2015/3/13現在
日にち

寄港地

コース名
4 Glacier Adventure by Helicopter
氷上のヘリコプター観光（着陸有り）

Alaska Salmon Bake
アラスカサーモン ベイク(食事付）

料⾦
大人 ＄369.95
子供 ＄369.95

大人 $46.95
子供 $24.95

Best of Juneau! Whale Watching
Quest, Mendenhall Glacier & Orca
Point Lodge
大人 $199.95
ベストオブジュノー！ホエールウォッチングとメンデ
子供 $109.95
ンホール氷河&オルカポイントロッジ(食事付）
Discover Alaska's Whales
アラスカのクジラ再発⾒（軽食付）

Evening Whale Watching Quest
クジラ⾒学（⼣⽅出発）（軽食付）

3日目

ジュノー
(アメリカ）

Five Glacier Seaplane Exploration
⽔上⾶⾏機よりの5つの氷河⾒学
Fly-Out Fly Fishing Adventure
⾶⾏&釣りアドベンチャー(軽食付）

Gold Panning Adventure & Alaska
Salmon Bake
砂⾦探しとサーモンベイク(食事付）

Historic Gold Panning Adventure
ヒストリカル砂⾦アドベンチャー

Mendenhall Glacier & Evening Whale
Quest
メンデンホール氷河とクジラ⾒学（⼣⽅発）

Helicopter Flightseeing & Glacier
Walkabout
ヘリコプター観光＆氷河上徒歩観光 (軽食
付）

所要時間

健脚度 低⇒⾼

訪問箇所 ≪外観のみの観光、⾞窓観光も含みます。≫

健脚度 低

ジュノーの氷原上をヘリコプターで⾶⾏。タク氷河等を目近に機内から観光。その後氷河上に着陸します。アラスカ氷河をその⾜で歩いてご堪能ください。ヘリコプターに
乗っている時間は約30-35分間、氷河の上を歩く体験は約20分間ご体験頂きます。
＜注記＞氷河⽤ブーツは貸し出し致します。ヘリコプター観光の全参加者はチェックインの際に体重とお荷物の測定があります。体重113kg以上の⽅は追加代⾦が
徴収されます。氷河での滞在時間天候、氷河の状況により変更になる事がございます。また、ご搭乗に際し、英⽂契約書にサインしていただく必要がございます。

1時間30分 健脚度 低

新鮮なサーモンをアラスカ産アルダーウッドの薪でバーベキューをします。チキンB.B.Q.、パスタ、チルクート豆の焼き物、トンガス米のピラフ、ゴールドラッシュポテト、サラダ
等をお飲み物と共にご賞味下さい。（ビールとワインは別料⾦で購⼊可能）場所は温帯⾬林が⻘々と茂る川沿いで、⾬天でもお楽しみいただけますよう、透明な屋
根が設けられています。地元の⾳楽を聞きながら、お楽しみ下さい。食後は燃え盛るキャンプファイヤーでマシュマロを焼いたり、サーモンが産卵する滝壷や歴史的なワグ
ナー鉱⼭跡などの散策をお楽しみいただけます。シャトルバスが運⾏されますので⾃由に帰船いただけます。
＜注記＞⾞椅子ご利⽤者には利⽤交通機関への乗降とサーモン・ベイクの際凸凹道を通りますのでお勧めできません。暖かい服装でご参加ください。

6時間15分 健脚度 低

メンデンホール氷河のビジターセンターを訪れます。ここで、氷河に関する展⽰品を解説と共に⾒学します。次に、素晴らしい景⾊をお楽しみいただきながらバスでオーク
湾へ進み、到着すると特別設計された双胴船へと乗り込みます。大きな窓に囲まれ暖かく、快適なキャビンのあるその船でステファンパッセージを運⾏します。ザトウクジ
ラで有名なこのエリアで⼀度クジラを発⾒すれば、船⻑が船をうまく操り、シャッターチャンスを作ってくれます。最上階の観測デッキでは暖かいジャケットなどが必要です。
クジラの呼吸の⾳が聞こえるくらいの位置まで近づくことができます。必ずクジラを⾒られることができるでしょう。もしクジラを⾒ることができなかった場合、US＄100をご返
⾦いたします。過去10年間クジラを⾒られなかったことはございません。船内にお⼿洗いは完備されています。最後に、コルト島にあるオルカポイントロッジにてサーモンベ
イクをご⽤意致しておりますのでご賞味下さい。
＜注記＞お⼿洗いは全ての訪問地にございます。乗降の機会が多いため⾞椅子ご利⽤者にはお勧めできません。

2時間

大人 $169.95
子供 $84.95

3時間45分 健脚度 低

大人 ＄169.95
子供 $99.95

3時間30分 健脚度 低

大人 ＄214.95
子供 $184.95

1時間15分 健脚度 中

エアコンのついた乗員20名程度の⼩さな船にてザトウクジラの野⽣の⽣態に迫ります。オーク湾から出発し、ガイドはアラスカのザトウクジラの⽣態について説明致しま
す。より深くクジラの⽣態を知るためにGPSをつけてクジラの⽣態を観察したり、定点観察をすることでより深い知識を得ることが出来ます。クルーズ中はアザラシ、イル
カ、アシカなど他の海の⽣物も⾒ることができるでしょう。
＜注記＞全アクティビテイはアラスカ大学とアラスカ海洋アドバイザープログラムの協⼒によって催⾏されています。クジラが⾒れない場合は＄100の返⾦に応じます。参
加者は約180Mを歩く能⼒が必要です。暖かい服装でご参加ください。ミネラルウォーターとスナックが配布されます。英⽂契約書にサインしていただく必要がございま
す。
特別設計された双胴船へと乗り込みます。大きな窓に囲まれ暖かく、快適なキャビンのあるその船で、ザトウクジラ、アシカ、イルカ、アザラシ、および海⿃などが頻繁に⾒
られる有名なこのエリアを操⾏。船⻑が船をうまく操りますので、シャッターチャンスを逃さないように。アラスカの雰囲気をお楽しみ下さい。ツアー中にはさまざまなスナック
（トナカイのソーセージ、スモークサーモン、チーズ等）がお楽しみ頂けます。紅茶、コーヒー、ココアも無料です。ビール、ワイン、ソーダ類はご購⼊いただけます。
＜注記＞クジラが⾒られなかった場合、US＄100を返⾦致します。このツアーはジュノーに日没後も停泊しているクルーズに限り、催⾏されています。
アラスカでは重要な交通⼿段でもある⽔上⾶⾏機に乗り、空から５大氷河をご覧頂きます。トンガス国⽴公園の上空を通り、ジュノー氷原へ上空へ。ここより流れ出
すノリス、ホールインザウォール、タクなど美しい氷河の景⾊をお楽しみください。参加者全員に窓際の席が⽤意されています。

5時間30分 健脚度 中

⽔上⾶⾏機で釣り場まで⾶⾏し、⼿付かずの豊富な⾃然で有名な場所へガイドと⼀緒に参ります。到着するとまず、ガイドより説明、釣り道具の貸し出しがあります。
キャッチアンドリリースを基本に、マスやサーモンなど、アラスカでの釣りをお楽しみ下さい。ここで、スモークサーモンやお飲み物もご⽤意致しております。
＜注記＞釣りはキャッチアンドリリースのみです。アラスカ州法により、釣りをされる⽅は⼀日券（US$20）をガイドから現⾦でお買い求めいただく必要がございます。⻑
靴のサイズは約21.5cmから33cmです。8歳未満のお子様にはご参加いただけません。

大人 $89.95
子供 $49.95

3時間

ラスト・チャンス・バシンへお連れします。近くのゴールド・クリークでパニング(⽐重の重い砂⾦を流⽔を使って探し出す)を楽しみます。⾒付けた⾦は全てお持ち帰りいた
だけます。引き続きアラスカ東南部の⾬林と滝を背景にサーモン・クリークでアラスカ風サーモン・ベイクを楽しみます。新鮮なサーモンをアラスカ産アルダーウッドの薪でバー
ベキューをします。チキンB.B.Q.、パスタ、チルクート豆の焼き物、トンガス米のピラフ、サラダ、パン、レモネード、コーヒー或いは紅茶と共にご賞味下さい。（ビールとワイ
ンは別料⾦で購⼊可能）場所は南アラスカ地区の川沿いで、⾬天でもお楽しみいただけますよう、透明な屋根が設けられています。地元の⾳楽を聞きながら、お楽し
み下さい。食後は燃え盛るキャンプファイヤーでマシュマロを焼いたり、サーモンが産卵する滝壷や歴史的なワグナー鉱⼭跡などの散策をお楽しみいただけます。シャトル
バスが運⾏されますので⾃由に帰船いただけます。
＜注記＞⾞椅子ご利⽤者にはラスト・チャンス・ベイスンとサーモン・ベイクで凸凹道を通りますのでお勧できません。

大人 ＄59.95
子供 ＄34.95

1時間30分 健脚度 中

大人 $444.95

大人
子供

＄189.95
＄99.95

大人 $399.95

健脚度 中

4時間45分 健脚度 低

3時間

健脚度 中

採掘者のコスチュームを⾝にまとったガイドがラスト・チャンス・バシンへお連れします。ここではゴールドラゥtシュの時代のことを知ることが出来ます。その後は砂⾦探し体
験です。採った砂⾦はお⼟産としてお持ち帰りいただけるだけでなく、砂⾦体験の証明書も発⾏してもらうことが出来ます。砂⾦が沢⼭取れる場所で体験しますので、
ラッキーであれば、沢⼭の砂⾦をお持ちかえりいただくことが出来ます。
＜
注記＞⾞椅子ご利⽤の⽅はご参加いただけません。
まず、アラスカで⼀番有名な氷河、メンデンホール氷河へ向かります。ビジターセンターでは氷河の歴史やメカニズムなど詳しく知ることが出来ます。ビジターセンターを後
すると、豪華な双胴船に乗船し、クジラをはじめとする海洋⽣物の観察をします。ベテランの船⻑は、なるべくクジラに近づけるように船を操作します。船には⾃然科学
者も乗船し、クジラの⽣態について更に詳しい説明をきくことが出来ます。クジラの他にもオットセイ、ネズミイルカ、アシカ、ハクトウワシなどアラスカの⽣物をみることが出
来ます。また船上ではベーコン、や⽜⾁、スモークサーモンとチーズ、野菜盛り合わせにエビのディップとデザートや焼き菓子などを紅茶、ココアなどと共に提供されます。ア
ルコールご希望の⽅は別料⾦にて承ることが出来ます。
＜注記＞暖かい上着をお持ちください。このツアーはクジラが⾒えることをっ保証していますが、万
が⼀⾒えなかった場合には＄100返⾦致します。このツアーはジュノーに停泊する日のみご利⽤頂けます。船にトイレが設置されています。
1時間ほどの氷河徒歩観光です。ガイドが氷河、周りを囲む地域、そして必要⽤具の使⽤⽅法などを説明致します。途中、沢⼭の写真撮影に機会があります。
＜注記＞暖かい服装でご参加ください。⾬・風をしのぐジャケット・ブーツ・⼿袋はご⽤意致しております。⾞イスご利⽤者には適していません。8歳未満のお子様にはご
参加いただけません。体重110kg以上の⽅は追加料⾦が必要となります。ヘリコプターチェックインの際、全参加者の体重とお荷物の測定を⾏います。

2015 ms Westerdam アラスカ エクスプローラー 寄港地観光（抜粋）

2015/3/13現在
日にち

寄港地

コース名
Mendenhall Glacier & Gardens
メンデンホール氷河＆庭園
Mendenhall Glacier & Tram
メンデンホール氷河＆ロープウェイ

Mendenhall Glacier, Hatchery &
Salmon Bake
メンデンホール氷河と養鶏場とサーモンベイク
(食事付）
Mendenhall Glacier & Whale Quest
メンデンホール氷河とクジラ⾒学(軽食付）

Mendenhall Glacier Explorer
メンデンホール氷河エクスプローラー

3日目

ジュノー
(アメリカ）

Grand Tour of Juneau: Glacier,
Rainforest Garden & Tram
グランドツアー ジュノー
グレーシャー、レインフォレストガーデン＆トラム
(軽食付）

料⾦
大人 $69.95
子供 $34.95
大人 $64.95
子供 $29.95

Taku Glacier Lodge, Feast & Five
Glacier Seaplane Discovery
タク氷河ロッジ、アラスカのごちそう、⽔上⾶⾏
機での⾶⾏
Whale Watching & Wildlife Quest
ホエールウォッチング＆ ワイルドライフクエスト

Whales & Mendenhall Glacier Photo
Safari
クジラ ＆ メンデンホール氷河写真サファリ

健脚度 低⇒⾼

4時間30分 健脚度 中

4時間

健脚度 中

大人 ＄79.95
子供 ＄39.95

4時間

大人 ＄164.95
子供 ＄79.95

5時間15分 健脚度 低

大人 $39.95
子供 $19.95

3時間

大人 $89.95
子供 $39.95

Mendenhall Glacier By Helicopter
& Guided Walk
大人 $299.95
氷上のメンデンホール氷河ヘリコプター観光とガ 子供 $299.95
イドウォーク
Taku Glacier Hovercraft Adventure
タク氷河ホバークラフトアドベンチャー(軽食付）

所要時間

4時間30分

2時間15分

健脚度 中

健脚度 低

サンダーマウンテンにある多⾬林のグレイシャー・ガーデンでは樹林や滝に周囲を囲まれた中央大広間のつり棚から下がる花々を観賞。屋根付きシャトルで、庭園の樹
林や動物たちに関する解説を聴きながら廻ります。途中、⼭頂からの景⾊をお楽しみ下さい。次にメンデンホール氷河ではビジターセンターを訪れ氷河に関する展⽰の
解説を受けながら⾒学します。その後、遊歩道を⾃由散策し、氷河や森林の美しい景⾊をご堪能下さい。写真撮影の絶好の機会です。
美しいジュノーの街を通過し、メンデンホール氷河へと向かいます。1時間30分の氷河地域散策時間中、ガイドが⾒所をご案内致します。ビジターセンターでは展⽰物
やショートフィルムをご覧になり、氷河の歴史を学ぶことができます。美しい⼩道を歩きながら、滝や氷河の景⾊をお楽しみください。その後市街地へ戻り、、ロープウェイ
にてロバーツ⼭の⼭上へ。市街地を散策した後、⼭上へ⾏くことも可能です。その場合約1時間30分程⼭上を散策する時間をご⽤意ください。
ジュノーのダウンタウンを散策した後メンデンホール氷河に向かいます。ビジターセンターでは少しお時間を取ります。サーモンの養鶏場ではこの産業がアラスカ経済にとっ
てとても大切なものであることがお分かりになるでしょう。そのg、アラスカ名物、サーモンベイクをお楽しみ頂きます。チキンのグリル、ゴールドラッシュポテト、チルクート豆の
焼き物、トンガス米のピラフ、サラダ、パン、レモネード、コーヒー或いは紅茶と共にご賞味下さい。（ビールとワインは別料⾦で購⼊可能））場所は南アラスカ地区の
川沿いで、⾬天でもお楽しみいただけますよう、透明な屋根が設けられています。地元の⾳楽を聞きながら、お楽しみ下さい。食後は燃え盛るキャンプファイヤーでマ
シュマロを焼いたり、サーモンが産卵す る滝壷や歴史的なワグナー鉱⼭跡などの散策をお楽しみいただけます。
＜注記＞⾞椅子の⽅にはを通りますのでお勧めきません。氷河での時間は約75分です。
まず、アラスカで⼀番有名な氷河、メンデンホール氷河へ向かります。ビジターセンターでは氷河の歴史やメカニズムなど詳しく知ることが出来ます。ビジターセンターを後
すると、豪華な双胴船に乗船し、クジラをはじめとする海洋⽣物の観察をします。ベテランの船⻑は、なるべくクジラに近づけるように船を操作します。船には⾃然科学
者も乗船し、クジラの⽣態について更に詳しい説明をきくことが出来ます。クジラの他にもオットセイ、ネズミイルカ、アシカ、ハクトウワシなどアラスカの⽣物をみることが出
来ます。
＜注記＞暖かい上着をお持ちください。このツアーはクジラが⾒えることをっ保証していますが、万が⼀⾒えなかった場合
には＄100返⾦致します。船にはトイレが設置されています。氷河での時間は約60分です。
メンデンホール氷河の⼊り口メンデンホールバレーよりガイドが氷河を楽しめるポイントをご紹介いたします。メンデンホール氷河センターでは写真撮影ポイントより写真を
撮影いただいたり、氷河の歴史をご覧いただけます。ここから数々の⼭道がありますので⾃由時間に歩いてみてもいいでしょう。クマ出没の可能性があるため、食べ物の
持ち込みは禁止されております。

健脚度 中

ジュノー市内よりトンガス国⽴森林公園内にあるメンデンホール氷河へそこで90分間、お好きな⼭道を歩いたり、滝をみたりする散策時間を設けます。その後、ビジター
センターでは展⽰物やショートフィルムをご覧いただき、氷河の歴史を学んでください。その後、バスに乗⾞し、レインフォレストガーデンへご案内致します。ご⾃⾝にて興
味の赴くまま、セルフガイドツアーでお楽しみ下さい。その後、ローカルの⽅からアラスカでの暮らしなどに⽿を傾けながら、ペストリーなどのスナックとお茶の時間をお楽しみ
下さい。その後、市街地へ戻り、ロープウェイにてロバーツ⼭の⼭頂へ。。市街地を散策した後、⼭上へ⾏くことも可能です。その場合約1時間30分程⼭上を散策する
時間をご⽤意ください。

健脚度 中

ジュノーの⾬林や⼭々の上空を⾶⾏しながらメンデンホール氷河へ。所々で氷河の分かれ目から深い⻘⾊がご覧いただけます。その後氷河上に着陸します。経験と知
識が豊富なガイドと共に、氷河上を歩⾏致します。
＜注記＞サングラスをご着⽤下さい。。氷河上を歩⾏するためのブーツはご⽤意致しております体重110kg以上の⽅は追加料⾦が必要となります。保安のためヘリコ
プターで⾶⾏の際、お荷物はお持ち頂けませんが、預けられる場所がございます。
広大なタク氷河をホバークラフトで縦横無尽に楽しみます。ホーバークラフトとは⽔⾯、氷河、陸地を⾛ることができるエコフレンドリーな双胴船です。定員は8名で、メイ
ンキャビンは暖房完備で景⾊が良く⾒えるよう設計してあります、尚、この船は最⾼で35ノットの速さにもなります。氷河ではガイドの案内にて、約30分間ご⾃分の⾜
で氷河を⾒学して頂くことが出来ます。帰路ではクジラやアシカ、タカなどをみていただきながら、スナックと飲み物をお楽しみ頂けます。
＜注記＞氷河を楽しんで頂くため暖かい服装でご参加下さい。108キロを超える⽅はご参加頂けません、タラップを登り下り不可能なお客様はご参加いただけませ
ん。

大人 $319.95
子供 $239.95

4時間

健脚度 中

大人
子供

$299.95
$259.95

3時間

健脚度 中

大人
子供

$139.95
$79.95

4時間

健脚度 低

大人
子供

$199.95
$179.95

5時間

訪問箇所 ≪外観のみの観光、⾞窓観光も含みます。≫

健脚度 低

⽔上⾶⾏機でのみアクセスが可能なタク氷河ロッジへ⾏き、素晴らしい眺めとアラスカ料理をご堪能ください。新鮮なアラスカ産のグリルサーモン（⿂が苦⼿な⽅にはチ
キンのご⽤意もございます）、タクベイクドビーンズ、コールスロー、⼿作りのデザートやビスケット、パンがお召し上がり頂けます。ジュノーへ戻る前に、ロッジ周辺の散策を
お楽しみください。
＜注記＞⽔上⾶⾏機では参加者皆様に窓側の席をご⽤意しております。ナレーションは日本語もご⽤意しております。
ウォータージェット双胴船にてクジラが100％⾒ることができると保証つきのホエールウォッチングツアーに参加します。暖房つきて大きな窓つきのキャビンからステファンズ・
パッセージ、をクルーズします、この場所は夏の間、ザトウクジラがよくやってくることで有名です。船⻑はクジラを⾒つけた場合、できる限り皆様によく⾒えるように船をナビ
ゲートします。船内の⾃然ガイドはこの地域のクジラやシカ、アザラシ、アシカなどの⽣態についてご説明します。
＜注記＞暖かい服装でご参加ください。もしクジラを⾒ることができなかった場合、US＄100をご返⾦いたします。過去10年間クジラを⾒られなかったことはございませ
ん。船内にお⼿洗いは完備されています。双眼鏡とお⼟産マップ、スナックとドリンクが配られます。
プロの⾃然写真ガイドとともにクジラ〜氷河まであらゆる瞬間を保存しましょう。隠れた撮影スポットや撮影⽅法などのテクニックを伝授しなどのごどんなレベルの⽅もお楽
しみいただけるツアーです。14名までの⼩さなグループにて、サファリタイプの撮影に適した⾞にてメンデンホール氷河などを周ります。ザトウクジラやシャチ、アシカやオット
セイ、タカなど興味の赴くままマジカルモーメントを切り取ってください。
＜注意＞もしクジラを⾒ることができなかった場合、US＄100をご返⾦いたします。過去10年間クジラを⾒られなかったことはございません。参加者は1キロ程度歩ける
ことが条件になります。

2015 ms Westerdam アラスカ エクスプローラー 寄港地観光（抜粋）

2015/3/13現在
日にち

寄港地

コース名
Birds, Bears & Barnacles
アラスカの⿃、熊、フジツボの観察

料⾦
大人
子供

Explore Sitka , Raptor Center &
Native Tales
シトカ名所巡り、猛禽類セ
大人
ンターと原住⺠の物語
子供

$84.95
$49.95

$64.95
$39.95

所要時間

健脚度 低⇒⾼

3時間30分 健脚度 中

3時間15分 健脚度 低

Sea Otter & Wildlife Quest
ラッコと野⽣⽣物観察(軽食付）
大人
子供

Otter, Raptors & Bears – Oh My!
ラッコ探索,猛禽類センターと熊保護地域
(軽食付）

5日目

シトカ
（アメリカ）

Sitka Bike & Hike
シトカの⾃転⾞とハイキング観光

Historic Sitka
歴史的なシトカ
Tongass Rain Forest Nature Hike
トンガス国⽴公園のハイキング

Wild Arts Artist Walk: Hot Italian
Glass
ワイルドアート：イタリアングラス
体験
Sitka's Great Adventure
シトカグレートアドベンチャー

大人
子供

$124.95
$79.95

$179.95
$109.95

3時間

5時間

健脚度 低

健脚度 低

大人
子供

$239.95
$239.95

6時間30分 健脚度 中

大人
子供

$50.95
$29.95

3時間

大人
子供

大人
子供

大人
子供

$79.95
$59.95

$59.95
$59.95

$199.95
$159.95

3時間

健脚度 中

健脚度 中

2時間30分 健脚度 中

6時間

健脚度 ⾼

訪問箇所 ≪外観のみの観光、⾞窓観光も含みます。≫

このツアーではハクトウワシを間近で観察できるチャンスがあります。アラスカ猛禽類センターでは特にハクトウワシについてのプレゼンテーションを聞くことができます。次に
フォートレス オブ ザ ベアーにてアラスカ沿岸にするブラウンベアーの⽣態や飼育員による餌付けなどをご覧いただけます。その後、シトカ海洋科学センターにてシトカ沿
岸に⽣息している海洋植物やサーモンの養殖場などをご覧いただけます。
ワシの⽣態系、ロシア領⼟時代の建築物、原住⺠に伝わる物語、アラスカ最古の国⽴公園を巡るツアーに出かけましょう。まずは歴史地区をドライブしながらトーテム
スクエアとキャッスルヒルを⾞窓より⾒学致します。その後開拓者住居、ロシア司教の家、要塞などを通り過ぎてアラスカ猛禽類センターへご案内致します。こちらでは施
設内の⾒学とワシによるプレゼンテーションをご覧頂きます。シトカ歴史国⽴公園では豊かな⾬林とトリンギット⺠族の豊かな⽂化を象徴するトーテムポールの間の散策
をお楽しみ下さい。ビジターセンターでは現地の芸術家たちの展⽰品をご覧になりながら、シトカの歴史を学ぶことが出来るでしょう。その後ナァカヒディコミュニティハウスへ
ご案内し原住⺠の物語と歌を
お楽しみ頂きます。ツアー後に市内を散策希望の⽅は、街中でバスを降りることが出来ます。個人で天使⾸ミハイル大聖堂の内観⾒学希望の⽅には⼊場料が含まれ
ております。
南部アラスカの狭い⽔路⽤に設計されたジェット・ボートで確実に野⽣動物が⾒られるクルーズへ。上部展望甲板からラッコ、クジラ、アシカ、イルカ、ゴマフアザラシ、熊、
⿅、ハクトウワシやその他の海⿃等の観察をお楽しみ下さい。乗船中、⾃然研究者から周辺の⽣態系の解説があります。船内には温かく大きな船窓のあるキャビン、
スナックバー、お⼿洗い所等の施設があります。このツアーではラッコ、クジラまたは熊の観察を保証していますが、万⼀⾒られなかった場合、$100（子供$50）を最
後にご返⾦致します。ツアーの前⼜は後に個人で聖ミカエル・ロシア正教会の内観希望の⽅には⼊場料が含まれています。
＜注記＞暖かい服装でご参加下さい。レインコートもお持ちください。展望甲板で必要です。午後出発のツアーに参加の⽅は出発前に教会訪問を済ませて下さい。
ツアーチケットで⼊場可能です。

シトカの人気ある2種の⾃然⽣物観察に⾏きましょう。まずウォータージェットパワーボートで、ラッコ、クジラ、アシカ、イルカ、ゴマフアザラシ、熊、⿅、ハクトウワシやその他
の海⿃等の観察をお楽しみ下さい。次に猛禽類センターを訪れます。ここには傷ついた野⿃の⼿当てをするクリニックがあり、他に屋外⾃然⽣息地、⾶⾏トレーニング
センターをご覧いただいた後、フォートレス・オブ・ベアー（熊の保護地域）に⽴ち寄ります。ツアー後は⾃由にシツカを散策頂けます。
＜注記＞このツアーではラッコ、クジラまたは熊の観察を保証していますが、万⼀⾒られなかった場合、$100（子供$50）を最後にご返⾦致します。
暖かい服装でご参加下さい。展望甲板で楽しくご覧いただけますよう、防⽔加工された上着をお持ちになられることをお勧め致します。
アラスカのフィヨルド、多⾬林、ワイルドフラワー、連なる⼭々の美しい景⾊からデビットソン氷河までをお楽しみください。26人乗りの探検ボートで70分かけて、北米で最
も深いと言われるフィヨルドを探検します。クジラ、アシカ、トドなどをご覧頂けることでしょう。その後、アラスカでもっともうつくしいと言われているグレーシャーポイントという浜
へまいります。そこから息をのむように⻘く美しい湖⾯と氷河をご覧いただけることでしょう。このツアーはまた約30メートルの大きなカヌーに乗り、氷河のすぐそばまで近づく
ことが出来ます。ツアー中は熟練のガイドが皆様のご質問にお答え致します。このツアーにはピクニックランチが含まれています。
＜注意＞7歳以下のお客様はご参加頂けません。158キロを超えるお客様はご参加頂けません。 こちらのツアーは2002-2007 と2010
のベストツアー賞に選ばれており、また2002と 2004-2007にはベストツアーガイド賞を受賞しています。
シトカの歴史を辿るツアーです。シェルドンジャクソン博物館（⼊場観光）、シトカ歴史公園（⼊場観光）、ロシア司教の家、キャッスルヒル、ロシアンブロックハウス、
ジャポンスキー島、天使⾸ミハイル大聖堂（⼊場観光）をご案内致します。ツアーの最後にはロシア舞踊をご覧いただきます。
トンガス国⽴森林公園をハイキングします。バスでハイキングの開始地点Starrigavin Muskeg Trailまで移動した後、ガイドと共にハイキングに出かけましょう。
Starrigavinの⼊り江、Starrigavin野⿃観察エリア、モスキートコーブトレイル、などを歩いて巡ります。
＜注記＞トイレはStarrigavin野⿃観察エリアにございます。全⻑は約6.5キロの道のりですが、グループによって加減することができます。⾬天決⾏となります。⾬具
やミネラルウォーターは提供されます。8歳未満のお子様はご参加頂けません。⾞椅子の⽅はご参加いただけません。禁煙のツアーです。
シトカは太平洋のパリとも知られおり、ファインアートが盛んです。そのきっかけとなったベネチアングラスです。ガイドとともにシトカにあるギャラリーを訪ね、プロによる⾦、銀
のデモンストレーションや宝石の制作現場をご覧頂きます。そしてWild Arts Gallery＆Studioではデモンストレーションとともにご⾃⾝でガラス細工に挑戦していただ
くことが出来ます。体験の後はフリータイムを設けますので、ご⾃由にギャラリーをご覧頂いたり、お⼟産を⾒つけて頂くことが出来ます。
＜注記＞14歳未満のお子様はご参加いただけません。
このツアーは、ボート乗船体験、⽔に浮かぶ家々のエリアへの訪問、湿地や国⽴森林エリアへの訪問及び釣りもしくはカヌーを体験していただくことが出来ます。クレセン
ト湾よりボートに乗船し20分間、船の上からワシやアシカ、ラッコ、クジラや⿃な度海洋⽣物をご覧頂きます。また⽔中に浮かぶ家々もここからご覧いただくことができま
す。その後、トンガス国⽴森林公園に移動し⼭道を歩きます。⼭道では⽕⼭性の海岸線を歩いたり、写真を取ったりしてお楽しみください。
<注記＞9歳未満のお子様、妊娠中のお客様、背中、または⾸に問題があるお客様はご参加いただけません。参加者はボートに乗り降りできる⽅に限ります。⾃然
⽣物が⾒れるかどうかは保証致しかねます。

2015 ms Westerdam アラスカ エクスプローラー 寄港地観光（抜粋）

2015/3/13現在
日にち

寄港地

コース名
Misty Fjords & Wilderness Explorer
ミスティフィヨルド国定天然記念物(軽食付）

Totem Bight State Park & Ketchikan
Highlights
トーテムバイトステート公園とケチカン ハイライト

Everybody Duck!
ケチカン⽔陸両⽤ダックツアー

Ketchikan Salmon Fishing
ケチカンサーモン釣り(軽食付）

Saxman Native Village ＆Lumberjack
Show
サックスマン⺠族村と⽊こりショー
6日目

ケチカン
(アメリカ）
Magnificent Misty Fjords be
Floatplane
⽔上⾶⾏機でフィヨルド⾒学

Tatoosh Island Sea Kayaking
タトゥーシュ島でシーカヤック

料⾦
大人
子供

$184.95
＄99.95

大人
子供

$44.95
＄49.95

大人
子供

$39.95
＄19.95

大人
子供

$199.95
＄199.95

大人
子供

$89.95
＄34.95

大人
子供

$239.95
＄199.95

大人
子供

$159.95
＄79.96

The Great Alaskan Lumberjack Shoｗ
アラスカ⽊こりショー
大人
子供

$35.95
＄19.95

Totem Bight & Lumberjack Show
トーテムバイト&⽊こりショー

Wilderness Exploration & Crab Feast
⾃然探訪クルーズと蟹料理

大人
子供

$74.95
＄29.95

大人 ＄161.95
子供 ＄79.96

所要時間

健脚度 低⇒⾼

4時間30分 健脚度 低

2時間30分 健脚度 中

1時間30分 健脚度 中

5時間

健脚度

3時間45分 健脚度

2時間

健脚度

4時間30分 健脚度

1時間15分 健脚度

低

訪問箇所 ≪外観のみの観光、⾞窓観光も含みます。≫

ケチカンの東35kmに広がる壮麗なミスティ・フィヨルド国定天然記念物は、海崖、険しいフィヨルド、そして海⾯から900mの⾼さに突き上がるようにそびえる岩壁などが
織りなす⾃然景観のモザイクです。快適なキャビンのあるその船でベームカナル、ルディヤード湾を進みながら、素晴らしい景⾊をお楽しみください。途中ハクトウワシやク
ジラ、アシカなどアラスカの野⽣動物もご覧になれるでしょう。船上ではスナックやお飲物もお楽しみ頂けます。＜注記＞電動⾞いすをご利⽤の⽅にはご参加頂けませ
ん。暖かい、⾬除けのジャケットをお持ちください。どの天候でもツアーは決⾏されます。野⽣動物が⾒られる可能性は⾼いですが、保証はされておりません。
バスでケチカンを出発し、ガイドがクリークストリートの歴史などを説明します。その後、トーテムポールで有名なサックスマンビレッジに到着すると、公園にあるトーテムポー
ルの説明を受け、ビーバーの家をご覧いただいた後、リビー缶詰工場のあるジョージインレットへと参ります。男⼥がこつこつと働いていた昔の様子とアラスカサーモンの加
工⽅法の映像ビデオをご覧いただいた後、カネリー港からウォータージェットへ乗船します。暖かく快適なキャビンにはスナックバーとお⼿洗いを完備しております。氷河に
よって削られたジョージインレットや、アラスカ南東部の森林や海の歴史などについて説明します。クルーズ中、ワシ、アザラシ、イルカなど⾃然動物がボート上から⾒られる
こともあります。⼀度野⽣動物を発⾒すれば、船⻑が船をうまく操り、シャッターチャンスを作ってくれるでしょう。トンガス海峡に⼊ると、アラスカで最も忙しい港の様子を
垣間⾒ることができるでしょう。
＜注記＞暖かい服装、歩きやすい靴でご参加下さい。
⽔陸両⽤⾞に乗船し、 市内と湾内の両⽅の観光を楽しみます。ホエール・パーク、サーモン・ラダー（鮭遡上⽤⿂梯）、昔のケチカンの賑わいを偲ばせる昔の紅灯街
クリーク・ストリート等を観光後、海に⼊って賑う港湾地域、缶詰工場、⽔上機繋留所等をまじかに⾒る事ができます。

バスで25－30分ほど移動すると、4－6人乗りのボートへと乗船し、釣り場へと向かいます。向かう途中には、ワシ、アザラシ、アシカなど海洋動物がみられるかもしれま
せん。⾬具はご⽤意致しておりますが、⻑靴はございませんので、ゴム底靴などの適した靴でご参加下さい。
＜注記＞アラスカ州法により、釣りをされる⽅は⼀日券（US$20）をガイドから現⾦でお買い求めいただく必要がございます。（5－6月は、キングサーモン釣りに
USD10も必要となります。）⽔深により、1回に4個のリールのみのご利⽤となることがございます。船内の釣り場は公平になるよう、途中移動が⾏われます。船上にて
スナックをご⽤意致しております。５歳以上のお客様にご参加頂けます。

中

サックスマン⺠俗村でアラスカ南東部の原住アメリカ人、ティンギット族の豊かな⽣活様式を体験します。ビデオでサックスマンの⽂化と歴史を学び、引き続きビーバー・ク
ラン・ハウスで歌とダンスの実演を観賞。最後のダンスには皆さんの参加大歓迎です。次いで世界最大のトーテムポールが集まっているサックスマン・トーテム公園へ。ガ
イドからトーテムポールについての解説を受けた後トーテムポール製作実演を⾒学。ここではアラスカの⺠芸品の購⼊も出来ます。 その後⽊こりショーへ、世界チャンピ
オン競技者による伐採、鋸引き、⽊登り、丸太転がし等全部で１２種類の多様な競技が競われます。この賑やかで楽しいショーは港の近くで⾏われ、全ての年齢層
の⽅にお楽しみいただけます。

中

⽔上⾶⾏機で太古の昔、何層もの堅い氷河に覆われていたミスティ・フィヨルド国⽴景勝地へと参ります。上空から⾒られる切り⽴った花崗岩の絶壁，300ｍ以上
落下する滝、美しい峡⾕、原始の林で囲まれた静かな佇まいを⾒せる湖の他、クマ、ヤギ、⿅、オオカミやワシなどが⾒られるかもしれません。⾶⾏機にはＣＤオーデイ
オ装置、個人別のイヤホンが装備されていますので、機⻑による解説や⾳楽を楽しむ事が可能です。途中、人⾥遥か離れた⼭間の湖、⼜はフィヨルドに着⽔、周辺の
静寂と美しい景観に浸ります。
＜注記＞ある程度の⾝体障害者の⽅は参加可能ですので、船内のショアーエクスカーション担当者とご相談下さい。大きな鞄は⾶⾏機内にお持込頂けません、

⾼

低

バスでアウトドアアドベンチャーセンターへ。カヤック⽤の服装に着替えた後モーター・ゴムボートでタトーシュ島へ。到着後ガイドよりカヤックの操船法と安全に関する説明
を受けます。⼆人乗りのカヤックに乗り島の周辺でカヤックを楽しみます。目を凝らせばハクトウワシ、アザラシ等この島の周辺に⽣息する海洋動物を⾒る事ができるで
しょう
＜注記＞8歳以下の⽅にはご参加いただけません。最⾼体重100kgまで、最⾼⾝⻑2mまで。妊娠中、腰や⼼臓に持病がある⽅には適していません。
世界チャンピオン競技者による伐採、鋸引き、⽊登り、丸太転がし等全部で１２種類の多様な競技が競われます。この賑やかで楽しいショーは港の近くで⾏われ、全
ての年齢層の⽅にお楽しみいただけます。
＜注記＞このショーは全天候で開演されます。他のエクスカーションと組み合わせるのに最適のツアーです。写真撮影は許可されていますが、ビデオ撮影は禁止されて
おります。

4時間30分 健脚度 中

世界チャンピオン競技者による伐採、鋸引き、⽊登り、丸太転がし等全部で１２種類の多様な競技が競われます。この賑やかで楽しいショーは港の近くで⾏われ、全
ての年齢層の⽅にお楽しみいただけます。その後、トンガス海峡沿いをバスで⾛⾏しトーテム・バイト州⽴公園へ。エゾマツやヒマラヤスギの巨⽊が密⽣する⾬林の中の
⼩道を通って進むと、奥では沢⼭のトーテムポールがご覧頂けます。北⻄海岸に住む原住⺠の⽣活様式や儀式に関する説明をお聞きになり、本物の原住⺠の家に
⼊る体験もございます。船に戻る際にはクリーク・ストリート等ケチカンの市内が⾞窓よりご覧いただけます。
＜注記＞暖かい服装でご参加ください。このショーは全天候で開演されます。写真撮影は許可されていますが、ビデオ撮影は禁止されております。

４時間

ジョージ・インレットロッジから双胴船に乗船いただき、フィヨルドクルーズをおたのしみ頂きます。マホニー氷河、古い⾦鉱⼭、断崖絶壁から流れ落ちる滝などアラスカの大
⾃然をおたのしみ頂けます。マホニー川の⾕は熊や鷲、サーモンの住処になっています。シャチやアシカ、アザラシも食べ物を求めてこの地にやってきます。トンガス国⽴保
護は世界でも最も⾬が多くふる地域で、ダンジネスクラブ（蟹）の住処です。希望者は蟹の⼊ったカゴを引き上げることもできます。ジョージ・インレットロッジに戻った後
は、蟹と食べ放題の昼食がお客様を待っています。
＜注記＞スケジュールは前後する可能性があります。暖かい服装と滑りにくい靴でご参加ください。

健脚度 低
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2015/3/13現在
日にち

6日目

寄港地

ケチカン
(アメリカ）

コース名
料⾦
Misty Fjords Cruise & Floatplane
Adventure
ミスティフィヨルドクルーズと⽔
大人 ＄369.95
陸両⽤⾶⾏機アドベンチャー（軽食付）
子供 ＄299.95

Bering Sea Crab Fisherman's Tour
ベーリング蟹のフィッシャーマンズ ツアー

City Highlights, Totems & Creek
Street by Trolley
ケチカン ハイライト、トロリーツアー

A Stroll through Victoria
ビクトリア散策

大人
子供

7日目

ビクトリア
（カナダ）

Victoria Highlights & Craigdarroch
Castle
ビクトリア観光&クレイグダーロック城
Victoria by Horse-Drawn Trolley
ビクトリアを⾺⾞で
Butchart & Butterﬂy Gardens）
ブッチャートガーデンとバタフライガーデン

健脚度 低⇒⾼

３時間45分 健脚度 中

3時間

健脚度

低

大人
子供

$29.95
＄14.95

1時間15分 健脚度

大人
子供

＄34.95
＄14.95

2時間

＄119.95
＄59.95

2時間30分 健脚度 低

Grand City Drive & Empress High Tea
大人
市内観光&ハイティ－(軽食付）
子供
Victoria Highlights
ビクトリア観光

$169.95
＄99.96

所要時間

低

健脚度 中

大人 ＄39.95
子供 ＄15.95

2時間

大人 ＄55.95
子供 $24.95

2時間30分 健脚度 中

大人 ＄59.95
子供 $29.95

1時間

健脚度 低

大人 ＄89.95
子供 $44.95

4時間

健脚度 低

健脚度 低

Enchanting Butchart Gardens
大人 ＄79.95
魅惑的なブッチャートカーデン[日没後に寄港す
子供 $39.95
るクルーズでのみ催⾏）

3時間30分 健脚度 中

Elegant Empress Hotel: West
大人 ＄109.95
Coast Dining
エレガントなエンプレスホテルでの⻄海岸料理の 子供 $89.95
ゆうべ(食事付）

3時間

訪問箇所 ≪外観のみの観光、⾞窓観光も含みます。≫

ミスティフィヨルドを海から、空から楽しむツアーです。⾼級な双胴船に乗船いただき断崖絶壁から流れ落ちる1000フィートもの滝を⾝近で観察していただいたり、フィヨ
ルドの中に佇むNew Eddystone Rockをご覧いただけます。船の中では飲み物とスナックの提供がございます。船の中からはシカや熊、羊、オオカミ、アザラシ、アシカ
やクジラなどをご覧頂けることでしょう。クルーズの後は⽔陸両⽤⾶⾏機に乗船いただき、約25分の空中散歩から、⽔⾯着陸までをお楽しみください。
＜注記＞⾞イスのお客様はご利⽤いただけません。天候によりスケジュールが変更になることがございます。⾃然動物をご覧頂けるかどうかは保証はできません。

ディスカバリーチャンネルの人気シリーズ”Deadliest Catch"で有名な「Aleutian Ballad号」に乗船します。ディスカバリーチャンネル内では荒々しい海を航⾏していま
したが、このツアーではインサイドパッセージの穏やかな海を航⾏しますので、ご安⼼下さい。美しい景⾊をご覧いただいたり、経験豊かな漁師たちによる、蟹の仕掛けの
カゴを⽔揚げするシーンなどご覧頂くことが出来ます。
＜
注記＞５歳以下のお子様は参加頂けません。⾞イスの⽅もご参加頂けます。暖かい服装でご参加ください。穏やかな海を航⾏します。
陽気なトロリーに乗船し、ケチカンの観光ポイントを巡ります。途中、トーテムの写真撮影やショッピングのために⼩休止を⾏いながら、目的地のクリークストリートへまいり
ます。クリークストリートからはトロリーで船まで戻るか、ご⾃⾝で戻るかを選択してください。
＜注記＞⾞イスの⽅にはご参加頂けません。

港より海沿いの道、ビーコンヒルパーク、インナーハーバーへとご案内します。ビクトリアの中⼼地、インナーハーバーでは州議事堂や世界的に有名なエンプレスホテルがご
覧いただけます。こちらでは⾃由散策またはガイド同⾏での散策がお楽しみ頂けます。再集合の後、再び海沿いの道を歩きながら港へと戻ります。
アップランズとオークベイの⾼級住宅街からベーカー⼭の遠望が楽しめるマリーンドライブを経てビクトリアで最も有名で歴史を誇るエンプレスホテルへ。ここでハイティをお
楽しみいただいた後、本船に戻ります。

バスで美しいビクトリアの街を観光。港近くの⾼級住宅街を通り抜け、美しい景⾊を楽しみながらクレイグダ-ロック城、チャイナタウンと⾞窓観光致します。ツアーの最後
にはビクトリアの中⼼であるインナーハーバーへ。州議事堂や世界的に有名なエンプレスホテルがあるのもこちらです。ツアー後、そのまま⾃由散策も可能です。バスの運
転⼿までお申し出ください。
バスで美しいビクトリアの街を観光。まずはビクトリアの中⼼であるインナーハーバーへご案内します。州議事堂や世界的に有名なエンプレスなどをご覧頂いた後、かつて
実業家ロバート･ダンズミュアの邸宅であったホテルクレイダーロック城へと参ります。その後、港近くの⾼級住宅街を通り、帰船致します。
⾺⾞で海岸沿いの道、歴史的なジェームス・ベイの住宅街を経て港へと戻ります。帰路ではライトアップされたビル群をご覧下さい。
ブッチャートガーデンとバタフライガーデンを訪れます。⾞窓よりビクトリアの美しい景⾊をお楽しみください。ブッチャートガーデンの広大な敷地には、メインガーデンのサンク
ンガーデン（窪地ガーデン）をはじめ、ローズガーデン、日本庭園、イタリアンガーデン、地中海庭園の5つの庭園がそれぞれゆったりと広がります。次に訪れるバタフライ
ガーデンでは熱帯植物の中に30種以上の蝶が常時500〜600匹放たれております。
昼間とは全く異なる、ブッチャートガーデンの夜の魅⼒をお楽しみください。

健脚度 低

ビクトリアで⼀番歴史があり、有名でランドマークにもなっているエンプレスホテルにてディナーをお楽しみ頂きます。ホテルに到着すると、イギリスのエドワード調のコスチュー
ムを着⽤して皆様ををお迎えします。ホテルにまつわる歴史や、数々の著名人を迎えてきたホテルの歴史を聞きながらお食事をお楽しみください。

※上記は2015/5/16 ウェステルダムのアラスカエクスプローラーのオプショナルツアーの⼀部を抜粋して翻訳したものです。
※料⾦とツアー内容は予告なしに変わることがあります。相違がある場合は原⽂が優先されます。
※すべてのツアーは英語ガイドがご案内致します。
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