入れて施錠します。 

埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 

このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 

 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：FLL-635 

下船ツアー： エバーグレーズエアボート乗船 & エコアドベンチャー 

フォートローダーデール空港トランスファー 
Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure with Fort Lauderdale Airport Transfer  

(Disembarkation) 
ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 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＞ 

このツアーは下船日の午後 1 時以降にフォートローダーデール国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。連

続乗船をするお客様もご参加いただけますが、バスは最初にフォートローダーデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠

頭に戻ります。埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。下船後にご自身

でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預か

りし、バスの下部に入れて施錠します。 

野生生物はよく見かけますが、必ず見られるという保証はありません。このツアーには最低催行人数を設けています。もし最

低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
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フォートローダーデール フロリダ  Ft. Lauderdale, Florida 
 
 

 

リピーター向け 

ツアー番号：FLL-640 

下船ツアー： エバーグレーズエアボート乗船 & エコアドベンチャー 

マイアミ空港トランスファー 
Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure with Miami Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
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＞ 

このツアーは下船日の午後 2時30分以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。下船後にご自

身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預

かりし、バスの下部に入れて施錠します。 

埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 

野生生物はよく見かけますが、必ず見られるという保証はありません。 

このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
 

 

リピーター向け 

ツアー番号：FLL-650 

下船ツアー： エバーグレーズエアボート乗船 & フラミンゴ・ガーデン 

フォートローダーデール空港トランスファー 
Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens with Fort Lauderdale Airport Transfer 

 (Disembarkation) 
ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日、フォートローダーデール国際空港を午後 3 時以降に出発する国内線及び、午後 4 時以降に出発する国

際線の便に搭乗するお客様用のツアーです。連続乗船をするお客様も参加いただけますが、バスは最初にフォートローダー

デール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭に戻ります。埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入

いただく必要はございません。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡

しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 

野生生物はよく見かけますが、必ず見られるという保証はありません。 

このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：FLL-655 

下船ツアー： エバーグレーズエアボート乗船 & フラミンゴ・ガーデン 

マイアミ空港トランスファー 
Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens with Miami Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日、マイアミ国際空港を午後 4時以降に出発する国内線及び、午後 5時以降に出発する国際線の便に搭乗

するお客様用のツアーです。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡

しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 

埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 

野生生物はよく見かけますが、必ず見られるという保証はありません。 

このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 

 



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。 
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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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