2011 年春・夏 MSC アルモニア寄港地観光

アンコーナ（イタリア）

ANC01

ウルビーノ （約 4.5 時間）

ユネスコの世界遺産に登録されているウルビーノは城壁に囲まれた美しい街です。絵や写真が趣味の人
やロマンティストな方には、街の芸術的な雰囲気や趣のある通りや広場をお楽しみいただけることでしょう。
中世の街並みがイタリアで最もよく保存されている旧市街をガイドがご案内いたします。丘の中腹にあるウ
ルビーノの街の通りや広場を散策すれば、絵のような中世の街並みに目を奪われます。15 世紀後半に建
設されたドゥカーレ宮殿は現在国立マルケ州美術館になっており、ルネサンス絵画の貴重なコレクションを
見ることができます。
＊参加人数に制限があります。

ANC03

フラサッシの洞窟 （約 4.5 時間）

ジェンガの街でガイドと合流後、有名なフラサッシの洞窟に入り、石筍や鍾乳石の間を探検します。この洞
窟は 1948 年から 1971 年の間に洞窟学者のグループによって発見されました。指定された安全なルートを
歩きながら地底の神秘的な雰囲気を体験できます。
＊参加人数に制限があります。洞窟内の気温は 14 度程度なので、上着をお持ちください。歩きやすい靴
をお勧めします。

ANC04

リビエラ・デル・コネロ （約 3.5 時間）

シローロ村へ向かうバスの車窓から、マルケ州の緑豊かな田園地風景をお楽しみください。中世の街並み
が復元された美しい村の広場からは、海とコネロ山が望めます。村を散策して教会を見学した後はポルト
ヌオーボを訪れます。
＊参加人数に制限があります。

ANC06

徒歩観光 （約 3 時間）

アンコーナの街を見下ろすグアスコの丘に立つサン・チリアコ大聖堂までバスで向かいます。この地域で
最も興味深い中世の教会を見学した後、アンコーナの歴史地区を散策。街は 3 つの丘で分けられ、天然
の港が望めます。由緒ある宮殿や教会は様々な様式で建てられています。フリータイムで散策を楽しんで
から徒歩で港に戻ります。
＊参加人数に制限があります。

コルフ（ギリシャ）

COR01

アヒリオン宮殿 (約 4 時間)

コルフ島はオデュッセウスがイタカへ戻る長い旅路の末に立ち寄った場所です。島内を巡ってすばらし
い風景を満喫し、オーストリアのエリザベート皇妃の住まいであったアヒリオン宮殿を訪ねます。海を望
む美しい庭園に囲まれた壮麗な宮殿の名前は、ギリシャの英雄アキレウスにちなんでいます。コルフ
の街では散策のためのフリータイムを設けています。

COR02

ビーチツアー (約 3.5 時間)

ビーチホテルで数時間リラックスできるこのツアーはバスの送迎付きです。イオニア海に浮かぶ島の美
しい砂浜で日光浴をお楽しみください。
＊6 月から 9 月までの催行です。

COR03

パレオカストリッツァ （約 4 時間）

バスの車窓からオレンジ、糸杉、松の木の茂る田園風景を楽しみながら、美しいパレオカストリッツァ湾
へ。岩の上に立つ修道院を訪ね、ビザンティン様式の絵画を鑑賞します。コルフの街に移動後は、フリ
ータイムとなります。
＊ビーチツアーではありませんが、修道院見学の代わりにビーチに立ち寄ることも可能です。ビーチで
はパラソルなどの設備のご用意はありません。

COR04

ボート・ツアー （約 5 時間）

コルフ島の美しい旧市街や古い港、16 世紀に建造された新ヴェネツィア砦を眺めながら、モーターボー
トで海岸沿いを巡ります。マウス島のブラヘルナ修道院では写真撮影をお楽しみください。ファリラキの
カフェでコーヒーブレークの後は、ビドス島で泳ぐ時間があります。
＊6 月から 9 月までの催行です。参加人数に制限があります。

COR05

サファリ・ジープ （約 5 時間）

ジープで島内を巡り、村々のすばらしい風景や写真撮影をお楽しみください。民宿ではお飲み物のサ
ービスとコルフ島の伝統的なダンスショーがあります。
＊ジープはお客様に運転していただきますので、必ず国際運転免許証をご用意ください。ジープの定
員は 4 名です。

サントリーニ（ギリシャ）

SAN01

イア観光 (約 4 時間)

テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスでイアに向かいます。狭い路地や青いドームの白い教
会が特徴的なギリシャらしいこの村は、丘の上にあるため、サントリーニ湾を見下ろす絶景で有名です。

地元のワイナリーでギリシャ料理とワインの試飲をお楽しみください。フィラ村に移動し、メトロポリス教
会そばにあるケーブルカーで港に戻り、テンダーボートで船に戻ります。

SAN02

カルデラ・ツアー (約 3 時間)

ボートでサントリーニ湾のカルデラの間を抜けて無人の火山島、ネア・カメニを訪れます。火山のおか
げで島の周りの海水は養分が豊富です。徒歩で火口を見学した後、パレア・カメニ島へ。ボートが停泊
する 30 分の間に、硫黄分の混じった暖かい温泉で泳ぐこともできます。港からテンダーボートで船に戻
ります。
※6 月から 9 月までの催行です。テンダーボートの乗り場は長い列ができることがあります。ボートの停
泊位置によっては、海を泳いで温泉まで移動していただくことがあります。歩行が困難なお客様や泳げ
ない方にはお勧めできません。参加人数に制限があります。

SAN03

ペリボロス・ビーチ送迎 (約 4 時間)

テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスでペリボロス・ビーチへ。ビーチでおくつろぎいただい
た後は、フィラ村で観光をお楽しみください。ガイドの説明に従って、メトロポリス教会そばのケーブルカ
ーで港に行き、テンダーボートで船へ戻ります。
※6 月から 9 月までの催行です。デッキチェアやパラソルの使用料はツアー料金に含まれませんが、現
地のレンタルは可能です。参加人数に制限があります。ケーブルカーやテンダーボートの乗り場は長
い列ができることがあります。

ピレウス（アテネ近郊／ギリシャ）

PIR03

コリントス運河のセーリング （約 5.5 時間）

港から全長 6 キロのコリントス運河までバスで移動し、水路を行き交う船を見学します。小さなボートに
乗ってギリシャ本土とペロポネソス半島を分かつ運河をセーリングします。軽食付きのツアーです。
＊参加人数に制限があります。ツアーの所要時間に港から運河までのバス移動 1.5 時間が含まれます。
2011 年 10 月末までの催行です。

PIR04

アテネとアクロポリス （約 4.5 時間）

歴史あるアテネの街の主要な広場や通りを観光するツアーです。標高 80 メートルの丘の上にそびえ、
数千年にわたってアテネのシンボルであり続けるアクロポリスを訪れます。ショッピングの時間も設けて
います。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様にはお勧めできません。

PIR08

アテネのパノラマツアー （3.5 時間）

アクロポリスまでの階段を上るのが辛い方でも、このツアーでしたらギリシャの首都アテネの雰囲気を
味わうことができます。港でお待ちしているガイドと共にバスで主要な見所を巡ります。ハドリアヌスの
門、バイロン卿の像、ゼウス神殿、シンタグマ（憲法）広場、無名戦士の墓といった新旧の名所を、ピレ
ウス港からアテネに向かう車窓から眺めながら、ガイドの説明を聞きます。また、国立庭園、オリンピッ
ク競技場、アカデミー、大学、国立図書館を巡ります。遠くからアクロポリスの丘を眺めた後はフリータ
イムがありますので、プラカ広場でのショッピングをお楽しみください。
＊すべての施設は外観のみの見学となります。

PIR09

古代ギリシャへの旅 (5.5 時間)

港でガイドと一緒にバスに乗り、歴史的に重要な都市の主要な通りと広場を巡るツアーに出発します。
アテネ市街に到着後、標高 80 メートルの丘にそびえる有名なアクロポリスを訪れます。アクロポリスは
数千年にわたってアテネのシンボルであり続けており、ギリシャの黄金期の傑作を見ることができます。
アクロポリスの丘まで 150 段の階段を上ると、エレクティオン神殿、アテナ・ニケ神殿、ギリシャのシンボ
ルであるパルテノン神殿が迎えてくれます。アテネの守護神である女神アテナを祀るパルテノン神殿は、
ギリシャ全土で最も大きく壮麗です。歩行者専用区域を歩いて近年改装された新アクロポリス博物館
へ。1.5 時間の見学時間を設けていますので、パルテノン神殿の彫像や大理石を十分に鑑賞いただけ
ます。お土産を買う時間もあります。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様にはお勧めできません。参加人数に制
限があります。

アルゴストリ（ケファロニア島／ギリシャ）

ARG01

ケファロニア島北部ドライブツアー （約 4 時間）

イオニア諸島のひとつ、美しいケファロニア島の風景を車窓から眺めながら、楽しくリラックスした半日をお
過ごしください。ミルトス村とアソス村で写真撮影をした後は、もうひとつの風光明媚な村フィスカルドを訪
れ、フリータイムをお楽しみいただきます。
＊ツアーには長時間のバス移動を含みます。

ARG02

パノラマツアーとメリッサニ洞窟 （約 4.5 時間）

アルゴストリ港からバスで聖アンデレ修道院に向かいます。フリータイムを過ごした後は、ニンフのメリッサ
から名づけられたメリッサニ洞窟へ。B の形をした二つの洞窟には海水と真水が混ざった水が満ち、中ほ
どには小島が浮かんでいます。ここではめったにない経験を味わえます。その後ロボラでワインの試飲を
し、サミ村ではのんびりと過ごします。絵のように美しいミストス・ビーチにも立ち寄りますので、写真撮影を
して旅の思い出を残してはいかがでしょうか。

ARG03

ドロガラティ洞窟とミルトス・ビーチ （約 4.5 時間）

300 年前の地震によって発見された世界で最も驚異的な洞窟群までは、バスで 45 分です。1 億年以上前
にできた数多くの鍾乳石や石筍を眺めながら歩いていくと、その音響効果から「神聖な部屋」と呼ばれる広
い空間に出ます。再び 45 分間バスに乗り、自然がそのまま残るミルトス・ビーチへ。険しい断崖に守られた
緩やかな弧を描くビーチの、きらきら光る砂浜でフリータイムをお楽しみください。
＊起伏の多い道を長時間歩きます。ミストス・ビーチの潮の流れは速いので、浅瀬で泳ぐことをお勧めしま
す。参加人数に制限があります。ビーチチェアやパラソルの料金は含まれておりませんが、現地で借りる
ことができます。

コトル（モンテネグロ）

KTR01

コトルとペラスト （約 4 時間）

地中海地域で中世の街並みが最もよく保存されているコトルの旧市街を徒歩で巡ります。左右非対称
の小道や広場、中世の重要なモニュメントの数々により、コトルはユネスコの世界遺産に登録されてい
ます。海洋博物館、聖トリプン大聖堂を見学後、優美な街ペラストへ移動。海運業で富を築いたモンテ
ネグロ沿岸のこの街は、バロック建築の宝庫であり、壮麗な宮殿や屋敷が並びます。ここでは海洋博
物館、聖ニコラ教会、美しいボカ湾に浮かぶ人工島に立つ岩の聖母教会を訪れます。

KTR02

モンテネグロ沿岸ツアー （約 4 時間）

荒野と田舎を訪ねる、自然がお好きな方向けのツアーです。山の一部が海に崩落してできたでこぼこ
岩の風景や、コトルとブドヴァの美しい街を楽しみます。近年、考古学の発見により、ブドヴァはアドリア
海沿岸で 2500 年前に人が定住した場所ということがわかりました。フリータイムでは歴史のある城壁
や要塞を見学したり、小道を散策しながら教会やカフェ、質の高い土産物店を発見してはいかがでしょ
うか。

KTR03

モンテネグロの起源ニェグシ （約 5 時間）

コトルからバスでニェグシ村へ。この古い村は、モンテネグロの歴史において最も重要なペトロヴィチ・
ニェゴシュ家の出身地です。現在は、伝統的な製法による風乾ハムとオイル漬けチーズの生産地とし
て知られています。ニェグシ村を後にしてツェティニェに向かいます。かつてモンテネグロの首都であっ
たこの街では、ペトロヴィチ城やその他の文化的・歴史的に重要なモニュメントを見学。ブドヴァに向か
う道中では、スヴェティ・ステファン、ミロサー、ブドヴァといった街があるモンテネグロの海岸沿いで停
車し、風光明媚な景色をお楽しみいただきます。

KTR04

ジャズ・ビーチ （約 4.5 時間）

モンテネグロで最も美しいビーチのひとつ、太陽の下、遮るもののない海の風景と透明な水をお楽しみ
ください。短時間のバス移動で、手付かずの自然と地中海地域の植物が茂る、砂浜のジャズ・ビーチに
到着。国の保護区となっているこのビーチは世界的に有名で、ローリングストーンズ、レニー・クラヴィッ
ツ、マドンナ等のコンサートが開かれたことがあります。泳いだり、冷たい飲み物を飲みながら日光浴を
したりしてフリータイムをお過ごしください。
＊参加人数に制限があります。お二人につき、2 脚のビーチチェアと 1 本のパラソルをご用意。1 ドリン
クが含まれています。6 月から 9 月半ばまでの催行で、天候によっては中止となる場合があります。

KTR06

高速ボートで行く青の洞窟 （約 4.5 時間）

ファイバーグラス製の丈夫なボートに乗り、海とモンテネグロの自然の完璧な調和を数時間、ご満喫く
ださい。海辺の小さな村々や丘、湾、小島の風景を眺めるうちに、自然の驚異が生み出した青の洞窟
に到着。洞窟の中で水に浸かることができます。詩的な人は、洞窟の中で泳ぐことを、「青の中への降
下」と表現します。というのも、青い海と光の反射によって洞窟の壁に映る様々な青い影の組み合わせ
があまりに美しいためです。次に訪れるミリステ・ビーチではお飲み物をご提供いたします。フリータイ
ムでは散策をお楽しみください。
＊参加人数に制限があります。1 ドリンクが含まれています。6 月から 9 月半ばまでの催行で、天候によ
っては中止となる場合があります。

ヴェネツィア（イタリア）

VCE01T/VCE01D ムラーノ島とブラーノ島 （約 5 時間）
フェリーに乗って、吹きガラスの生産で有名なムラーノ島へ。典型的なガラス工場を見学します。次は
上質なレース編みで有名なブラーノを訪れ、ショッピングをお楽しみいただきます。
＊解散場所は、クルーズを続けるお客様は港、下船されるお客様はヴェネツィアの空港となります。午
後 5 時 30 分以降のフライトをご利用になるお客様が対象です。
ご注意：事前に申し込みをされる場合、クルーズを続けるお客様の申し込みコードは VCE01T、ヴェネ
ツィアで下船されるお客様の申し込みコードは VCE01D となります。

VCE02T ムラーノ島、ブラーノ島、サン・マルコ広場 （約 6 時間）
フェリーに乗って、拭きガラスの生産で有名なムラーノ島へ。ガラス職人の技を見学します。次はレース
編みで有名なブラーノ島へ。ショッピングをお楽しみいただいたあとはサン・マルコ広場に移動。フリー
タイムを設けております。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。2010 年 12 月から 2011 年 4 月 9 日までの MSC マニフ
ィカのクルーズでは催行されません。

VCE03

サン・マルコ広場へのトランスファー (約 4 時間)

下船後荷物を港に預け、ボートで美しいサン・マルコ広場へ。フリータイムはヴェネツィアらしい迷宮の
ような小道の散策をお楽しみください。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動しま
す。
＊フライトが午後 4 時以降のお客様のみ対象で、空港で解散します。ガイドは同行しません。

VCE04T/D

ヴェネツィア発見 (約 4 時間)

有名なサン・マルコ広場にボートで到着、ガイド付きツアーが始まります。ヴェネツィア共和国の歴代総
督の住居であったドゥカーレ宮殿を訪れます。宮殿は 1309 年から 1424 年にかけて建設され、1574 年
の火災で大きな損傷を受けましたが、その後当初のゴシック様式に再建。16 世紀以降、宮殿と隣接す
る牢獄がかの有名な「嘆きの橋」によってつながりました。宮殿内の大広間の数々をガイドの説明を聞
きながら見学。サン・マルコ寺院、サン・マルコ広場、「嘆きの橋」についての説明も聞きます。
＊下船されるお客様はヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港が解散場所になります。ヴェネツィアか
らのフライトが午後 5 時 30 分以降のお客様が対象です。クルーズを続けるお客様は港に戻ります。ヴ
ェネツィア市街が洪水の場合、徒歩ツアーは制限されるか別のルートに変更される可能性があります。
木製の仮設通路を渡る際、混雑が予想されます。

VCE05T/D

ゴンドラと徒歩ツアー (約 4 時間)

ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、ゴンドラでの運河巡りです。水路か
ら水路へ移動しながら、橋や壮麗な宮殿、迷宮のような小道を眺めます。サン・マルコ広場でフリータイ
ムを過ごし、ガイドの案内で小道を探索します。
＊所要時間 40 分のゴンドラ観光にはガイドは同行しません。下船されるお客様はヴェネツィアのマル
コ・ポーロ国際空港が解散場所になります。ヴェネツィアからのフライトが午後 5 時 30 分以降のお客様
が対象です。クルーズを続けるお客様は港に戻ります。ヴェネツィア市街が洪水の場合、徒歩ツアーは
制限されるか別のルートに変更される可能性があります。木製の仮設通路を渡る際、混雑が予想され
ます。雨天中止となる場合がありますので、催行の有無は船上でご確認ください。

VCE06D ゴンドラと徒歩ツアー、空港へのトランスファー （約 4 時間）
ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、ゴンドラでの運河巡りです。下船後、
荷物を港に預け、ボートでサン・マルコ広場へ。少し歩いてゴンドラ乗り場に向かいます。水路から水路
へ移動しながら、橋や壮麗な宮殿、迷宮のような小道を眺めます。サン・マルコ広場でフリータイムを過
ごした後は地元のガイドの案内で小道を探索。港で荷物を受け取り、ヴェネツィアのマルコ・ポーロ空
港に移動します。
＊ヴェネツィアの空港で午後 5 時 30 分以降のフライトをご利用のお客様対象です。40 分のゴンドラ乗
船時にはガイドは付きません。

VCE07D ヴェネツィア発見ツアーと空港へのトランスファー （約 4 時間）
下船後、荷物を港に預け、ボートでサン・マルコ広場へ。ガイドの案内で、ヴェネツィアで最も重要なゴ
シック建築のひとつであり、歴代総督の住居であったドゥカーレ宮殿を訪れます。宮殿は 1309 年から
1424 年にかけて建設され、1574 年の火災で大きな損傷を受けましたが、その後当初のゴシック様式に
再建。16 世紀以降、宮殿と隣接する牢獄がかの有名な「嘆きの橋」によってつながりました。宮殿内の
大広間の数々をガイドの説明を聞きながら見学。サン・マルコ寺院、サン・マルコ広場、「嘆きの橋」に
ついての説明も聞きます。港で荷物を受け取り、ヴェネツィアのマルコ・ポーロ空港に移動します。
＊ヴェネツィアの空港で午後 5 時 30 分以降のフライトをご利用のお客様対象です。

MSC クルーズ主催寄港地観光ツアーは、船上でお申込を承っております。
ツアー代金、内容は乗船後、寄港地観光ツアーデスクにてご確認ください。
この寄港地観光プログラムは 2010 年 4 月 7 日時点の情報です。料金とツアー内容は予告なしに変わ
ることがあります。正確な情報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。

