PORTS OF CALL

2007-2008
MSCクルーズ
寄港地紹介

アレシフェ

イズミール近郊 エフェソス

IZMIR
イズミール（トルコ）

CORFU
コルフ（ギリシャ）

トルコ第三の都市で、ベルガマやエフェソスなどの古代遺跡

古くから東地中海の海上交通の拠点として発展した島です。

観光の基点となる都市です。市の中心部コナック広場にある

長年にわたってフランス、イギリス、ベニスなど諸外国の支

AJACCIO
アジャクシオ（コルシカ島／フランス）

イズミールの考古学博物館には、それらの古代遺跡から出

配を受けてきたため、その面影を残す街並みが魅力的です。

土した遺物が展示されています。また、エーゲ海沿いにビー

郊外にはオーストリア皇后エリザベートの夏の離宮であるア

アジャクシオはコルシカ島にあるフランス風のリゾートで、

チも多く、ビーチリゾートとしても知られています。

ヒリオン宮殿があります。

した。現在ではオープンカフェやしゃれたレストラン、ショッ

ODESSA
オデッサ（ウクライナ）

SALERNO / AMALFI
（イタリア）
サレルノ／アマルフィ

プが立ち並ぶ、リラックスできる明るい雰囲気の街となって

黒海の北部の海岸に位置するオデッサは「黒海の真珠」
とも

ソレント半島の付け根、風光明媚なアマルフィ海岸の東側に

います。

謳われる美しい街です。1794年にロシアの女帝エカテリー

位置しています。世界遺産にも登録されているポンペイ遺跡

ナ2世によってその発展の基礎が築かれました。映画にも登

や、古代ギリシャのパエストゥム遺跡などの見どころも多く、

場した
「ポチョムキンの階段」
、瀟洒な建物が立ち並ぶプロム

世界一美しいと言われるアマルフィ海岸観光の拠点のひと

ナードなど、国際的な雰囲気にあふれています。

つとなっています。

て建設され、栄えてきました。ローマ劇場やカイト・ベイ要

CASABLANCA
カサブランカ（モロッコ）

ST.CRUZ DE TENERIFE
サンタ・クルス・デ・テネリフェ（カナリア諸島／スペイン）

塞、グレコ・ローマン博物館などの見どころがあるほか、有名

カルタゴ人がアンファと呼んだ丘に住み着いたのが始まり

サンタ・クルス・デ・テネリフェはカナリア諸島最大の島、テネ

なピラミッドを擁するギザやサッカーラへ足を伸ばすことも

だといわれ、1755年のリスボンの大地震の後再建されたこ

リフェ島テネリフェ県の首都です。島内にはスペインで最も

の街は、映画の舞台としても有名です。見どころとしてはイ

高い山であるテイデ火山のある国立公園や、マリンリゾート

地中海

ナポレオン・ボナパルトが生まれた街として有名です。その
歴史はローマ時代まで遡ります。その後ジェノバとフランス
の覇権争いが繰り返し行われ、最終的にフランス領となりま

ALEXANDRIA
アレキサンドリア（エジプト）
「地中海の真珠」
とも呼ばれるエジプト第2の都市であるアレ
キサンドリアは紀元前331年にアレキサンダー大王によっ

できます。

スラム教国でメッカに次いで大きなハッサン2世モスクなど

のプエルト・デ・ラ・クルス、独特の建物が立ち並ぶオロタバ

があり、マラケシュやフェズへも足を伸ばすことができます。

の谷などがあります。

て形作られたこの島には多くのクレーターが点在し、幻想的

KATAKOLON
カタコロン（ギリシャ）

SANTORINI
サントリーニ（ギリシャ）

な風景を作り出しています。なかでも月面世界にもたとえら

オリンピック発祥の地「オリンピア」への海からの玄関口とし

紀元前1500年頃の火山の大噴火によって三日月形となっ

れるティマンファヤ国立公園では、様々な火山活動を体験す

て知られています。オリンピックの聖火は今も、古代の儀式に

た島で、自然が造り出した断崖の頂上に続く白壁の家から見

ることができます。

のっとり、オリンピア遺跡ヘラ神殿から会場へと送られていま

える夕陽は絶景です。断崖続きの西側とは対照的に、島の東

す。オリンピア博物館には、遺跡から出土した彫刻や、古代オ

側には穏やかな紺碧のビーチが広がっています。

ARRECIFE
アレシフェ（カナリア諸島／スペイン）
アレシフェはランサローテ島の中心地です。火山活動によっ

リンピック競技で使用した用具などが展示されています。

ANCONA
アンコーナ（イタリア）

GENOA
ジェノバ（イタリア）

れ、一時は海洋共和国としてベニスとアドリア海の覇権を

CATANIA / TAORMINA
カターニア／タオルミーナ（イタリア）

争った歴史を持つ港町です。近郊には水と時が創造した魅

カターニャは、過去にエトナ山の噴火や地震により大きな被

港のまわりに広がる旧市街にはコロンブスが少年時代を過

惑の鍾乳洞フラサッシなど、豊かな自然に恵まれ、ワインなど

害を受けましたが、現在ではシチリア第2の都市であり、経済

ごした家があり、入り組んだ細い路地に中世の趣が感じられ

に代表される特産物も非常に豊富です。

的･商業的にも重要な街です。近郊には映画で有名になった

ます。またジェノバを中心としたリグーリア海岸は「イタリア

マルケ州の州都であるアンコーナは ギリシャ人によって築か

リグーリア州の州都であり、イタリア最大の港湾都市です。旧

タオルミーナがあり、地中海の青い海とエトナ山に囲まれた

ン・リビエラ」
と呼ばれ、ヨーロッパの人々に人気が高いリゾー

その景観は必見です。

ト地です。

ることから、多様な文化が混在する街です。南の旧市街に

GYTHION
ギティオン（ギリシャ）

TANGIER
タンジール（モロッコ）

は、オスマン・トルコの居城であったトプカプ宮殿や、
トルコ

ラコニケ湾の北西岸の都市で、ギリシャ・ラコニケの主要港で

ジブラルタル海峡を挟んでヨーロッパに面しているモロッコ

最大のブルーモスク、地下宮殿、グランド・バザールなど、見

す。美しい女性とおいしいシーフードでよく知られています。

の街です。様々な言葉で話す人々のざわめきや、市場で売ら

ISTANBUL
イスタンブール（トルコ）
トルコ最大の港湾都市で、アジアとヨーロッパの間に位置す

れる多くの香料の香り、色彩など活気ある雰囲気が魅力です。

どころがあふれています。

イスタンブール
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タオルミーナ

サントリーニ

PORTS OF CALL

チュニス

パルマ・デ・マジョルカ

フンシャル

CIVITAVECCHIA
チビタベッキア（イタリア）

BARI
バーリ
（イタリア）

PIRAEUS / ATHENS
ピレウス／アテネ（ギリシャ）

イタリアの首都ローマの海の玄関口として栄えた都市です。

プーリア州の州都。狭い半島部に位置し、古くから重要な商

エーゲ海クルーズの玄関口であり、たくさんのクルーズ船が

港はミケランジェロ砦と呼ばれるルネッサンス様式の要塞

業都市として栄えてきました。
ロマネスク様式が美しい大聖

寄港することでも有名な港湾都市です。10キロほど離れた

によって護られています。観光名所があふれるローマへは列

堂やサン・ニコラ教会がある旧市街と、駅を中心に整然と碁

ギリシャの首都アテネには、パルテノン神殿をはじめとする

車で１時間程で到着でき、日帰りでも十分楽しむことができ

盤状に交わる大通りを有する新市街が対照的です。

多くの遺跡が残されています。
「タベルナ」
と呼ばれるレスト
ランで、海を眺めながら新鮮なシーフードを堪能したり、

ます。

ショッピングを楽しんだり、多様な楽しみ方ができるのも魅

TUNIS
チュニス（チュニジア）

BARCELONA
バルセロナ（スペイン）
独自の文化が息づくカタルーニャ地方最大の都市。古くから

チュニジアの首都であり、北アフリカを代表する近代都市で

芸術活動が盛んで、美術館・博物館が多く建ち並んでいま

す。新市街にはかつてフランス領だった頃に建てられた建物

す。未完の傑作であるサグラダ・ファミリアやグエル公園な

が多く残っており、その美しい街並みを形成しています。旧

ど、ガウディの作品も街中で楽しむことができます。

FUNCHAL
フンシャル（ポルトガル）
「大西洋の真珠」
「 洋上の楽園」
とよばれるマデイラ島は年間
を通じて暖かく、様々な花があふれる南国情緒豊かな島で

市街メディナには、グレートモスクを中心に活気ある市場が

す。ヨーロッパ屈指のリゾート地として人気があり、マデイラ

建ち並び、にぎやかな世界遺産の街です。

PALMA DE MALLORCA
パルマ・デ・マジョルカ（マジョルカ島／スペイン）
DUBROVNIK
ドブロブニク（クロアチア）

美しい景観と温暖な気候が特徴で、ヨーロッパの避暑地とし

「アドリア海の真珠」
と呼ばれる美しい港町。石造りの城壁に

旧市街に建てられた街のシンボルであり、内部は天井が非常

て人気が高い島です。
ゴシック様式のカテドラルは、港近くの

囲まれた旧市街には、白い壁とオレンジ色の屋根を持つ家々

に高く壮大なスケール。丘の上に建つベルベル城からは、街

が立ち並び、光る石畳からは歴史の深さを感じることでしょ

と湾のすばらしい眺望を一度に見渡すことができます。

う。紺碧のアドリア海と美しい街並みを眺めながら、城壁の上

ワインやシーフードを楽しむことができます。

VENICE
ベニス（イタリア）
「水の都」
として世界的に有名な水上都市。カナル・グランデ
と呼ばれる大運河は街の中心部を通っており、毎日多くの水
上バスやゴンドラが行き来しています。街の中心にあるサン
マルコ広場やサン・マルコ寺院、
ドゥカーレ宮殿、コッレール

を散策することもできます。

TRIESTE
トリエステ（イタリア）

力のひとつです。

PALERMO
パレルモ（シチリア島／イタリア）

にぎわっています。ヴェネチアングラスやレース製品で有名

地中海で一番大きな島シチリア島の州都。さまざまな支配の

なムラーノ島やブラーノ島へ船で訪れることもできます。

博物館、ため息の橋などの観光名所があり、多くの観光客で

下で発展したため、現在はその街並みにイスラム社会の面

スロベニアとの国境に程近い港湾都市。歴史は紀元前2世紀

影を多く残しています。アラブ・ノルマン様式のノルマン王宮

の古代ローマにまで遡り、ベニスやオーストリア帝国の支配

内にあるパラティーナ礼拝堂は、天井と壁が美しいモザイク

をうけるなど、様々な歴史的変遷を今もその街並みに見るこ

で飾られており、一見の価値があります。

HERAKLION
ヘラクリオン（クレタ島／ギリシャ）
ギリシャ最大の島であるクレタ島には、伝説の残る迷宮のよ

とができます。

うなクノッソス宮殿や、ミノア文明の出土品が多く収蔵され

TROPOLI
トリポリ
（リビア）

VALENCIA
バレンシア（スペイン）

ている博物館、遺跡など、多くの見どころがあります。温暖な
気候と美しい海が魅力のリゾート地でもあります。

スペインで一番に春が訪れると言われる、温暖な気候を生

リビアの北西部に位置するトリポリは政治･経済・文化の中心

かしたオレンジ栽培が盛んです。スペインの有名なお米料

を担う首都であり、地中海に面した港町です。近郊にはサブ

理「パエリア」の本場としても知られており、米の生産も古く

ラータやレプティス・マグナなどのすばらしい古代ローマの

から行われています。のんびりとした街の印象とは対照的

MALAGA
マラガ（スペイン）

都市遺跡群があり、見逃せません。

に、闘牛やお祭りが多いことでも有名な都市です。

マラガはスペインの一大リゾート、コスタ･デル･ソル（太陽海
岸）最大の街であり、パブロ・ピカソが生まれた街としても知
られています。白い壁の家々が立ち並ぶアンダルシアの典

NAPLES
ナポリ
（イタリア）

型的な村ミハスや、アルハンブラ宮殿のあるグラナダへも行
くことができます。

イタリア南部最大の港湾都市。歴史地区は世界遺産に登録さ
れています。その美しい景観は「ナポリを見て死ね」
と言われ
るほど有名です。またパスタとピザ、そしてカンツォーネの
ふるさととしても知られています。

ナポリ

バレンシア

ヘラクリオン
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モンテカルロ

PORTS OF CALL

マルタ

アムステルダム

MARSEILLE
マルセイユ（フランス）

MONTECARLO
モンテカルロ（モナコ公国）

地中海最大の港湾都市。街のシンボルであるノートルダム・

大人のリゾートとして有名な観光立国で、世界中から観光客

北 欧

ド・ラ・ギャルド・バジリカ聖堂は、ローマ・ビザンチン様式の

が訪れます。モンテカルロのシンボル的存在であるグラン・

聖堂で、そのテラスからはマルセイユの街や、紺碧の地中海

カジノは、カジノをしなくとも一見の価値があると言われる

に浮かぶイフ島が一望できます。ヨットハーバーのある旧港

荘厳な建物です。パリのオペラ座を造った建築家シャルル・

ALESUND
オーレスン（ノルウェー）

にはレストランが立ち並び、マルセイユ名物のブイヤベース

ガルニエによって建てられたことでも有名です。

オーレスンはノルウェーで最も重要な港町のひとつです。
1904年の火災により街の大半が被害を受けましたが、現在

も堪能できます。

では落ち着いた、北欧らしい美しい街となっています。

YALTA
ヤルタ（ウクライナ）

MALTA
マルタ

クリミア 半 島 南 部 に 位 置し、黒 海を 臨 む ヤ ル タの 街 は、

イタリア・シチリア島の南に位置する小さな島国です。首都

1945年にヤルタ会談が行われたことで有名です。現在で

AMSTERDAM
アムステルダム（オランダ）

ラ・バレッタは１６世紀に聖ヨハネ騎士団によって築かれた城

は温暖な気候と美しい景観により、
リゾート地としてよく知ら

アムステル川の河口に築かれた、オランダ王国の首都アム

塞都市で、現在でも騎士団長の宮殿や聖ヨハネ大聖堂が残

れています。

ステルダムはヨーロッパ屈指の港湾都市でもあります。ダム

されています。穏やかな気候と治安の良さで知られており、

広場、ゴッホ美術館、アンネ・フランクの家など見どころはつ

ヨーロッパでは人気のリゾートのひとつです。

きません。

LIMASSOL
リマソル（キプロス）
MARMARIS
マルマリス（トルコ）

キプロス島は愛と美の女神アフロディーテの生誕の地とい
われています。地中海のリゾート地として有名ですが、クリオ

VISBY
ヴィスビー（スウェーデン）

トルコのエーゲ海沿岸に位置し、高級リゾートとして人気の

ン遺跡、コロッシ城など多くの見どころがあり、歴史的にも興

バルト海に浮かぶ島、ゴットランド島の中心となる港町です。

高い街です。たくさんのヨットやクルーザーが停泊するハー

味深い街です。

中世のおもかげを色濃く残すハンザ都市で、世界遺産にも登

バーやにぎやかなレストラン、近郊に点在する美しいビーチ

録されています。城壁に囲まれた旧市街には、当時の建物や

など、開放的な雰囲気をお楽しみいただけます。

ハンザ同盟で栄えた時代の教会の遺跡が残されています。

RHODES
ロードス（ギリシャ）
MYKONOS
ミコノス（ギリシャ）

地中海を代表するリゾートであるロードス島は古くから地中
海交易の拠点として栄えてきました。聖ヨハネ騎士団が築い

OSLO
オスロ（ノルウェー）

エーゲ海の島々の中では都会的な島。海の青、太陽の明るさ

たロードス市内の旧市街は世界遺産にも登録されており、中

ノルウェーの首都で、オスロフィヨルドの奥に位置していま

を強調する家々の白から「エーゲ海に浮かぶ白い宝石」
と呼

世の雰囲気を色濃く残しています。

す。自然と調和した緑豊かな街には、野外美術館のようなフ

ばれています。島には300以上の教会がありますが、その中

ログネル公園があり、市民の憩いの場となっています。市内

でもパラポルティアニ教会は５つの礼拝堂が集合したフォル

には国立美術館やムンク美術館などがあり、ノルウェーの文

ムが特徴的で、美しい教会として知られています。

化の中心地としての役割を果たす一方、郊外では豊かな自
然の中でアウトドアスポーツを楽しむこともできます。

MESSINA / TAORMINA
メッシーナ／タオルミーナ（シチリア島／イタリア）
メッシーナはイタリア本土より海峡を渡ったところにある、シ

OLDEN
オールデン（ノルウェー）

チリアの玄関口です。近郊には映画で有名になったタオル

ヨーロッパ最大級のヨステダール氷河の支流にあたる、ブリ

ミーナがあり、地中海の青い海とエトナ山に囲まれたその景

スクダール氷河観光の入り口にあたる街です。氷河の氷が

観は必見です。

融けて流れ込んだオールデン湖は青緑色の不思議な色を湛
えています。

ミコノス

ロードス

オスロ
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ベルゲン

クリスチャンサン

ストックホルム

KIEL
キール（ドイツ）

STOCKHOLM
ストックホルム（スウェーデン）

BERGEN
ベルゲン（ノルウェー）

世界三大運河のひとつであるキール運河の入り口にあり、
ド

スウェーデンの首都で、14の島で構成される街です。
「 北欧

ノルウェー語で「山の牧場」
という意味を持つベルゲンは、

イツ最大の港です。第二次世界大戦時に軍港となったため、

のベニス」
とも呼ばれています。世界遺産に指定されている

フィヨルド観光の玄関都市です。人口約24万人のノルウェー

現在はＵボートが展示されています。毎年キールで開催され

旧市街「ガムラスタン」
には、細い石畳の道が続き、質の良い

第2の街にして最大の港湾都市です。

るヨットレース
「キールウィーク」
には世界中からヨットファン

歴史的建造物が大切に保存されています。

が集まり、大いに盛り上がります。

KRISTIANSAND
クリスチャンサン（ノルウェー）

TALLIN
タリン（エストニア）

HELLESYLT
ヘルシルト（ノルウェー）
ゲイランゲルと並び、ゲイランゲルフィヨルドの観光の拠点

エストニアの首都タリンは城壁で囲まれた港町で、バルト海

です。フィヨルドの幅が狭く、切り立った岩肌を流れ落ちる滝

ノルウェーで5番目に大きい都市です。クリスチャンサン大

を挟んでヘルシンキの対岸に位置しています。世界遺産に

が印象的なゲイランゲルフィヨルドには、古くに名づけられ

聖堂を中心に街は碁盤の目状に整備されています。デン

指定されてた旧市街には、
トームペア城や大聖堂などの多く

た
「七姉妹の滝」
や「花嫁のベール」
と呼ばれる滝があり、見ど

マークへのフェリーも発着しており、南部ノルウェーの中心

の歴史的建造物や、街並みが大切に保存されており、中世の

ころのひとつになっています。

として栄えています。

趣を感じられる都市です。

GEIRANGER
ゲイランゲル（ノルウェー）

DOVER
ドーバー（イギリス）

HELSINKI
ヘルシンキ（フィンランド）
フィンランドの首都で、緑豊かな森や美しい海岸線に彩ら

ノルウェー四大フィヨルドのひとつゲイランゲルフィヨルドの

白い石灰質の崖「ホワイトクリフ」
で有名な、英仏海峡に面し

れ、｢バルト海の乙女｣の愛称を持つ美しい街。政治・経済・文

奥 に 位 置 す る人 口 約 3 0 0 人 の 小 さな 村 で す。標 高 約

た街です。フランスと非常に接近していることから、古代

化・芸術などあらゆる面でフィンランドの中心都市であり美

1,500mのダールスニッバ山からはフィヨルドの雄大な景

ローマの時代から重要な港とされており、今日でもフェリー

術や音楽鑑賞と様々な旅の魅力に溢れています。

色を見わたすことができます。

やクルーズ船など多くの船でにぎわっています。
ロンドンや
カンタベリーを訪れるチャンスもあるでしょう。

COPENHAGEN
コペンハーゲン（デンマーク）

HONNINGSVÅG
ホニングスボーグ（ノルウェー）

デンマーク語で「商人の港」
という意味を持つコペンハーゲ

TROMSO
トロムソ（ノルウェー）

ン。アンデルセン童話の「人魚姫の像」や、季節ごとに違った

トロムソは北極圏最大の街であり、19世紀には「北のパリ」
と

観光の拠点として知られています。夜でも太陽が沈まない

花が咲き誇るチボリ公園などは観光スポットとして有名で

呼ばれていました。街の中心には歴史的な木造建築が立ち

ミッドナイト・サンをはじめ、大自然の驚異を感じることが
できます。

す。世界初の歩行者天国「ストロイエ」ではショッピングを楽

並び、中には17世紀にさかのぼるものもあります。夏は白

しむことができます。

夜、冬はオーロラを求めて多くの観光客が訪れます。

ST. PETERBURG
サンクトペテルブルグ（ロシア）

BREMENHAVEN
ブレーマーハーフェン（ドイツ）

ロシアでは首都のモスクワに次ぐ第2の港湾都市。運河が多

ドイツ北部のブレーメン州にある港湾都市です。古くから貿

いことから「水の都」
とも呼ばれています。エルミタージュ美

易港・漁港として栄えたこの街には、船の博物館や海運博物

術館をはじめ、カザン聖堂、エカテリーナ宮殿など、歴史と芸

館などがあり、港町らしい雰囲気にあふれています。

ヨーロッパ最北端の港町であるホニングスボーグは、北極
点から約2,000kmの場所に位置しており、ノールカップ

術が堪能できる街です。

STAVANGER
スタヴァンゲル（ノルウェー）

FLÅM
フロム（ノルウェー）
全長約200km、世界最長のソグネフィヨルドから南に枝分

リースフィヨルドの観光の拠点。漁港として栄え、市内には

かれしたアウランフィヨルドの際奥に位置する小さな港町。

50件以上の缶詰工場があります。北海油田の基地としても

海抜2 m のフロムから海抜8 6 7 m のミュルダールまで約

知られています。旧市街には18世紀に建てられた美しい街

20kmのフロム鉄道で結ばれており、車窓からは雄大なフィ

並みがそのまま残っており、散策が楽しめます。

ヨルドや滝を眺めることができます。

フロム

ヘルシンキ

コペンハーゲン
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PORTS OF CALL

サマナ

コスメル

サントス

カリブ・南米
ANGRA DO REIS
アングラドスヘイス（グランデ島／ブラジル）

COZUMEL
コスメル（メキシコ）

BUENOS AIRES
ブエノスアイレス（アルゼンチン）

コスメルはメキシコ最大の島で、ユカタン半島からわずか

人口約300万人を擁するアルゼンチンの首都であり、
「南米

20kmのところにあります。輝くような白い砂浜と透き通っ

のパリ」
と呼ばれる、ラプラタ川の河口に広がる美しい港町

た青い海が魅力のこの島の先住民の祖先は古代マヤ人だと

です。アルゼンチン･タンゴ発祥の街としても有名です。

言われています。

360もの島々が浮かぶ、
「王の湾」を意味するアングラドス
ヘイスの中でも最も大きい島がグランデ島です。熱帯雨林
ダイビングなどのマリンスポーツが楽しめます。
トレッキン

SAMANA / CAYO LEVANTADO
サマナ／カージョ・レバンタード（ドミニカ共和国）

グコースなどもあります。

サマナ湾にあるカージョ・レバンタードという小さな島を訪

性の豊かな自然が魅力で、美しい海ではシュノーケリングや

PHILIPSBURG
フィリップスバーグ（セントマールテン島）
フランスとオランダに所有され、文化的にそれぞれ異なった
特徴があるこの島は、カリブ海の島々の中でも特別な魅力を

れます。真っ白な砂浜とクリスタルのような透き通った海が

持っています。フィリップスバーグはオランダ領の首都であ

美しいこの島の付近は、1月から3月の間ザトウクジラが現

り、メインストリートには免税品店や土産物店が立ち並び、賑

れることで知られています。

わいを見せています。

カカオ景気の影響を色濃く残しています。素晴らしい大自然

SALVADOR
サルバドール（ブラジル）

PUERTO LIMON
プエルトリモン（コスタリカ）

も見逃せません。

サルバドール・ダ・バイアとも呼ばれ、古くは政治と文化の中

サン・ホセから約165kmのところにある港町、プエルトリモ

ILHEUS
イリェウス（ブラジル）
カカオの生産でよく知られる街です。ブラジルで最も有名な
作家のひとり、ジョルジェ・アマードの小説の舞台ともなり、

ILHABELA
イリャベラ（ブラジル）

心として発展した港町です。最もブラジルらしい街のひとつ

ンには手付かずの自然が保たれています。海ガメも住む海

と言われ、ラテンやアフリカ、インディオが融合した独自の文

には美しいサンゴ礁があり、サーフィンなども楽しめます。内

化を持っています。

陸ではジャングルクルーズ、釣りなどのアクティビティも盛
んです。

いくつかの島を含むイリャベラ市の約85%は州立公園に指
岸と険しい山々があり、マリンスポーツやトレッキングなど

SANTOS
サントス（ブラジル）

様々なアクティビティが用意されています。

サンパウロから約60kmのところにある外港で、南米最大の

定されており、素晴らしい自然が保たれています。美しい海

CARTAGENA
カルタヘナ（コロンビア）

FORT LAUDERDALE
フォートローダーデール（フロリダ／アメリカ合衆国）

港であり、ブラジルの貿易の約4分の1を占めています。
コー

マイアミから約1時間のところに位置するこの街は高級リ

ヒーの取引市場や高名なサッカー選手を輩出したことでも

ゾート地として、また数多くのクルーズ船の発着地として有

知られており、かつては日本からの移民が最初に到着した港

名です。街中に運河が張り巡らされ、
「アメリカのベニス」
とも

でもあります。

称されています。

SAN JUAN
サンフアン（プエルトリコ）

BUZIOS
ブジオス（ブラジル）

プエルトリコ最大の都市サンフアンの港は貿易および観光

リオデジャネイロから約180kmのところに位置するブジオ

の重要な拠点となっています。かつてスペインの植民地で

スは、20を越すビーチを持つ国際的なリゾート地として知ら

カリブ海に面したコロンビアの街です。スペイン植民地時代
の歴史的な建造物が数多く残されており、カルタヘナの港、
要塞と建造物群は世界遺産にも登録されています。

CRISTOBAL
クリストバル（パナマ）

あったこの街の旧市街には16〜17世紀にかけて建てられ

れています。ヨーロッパ風のモダンな雰囲気と、美しい自然

カリブ海のリモン湾を臨む、カリブ海の観光と商業の中心地

た歴史的な建造物が多く残っています。

が一体化したこの街には世界中から観光客が集まります。

St. JOHN’S
セントジョンズ（アンティグア）

PUNTA DEL ESTE
プンタデルエステ（ウルグアイ）

のひとつです。太平洋とカリブ海を結ぶパナマ運河の入り口
として広く知られています。太平洋側に位置する首都、パナ
マシティや世界遺産のポルトベロを訪れることもできるで
しょう。

アンティグア島とバーブーダ島などからなる、イギリス連邦

モンテビデオから東へ約140kmに位置する、ウルグアイ屈

に属するアンティグア・バーブーダの首都です。アンティグ

指のリゾートであるプンタデルエステの街は、世界中から

ア島には300を越すビーチがあり、毎年多くのクルーズ船

やってくる観光客で賑わっています。素晴らしいビーチを求

が寄港しています。

めてやってくる人々で、夏の人口は普段の約10倍にもなる
と言われています。

サンフアン

イリャベラ
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フィリップスバーグ

リオデジャネイロ

PORTS OF CALL

ポートカストリーズ

ブジオス

PORT CASTRIES
ポートカストリーズ（セントルシア）
長期に渡ってフランスとイギリスの支配を受けてきたこの美
しい島は、自然を愛するイギリスと、フランス風の洗練され
た雰囲気を合わせ持っています。深い熱帯雨林には様々な鳥
類やカメが住み、火山性の双子の山、ピトン山は世界自然遺
産に登録されています。

PORTBELO
ポルトベロ（ブラジル）
ブラジルの中でも現代的でヨーロッパ風の雰囲気を持つサ
ンタ･ カタリナ州の港町です。巨大な吊り橋で本土とつな
がっているサンタ･カタリナ島にある州都フロリアノポリスな
どを訪れることができます。

MACEIO
マセイオ（ブラジル）
ブラジル北東部で最も美しいと言われる海岸を持つアラゴ
アス州の州都です。ホテルやレストランなど整った観光設備
を持ちながら美しい自然を残しており、多彩なアクティビ
ティが楽しめます。シーフードや伝統的な干し肉料理も有名
です。

RIO DE JANEIRO
リオデジャネイロ（ブラジル）
ブラジル第2の都市リオデジャネイロは活気に満ち溢れてい
ます。カーニバルで有名なこの街はブラジルの文化と商業の
中心であり、世界三大美港のひとつであると言われています。

RECIFE
レシフェ（ブラジル）
ブラジルで4番目に大きな都市であり、運河が多いことから
「ブラジルのベニス」
と呼ばれています。近郊には世界遺産
に指定されている、16世紀の街並みを残した街オリンダが
あります。

ROADTOWN
ロードタウン（トルトラ島）
英領バージン諸島最大の島、
トルトラ島の首都です。古くは
砂糖貿易の中心として栄えましたが、現在は恵まれた自然を
活かした観光業が中心の美しい島です。

プンタデルエステ

マセイオ

ロードダウン
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