ハバード氷河

プエルトチャカブコ（チリ）

グレーシャーベイ
ホエールウォッチング

アラスカ州最南端の町ケチカン。古くからクリン
ギッド・インディアンが生活をしてしていたので
多くのトーテムポールが残されています。ケチカ
ン発祥の地とされているケチカンクリークは古
い町並をそのまま残し、現在はカフェやお店と
なっています。サーモンの街として知られ、8月
末頃にはサーモンの遡上が⾒られます。

ケチカンクリーク

トーテムポール

インサイド・パッセージの北端近くに位置するアラ
スカ州の州都。ジュノーの顔とも言われるメンデ
ンホール氷河は都市に最も近い氷河として有名。
港近くではトラムウェイでロバーツ山に登ると山
頂からはジュノーの町並みやガスティーの海峡が
⾒渡せる。⼩型船に乗りホエールウォッチングを
楽しむこともできます。

メンデンホール氷河

氷河の破片

ロバーツ山からの眺め

ソリス劇場

インサイドパッセージ最南端に位置し、クロンダイクで
起こった最大級のゴールドラッシュで生まれた町。当時
の建物が保存されているのでノスタルジックな街の散
策を楽しめますが、一番のお勧めはゴールドラッシュ時
代に敷設されたホワイトパス＆ユーコン鉄道。片道約
45kmの素晴らしい景観を楽しむことができます。

ホワイトパス＆ユーコン鉄道

アラスカ州（ニックネーム ラストフロンティア）
州花：忘れな草
州鳥：カラフトライチョウ
州魚：キンサーモン
州木：シトカ・スプルース
州⾦属：⾦
州スポーツ：犬ぞり
州の宝石：ヒスイ
代表的な食材：サーモン、キングクラブ、タラ
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コース名

料⾦

所要時間

歩⾏の程度
低⇒高

訪問箇所 ≪外観のみの観光、⾞窓観光も含みます。≫

低

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。

Misty Fjords & Wilderness Explorer
ミスティフィヨルド国定天然記念物(スナック付）
大人 $199.95
4時間30分
子供 $119.95

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

大人
子供

$44.95
2時間30分
$24.95

中

トンガスナロウズに沿ってトーテムブライトステート公園までドライブした後、シダーウッドやドクニンジンが生い茂るトレイルを歩くと、トーテムがある場
所に到着します。⽶国北⻄部の原住⺠のライフスタイルを学びながらトーテムについて理解が深まることでしょう。⾸⻑の家に⼊ってみたり、お⼟
産屋などに入ってみましょう。
＜注記＞暖かい服装、歩きやすい靴でご参加下さい。

大人
子供

$49.95
1時間30分
$29.95

中

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。

低

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。
＜注記＞キコリショーの前に待ち時間があります。⾞いすの⽅も介助者がいればお楽しみいただけます。

高

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。

低

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。

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。

低

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。

Ketchikan Salmon Fishing
ケチカンサーモン釣り(スナック付）
大人 $199.95
4時間30分
子供 設定なし

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

ケチカン

$89.95
$49.95

4時間

Tatoosh Island Sea Kayaking
タトゥーシュ島でシーカヤック
大人 $159.95
4時間30分
子供 $ 89.95

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

大人
子供

$39.95
1時間15分
$19.95

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

$79.95
$39.95

4時間

Wilderness Exploration & Crab Feast
⾃然探訪クルーズと蟹料理 （昼⾷付）
大人 $174.95
子供 $ 89.96

４時間
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大人 $189.95
3時間15分
子供 $109.96

低

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。⾞いずをご利⽤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。

大人
子供

低

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＞⾞いすをご利⽤の⽅にはご参加頂けません。

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。パルメザンチキン、ポテト、ベークドビーンズ、トナカイソーセージ、ピラフ、サラ
ダ、コーンブレッド等と飲み物デザートと共にお好きなだけご堪能下さい。（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。

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、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
パッセージを航⾏します。夏季にはザトウクジラが餌場とすること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。船上ガイドがザトウクジラや他の野生動物の生態について説明します。下船後はコルト島のオルカポイントロッジに新鮮なアラスカ産サーモ
ンとチキンケバブ、野菜、ピラフ、コールスローやデザートをご堪能ください。
＜注記＞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。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。歩きやすい靴と温かい上着をご持参くださ
い。

低

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。

大人 ＄184.95
3時間30分
子供 $109.95

低

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。温かい上着をご持参ください。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。

大人 ＄219.95
1時間15分
子供 $188.95

中

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。すべてのお客様は窓側シートをご利⽤いただ
けます。乗船中はヘッドフォンにて日本語のナレーションを聞くことができます。

コース名

料⾦

所要時間

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

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

$29.95
1時間15分
$14.95

Alaska Salmon Bake
アラスカサーモン ベイク(食事付）
大人 $49.95
子供 $39.95

1時間30分

Best of Juneau! Whale Watching Quest, Mendenhall Glacier & Orca
Point Lodge
ベストオブジュノー！ホエールウォッチングとメンデンホール氷河&オルカポイントロッジ
大人 $209.95
6時間15分
子供 $109.95

ジュノー

Discover Alaska's Whales
アラスカのクジラ再発⾒（スナック付）
大人 $189.95
3時間45分
子供 $109.95

Evening Whale Watching Quest
クジラ⾒学（⼣⽅出発）（スナック付）

Five Glacier Seaplane Exploration
⽔上⾶⾏機から⾒る5つの氷河⾒学
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中

採掘者に扮したガイドがラスト・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＞⾞いすをご利⽤の⽅は利⽤交通機関への乗降とサーモンベイクの際に凸凹道を通りますのでお勧できません。

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＞⾞いすをご利⽤の⽅はご参加いただけません。

中

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。⾞いすをご利⽤の⽅には適していませ
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。

中

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。

中

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＞⾞いすご利⽤の⽅にはお勧めできません。氷河での時間は約75分です。

低

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います。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。船にはガイドも乗船し、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。双眼鏡はとお土産の地図が用意されています。飲み物とスナックも用意されています。氷河での時間は約60
分です。

低

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。

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

大人 $99.95
子供 $69.95

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

3時間

大人 ＄59.95
1時間30分
子供 ＄39.95

Helicopter Flightseeing & Glacier Walkabout
ヘリコプター観光＆氷河上徒歩観光 (スナック付）
大人 $409.95
子供 設定なし

ジュノー

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

Mendenhall Glacier & Whale Quest
メンデンホール氷河とクジラ⾒学(スナック付）

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

大人 $69.95
子供 $29.95

大人 $89.95
子供 $49.95

3時間

4時間

4時間

大人 $189.95
5時間15分
子供 $ 99.95

大人 $44.95
子供 $29.95

3時間30分
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Mendenhall Glacier By Helicopter & Guided Walk
氷上のメンデンホール氷河ヘリコプター観光とガイドウォーク

Taku Glacier Hovercraft Adventure
タク氷河ホバークラフトアドベンチャー

ジュノー

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(スナック付）

Skagway Street Car City Tour
スキャグウェイ ストリートカー シティツアー

スキャグウェイ

Skagway in Focus: Guided
Photography Adventure
スキャグウェイ 写真ツアー

料⾦

所要時間

大人 $319.95
2時間45分
子供 設定なし

大人 $339.95
4時間15分
子供 $239.95

大人 $314.95
3時間30分
子供 $265.95

大人 $159.95
子供 $ 89.95

大人 $209.95
子供 $179.95

大人
子供

$42.95
$19.95

大人 $99.95
子供 設定なし

歩⾏の程度
低⇒高

訪問箇所 ≪外観のみの観光、⾞窓観光も含みます。≫

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＞ipad,Go-proスティツク,ドローンの持ち込みは禁⽌されています。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。

中

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キロを超える⽅や、３〜４段の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。

中

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。野⽣動物の出現は保証できません。機内でのナレーションは⽇本語
もご用意しております。

低

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、アシカなどの野⽣動物の⽣
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。

5時間

中

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。
＜注記＞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。参加者には撮影チュートリアルやスライドショーなどが⼊ったDVDをプレゼントします。参加には英
文契約書の署名が必要です。

1時間30分

低

スキャグウェイの魅⼒を余すところなくご覧頂ける約90分のツアーです。1927製の⻩⾊い観光バスに乗⾞いただき、コスチュームを着⽤したドライ
バーがご案内します。
＜注記＞スキャグウェイストリートカーエクスカーションはノスタルジックなツアーです。移動に問題のあるお客様にもお楽しみ頂けます。

低

このツアーは写真撮影を中心とした少人数制のツアーです。現地在住のプロカメラマンの案内で、彼のとっておきスポットを参加者をご案内しま
す。プロによる写真撮影のテクニックなど、お土産としてお持ち帰りいただけるような美しい写真を撮って帰っていただけるようにサポートします。
＜注記＞カナダと米国の国境地域をまたぐ場合があるため、必ずパスポートを持参いただくようお願いします。ぜひ、ご自身のマニュアルカメラを持
参下さい。動物等が撮影できるか否かは保証致しかねます。

4時間

３時間
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料⾦

所要時間

歩⾏の程度
低⇒高

訪問箇所 ≪外観のみの観光、⾞窓観光も含みます。≫

低

６５マイルを移動する壮大なツアーです。豪華なバスにのりミステリアスでマジカルなユーコンを冒険しましょう。サウスクロンダイク ハイウェイからホ
ワイトパスの頂上まで登った後、ホワイトパスの頂上からの滝、氷河など雄大な景色を窓からご覧いただけます。ホワイトパス通過後、バスはアメリ
カを後にしてカナダのユーコンに⼊ります。連なる湖を眺めながら、錆びれた町 カリブークロッシングを探索しましょう。カリブークロッシングではチキン
BBQとともに自家製ドーナツをおたのしみ頂きます。ランチの後ワイルドライフミュージアムにてユーコンの今昔や野生動物のグリズリーベア、ヘラジ
カ、バイソンの生態について学ぶことが出来ます。その後、カリブークロッシングの最新の展示館であるロイヤルカナディアン山警察歴史センターにて
ゴールドラッシュ時にユーコン地域でのこの地域の役割について学ぶこともできます。また犬ぞりの村では犬ぞりの犬であるシベリアンハスキーやその
⼦⽝たちと写真を撮ることが出来ます。フレイザーに到着後、世界的に有名なスキャグウェイとカナダのユーコンを結ぶ、景観列⾞、ホワイトパス＆
ユーコン鉄道に乗⾞頂きます。
＜注記＞カナダに入国するため、パスポートをご持参下さい。

低

スキャグウェイからホワイトパス＆ユーコンルート鉄道にご乗⾞いただきます。フレイザーまでは⾞窓からユーコンの素晴らしい⾃然をおたのしみ頂き
ます。カナダのフレイザーに到着後はバスにご乗⾞いただきホワイトパス渓⾕の⻄側よりピッチフォーク滝やトルメンテッド⾕などご覧頂きます。その
後、ライアーズビルの ゴールドラッシュの宿場町にに⽴ち寄ります。sourdoughs の出演者と dancehall girls によるロバート•サービスに作の陽
気なメロドラマと詩を聞きながら、砂⾦拾いをお楽しみください。。
＜注意＞カナダに入国するため、パスポートをお持ちください。

低

風光明媚なホワイトパス＆ユーコンルート鉄道に乗⾞致します。１１０年以上の歴史を有するこの歴史的な鉄道に乗⾞し、ホワイトパスの⼭
頂を越え、2つのトンネルを越えて、死に⾺の⾕など多くの⾒どころをガイドがご説明致します。皆様が平等にご⾒学いただけるよう、途中、席の移
動をお願い致します。
＜注記＞⾞いすをご利⽤の⽅もご参加頂けます。お⼿洗い完備。途中下船不可。⾞内で飲⾷が購⼊できる場所はありません。

White Pass Rail & Yukon Expedition
ホワイトパス鉄道とユーコン探検（昼食付）

大人 $199.95
子供 ＄ 99.95

スキャグウェイ

８時間

White Pass Rail, Klondike Highway & Gold Camp Adventure
ホワイトパス鉄道、クロンダイクハイウェイとゴールドキャンプ
大人 $179.95
４時間30分
子供 ＄ 89.95

White Pass Summit Scenic Railroad
ホワイトパス鉄道
大人 $130.95
子供 ＄ 69.95

3時間30分

※上記は2017/8/27 ノールダム アラスカクルーズ8日間クルーズ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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