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眩いイルミネーション
2016年12月、Niagara Falls Illumination Board（ナイアガラの滝イルミネーション委員会）は、ナイ
アガラの滝の照明を効率の良いLEDシステムに変更することを発表しました。数百万ドルを投じたこ
の新しい照明システムは、以前よりも2倍以上の強さの光のレベルであり、光を調整することができるほ
か、色のスペクトル幅が広いため、初めてのビジターもリピーターも、まったく新しい夜のナイアガラの
滝の光景を堪能することができます。夕暮れ時に始まり毎日イルミネーションが輝きます。毎夜のナイア
ガラの滝のイルミネーションは無料で観ることができます。
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Niagara Parks（ナイアガラ・
パークス）
を体験・探検・堪能
ナイアガラ・パークスは1885年、
ナイアガラの滝とナイアガ
ラ・リバーの周辺の土地を保存・保護する目的で設立されま
した。全長56キロメートルのナイアガラ・パークウェイを辿る
と、
目の前に広がる美しい公園や自然のほか、地元の食材を
フィーチャーするレストラン、有名なゴルフコース、復元され
た歴史建造物などが楽しめます。
その設立以来、ナイアガラ・パークスは独立した形態で運営
されており、オンタリオ州政府から運営費を受け取っていま
せん。ナイアガラ・パークスでお支払いただく料金はすべて、
ナイアガラ・リバー街道の自然と歴史遺産を保護するために
用いられます。
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ここにしかない。滝の光景
Table Rock Centre（テーブル・ロック・センター）の上層、
カナダ滝の際から少し歩いただけのところにあるElements
on the Falls（エレメンツ・オン・ザ・フォールズ）
レストラン
は、
ナイアガラの地元の食材を用いて、国際的なインスピレ
ーションをベースにしたメニューを提供しています。イルミ
ネーションできらめく滝を望むカップルのディナーのほか、
ラウンジでお気軽にお酒を楽しむこともできます。
シェフの
エルバート・ウィアーズマの料理と美しい景観は、思い出に
残るお食事の時間を約束します。

お客さまは、滝の壮観を堪能
Queen Victoria Place（クイーン・ビクトリア・プレース）
レストランの屋根付きテラスと屋内のダイニングルームで
は、お食事をしながらカナダ滝とアメリカ滝両方の壮観を
堪能できます。夜、滝のイルミネーションと花火を見るのに
最適な場所です。
トラベル業者の皆さまだけにご用意した
イルミネーション・パッケージがございます。

Culinary Tourism Alliance（カリナリーツーリズム協会）によるプログラム、
Feast On（フィーストオン）は、オンタリオ州の食べ物と飲み物の最高峰を認
定するものです。Niagara Parks Culinary（ナイアガラ・パークス・カリナリ
ー）
でお食事いただくことは、オンタリオ州の優れた食品・飲料・農業セクター
を成立させている多くの生産者、手工芸の職人のサポートにつながります。
Certified Taste of Ontario
（オンタリオ州認定の味）
バッジは、
地元の人と旅行
者の両方にオンタリオ州独自の味覚をご提供することへのコミットメントを表し
ています。
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当グループツアーでは、Elements on the Falls（エレメント・オン・ザ・フォールズ）
とQueen Victoria Place
（クィーン・ヴィクトリア・プレース）
レストランの両方で、地元産の独自のメニューをお楽しみいただけます。

ランチョン・ツアー・メニュー
エレメンツ・オン・ザ・フォールズ・レストラン
クィーン・ヴィクトリア・プレース・レストラン
アーリー・ランチ・スペシャル

(クィーン・ヴィクトリア・プレース・レストランのみ)

11:30am-3pm
11:30am-3pm
11am-11:15am

シェフの本日のスープ*
*追加料金をお支払いただくと、
スープをハウスサラダに変更する
ことができます。前日までにお知らせいただくことが必要です。

以下からお選びください。
高級鶏肉ハーブクラスト

メープル・ビダルブドウ・ロースト・ガーリックの艶煮

プライムリブ・ローストビーフ
焼き汁あえ

焼き大西洋タラ

パルメザンレモン・ペッパー・クラストとリースリングブドウと
ディルのソース

天然キノコのラビオリ
旬の野菜とルッコラ
ペスト・クリーム・ソース

(お客様には着席時にメイン料理をお選びいただきます。)

ランチョン・ツアー・メニューには下記も含まれます：
生野菜とポテト • パンとバター • 季節のデザート • 淹れ立てのコー
ヒー、カフェインフリー・コーヒー、紅茶、牛乳、
ソフトドリンク

ディナー・ツアー・メニュー
エレメンツ・オン・ザ・フォールズ・レストラン
クィーン・ヴィクトリア・プレース・レストラン
アーリー・ディナー・スペシャル

(クィーン・ヴィクトリア・プレース・レストランのみ)

4pm-閉店
5:30pm-閉店
4pm-5:15pm

シェフの本日のスープとハウスサラダ

以下からお選びください。
プライムリブ・ローストビーフ
焼き汁あえ

高級鶏肉ハーブ焼き

メープル・ビダルブドウ・ロースト・ガーリックの艶煮

新鮮なサーモンのフィレの炙り焼き

レモン・ペッパーのベリーラブとリースリングブドウとディルの
ソース

ロブスター・ディナー・メニュー
エレメント・オン・ザ・フォールズ・レストラン
クィーン・ヴィクトリア・プレース・レストラン

ロールパンとバターの盛り合わせ
カナダ西海岸のクラムチャウダー、ハーブクルトン入り
サラダミックス

ボスク梨のグリル、
アーマイト・ブルーチーズ、
ブルーベリー・ビ
ネグレット・ドレッシング

新鮮なカナダのロブスター１匹、溶かしバター付き

下記が含まれています：
季節のポテトと野菜
季節の果物あえフレンチバニラ・アイスクリーム、淹れ立てのコ
ーヒー、カフェインフリー・コーヒー、紅茶、牛乳、
ソフトドリンク

レモン・ペッパーのベリーラブとリースリングブドウと
ディルのソース
旬の野菜とルッコラ
ペスト・クリーム・ソース

(お客様には着席時にメイン料理をお選びいただきます。)

ディナー・ツアー・メニューには下記も含まれます：
生野菜とポテト • パンとバター • 季節のデザート • 淹れ立てのコー
ヒー、カフェインフリー・コーヒー、紅茶、牛乳、
ソフトドリンク

エレメント・オン・ザ・フォールズとクィーン・ヴィクトリア・プレースの両レストランで、ナイアガラ名産の食のメニューをお楽しみいただけます。
2019 年グループプラン
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ランチョン・ツアー・メニュー

ディナー・ツアー・メニュー

クイーンストン・ハイツ・レストラン: 11:30am-3pm

クイーンストン・ハイツ・レストラン: 6pm-閉店
アーリー・ディナー・スペシャル 4pm-5:45pm

シェフの本日のスープ*

ナイアガラ・リバーを望む食事
瀟洒なレストラン、Queenston Heights（クイーンストン・
ハイツ）は風光明媚なクイーンストン・ハイツ公園内に位置
します。ナイアガラの崖の端部、滝の北部からたった10分の
ところです。最高級のナイアガラ・ワインを飲みながら、目の
下に広がるナイアガラリバーの眺めを堪能できます。

*追加料金をお支払いただくと、
スープをナイアガラ・ベビーグリ
ーン・サラダ（バルサミコ酢ドレッシング）に変更することが
できます。
前日までにお知らせいただくことが必要です。

以下からお選びください。

鶏の胸肉グリル、ローストガーリック・グレーズ
ベークト大西洋サーモン、かんきつ類のブールブラン
焼き汁あえプライムリブ・スローローストビーフ
ポレンタのフライパン焼き、天然きのこのラグーと
アスパラガスグリル
（お客様には着席時にメイン料理をお選びいただきます）

ランチョン・ツアー・メニューには下記も含まれます：
新鮮な野菜とポテト • パンとバター
季節のデザート • 淹れ立てのコーヒー
カフェインフリー・コーヒー、ホットティー、
ミルク、
ソフトドリンク
クイーンストン・ハイツ・レストランでは、
グ
ループメニューが別にご利用いただけます。
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シェフの本日のスープ
ナイアガラ・グリーン・ミックスサラダ（バルサミコ酢
ドレッシング）

以下からお選びください。

ナイアガラ・チャードとスイスチーズを詰めた鶏の胸肉
（パープルシャロット汁）
ベークト大西洋サーモンのフィレ、かんきつ類のブール
ブラン
焼き汁あえプライムリブ・スローローストビーフ
ポレンタのフライパン焼き、天然きのこのラグーと
アスパラガスグリル
（お客様には着席時にメイン料理をお選びいただきます）

ディナー・ツアー・メニューには下記も含まれます：
新鮮な野菜とポテト
職人のパンとバター • 季節のデザート
淹れ立てのコーヒー、カフェインフリー・コーヒー、ホットティー、
ミルク、
ソフトドリンク

イルミネーション・タワー・
ディナー・パッケージ
ナイアガラパークス自慢のレストランで美味しい食事に舌つづ
みを打った後は、
イルミネーション・タワーへ。
ここからナイアガ
ラの滝の変わりゆく色彩を展望する時間は、他のどこでも味わ
えない忘れない思い出になるはずです。
年中無休
• 滝を望みながらナイアガラパークスでディナー
• Queen Victoria Park（クイーン・ビクトリア公園）内の
		 イルミネーション・タワーへの独占訪問
• ナイアガラの滝のイルミネーションをリアルタイムで
		 操作
• お客様ひとりひとりの記念の参加証書
パッケージ価格には、ディナー・ツアー・メニューの価格（グル
ープFIT)とイルミネーション・タワーが含まれます。
キャンセルは、予約の48時間前まで受け付けます。
予約は、1.877.642.7275 までお電話ください。

2019 年グループプラン
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スピーディーに美味しいお食事を
予定がぎっしりのお客様に最適です。お客様が観光に戻れ
るように、
スピーディーなサービスをご提供します。

3つを選ぶと、昼食が無料になります。
ナイアガラ・パークスの下記のアトラクションまたは歴史サ
イトを3つ選ぶと、軽い昼食が無料になります。
Butterfly Conservatory（バターフライ・コンサーバトリー）
Journey Behind the Falls

（ジャーニー・ビハインド・フォールズ）

Laura Secord Homestead*（ローラ・セコードの家）
Mackenzie Printery*（マッケンジー印刷所）
Niagara’s Fury（ナイアガラ・フュリー）
Niagara Glen*（ナイアガラ・グレン）
Old Fort Erie*（オールド・フォート・エリー要塞）
White Water Walk*（ホワイト・ウォーター・ウォーク）
Whirlpool Aero Car*（ワールプール・アエロカー）
*季節による。

このパッケージは、2019年6月30日まで、小学生から高校
生まで全ての学年の生徒の団体が利用できます。追加料
金をお支払いただくと、パークス内の交通機関をご利用い
ただけます。
今すぐ予約するには、電話番号：1.877.642.7275までどう
ぞ。
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メニュー・オプション：

場所をお選びください。
すべてのメニューが11amから閉店まで下記の
場所でご利用いただけます。
Table Rock Grill（テーブルロック・グリル）
Grand View Restaurant
（グランドビュー・レストラン）
Butterfly Café（バターフライ・カフェ）

メニューをお選びください。
ツアーメニュー1番は、
ご訪問の3営業日前に
事前にメニューをお選びいただくことが必要
です。
どのメニューにもピザ1枚を追加することがで
きます。
*Butterfly Café（バターフライ・カフェ）では、
フライドポテトの代わりにポテトチップスが一
袋提供されます。

ツアーメニュー1番

ツアーメニュー3番

デラックス・ベーコン・チーズバーガー
クリスピー・チキン・サンドイッチ
デラックス・ベジタブル・バーガー

オール・ビーフ・ハンバーガー
チーズ・バーガー
ベジタブル・バーガー

以下からお選びください。

メニューには下記が含まれます：
フライドポテト
ドリンクバー

以下からお選びください。

メニューには下記が含まれます：
フライドポテト
ドリンクバー

ツアーメニュー2番

ランチ・テイクアウト

スライスピザ1枚

ローストビーフ・カイザー・サンドイッチ
ハムとチーズのサンドイッチ

以下からお選びください。
チーズまたはペパロニ

ビーフ・ホットドッグ

メニューには下記が含まれます：
フライドポテト
ドリンクバー

以下からお選びください。

メニューには下記が含まれます：
ケトルチップス、
フルーツ1個
500ミリボトルの水。

ランチ・テイクアウトは下記からご利用
いただけます。

クイーンストン・ハイツ・レストランとすべてのサイト
2019 年グループプラン
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アドベンチャー
はここから始 まる
4月～ 1 1月

４つのトップアトラクションで節約可能

さらに、連続２日間、WEGOバスが乗り放題です

Hornblower Niagara Cruises

（ホーンブロワー・ナイアガラ・クルーズ）

アメリカ滝とカナダ滝への乗船は、滅多に味
わえないスリルに溢れています。
まったく新し
い方法で、自然の驚異を感じることができま
す。

Journey Behind the Falls

（ジャーニー・ビハインド・フォールズ）

その轟く音はまるでカミナリ。畏怖さえ感じま
す。ナイアガラの「心臓」の下、そして背部に
立ち、霧と水しぶきを体感してみませんか。

アドベンチャーは必ず事前に予約してください。

Niagara’s Fury

（ナイアガラ・フュリー）

ナイアガラの滝の太古の歴史を発
見。10,000年前にさかのぼり、様々な時代
にわたる氷河の破壊と環境の大変化を体
験。4D映像で、
自然の力強さと美しさを堪能
してください。

White Water Walk

（ホワイト・ウォーター・ウォーク）

ナイアガラ大渓谷の奥深く、世界で最も荒い
レベルである第6級の急流を臨むボードウォ
ークを歩きます。

Niagara Parks (ナイアガラパークス）
では、全てのアトラクションで、ツアー＆トラベル料金をご利用いただくにはグループに
事前にご予約いただくことが必要です。事前のご予約のないグループは、通常の小売料金をお支払いただくことになります。
アドベンチャーのご予約は、1.877.642.7275へ今すぐどうぞ！
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日程は変更されることがあります。

不思議を
発見

1 1月～ 4月

3つのトップアトラクションで節約可能

さらに、連続２日間、WEGOバスとフォールス斜行カーが乗り放題です。

Butterfly Conservatory

（バターフライ・コンサーバトリー）

外来の植物と花々の間を飛ぶ、2,000匹の蝶
々の壮観をお楽しみください。

Journey Behind the Falls

（ジャーニー・ビハインド・フォールズ）

トンネルを経由して奥深く、
カナダ・ホースシ
ューの滝の背後の岩までたどり着きます。野
外展望デッキは、滝の基盤上にあります。

Niagara’s Fury

Floral Showhouse

（ナイアガラ・フュリー）

エキサイティングな4D体験で、
ナイアガラの
滝の形成が目の前によみがえります。動くプラ
ットフォームから驚異的な映像を堪能し、忘れ
られないビジュアル体験ができます。

（花の展示）

カナダ滝とTable Rock Centre（テーブルロッ
ク・センター）から南に歩いてすぐのところで
は、70年にわたり、植物が豊かに茂り、花を咲
かせてきました。

アドベンチャーは必ず事前に予約してください。
Niagara Parks (ナイアガラパークス）
では、全てのアトラクションで、ツアー＆トラベル料金をご利用いただくにはグループに事前
にご予約いただくことが必要です。事前のご予約のないグループは、通常の小売料金をお支払いただくことになります。
アドベンチャーのご予約は、1.877.642.7275へ今すぐどうぞ！

Niagara Parks (ナイアガラパーク
ス）のアトラクションとWEGO は、
全部がバリアフリーです。

日程は変更されることがあります。

2019 年グループプラン
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時をさかのぼる
Laura Secord Homestead

（ローラ・セコードの家）
5月～10月まで開館

ローラ・セコードはカナダで一番有名なヒロインです。当時
の服装をしたガイドが、ツアーを提供し、
この歴史的な家の
興味深いストーリーをご案内します。

Mackenzie Printery

（マッケンジー印刷所）
5月～9月まで開館

反逆的だったジャーナリスト、William Lyon Mackenzie
（ウィリアム・リオン・マッケンジー）の家を復元したもの。
過去の印刷店の本格的な雰囲気のなか、印刷技術の500
年を見学できます。

McFarland House

（マッファーランド・ハウス）
5月～9月まで開館

ナイアガラ・オン・ザ・レークに1800年に建造されたナイア
ガラ・パークス内最古の建物です。見学すると、1812年英米戦
争で果たした中心的な役割がわかります。

Old Fort Erie

（オールド・フォート・エリー要塞）
5月～10月初旬まで開館

オールド・フォート・エリー要塞には200年の歴史が息づい
ています。1812年英米戦争の跡地であり、見学者は当時、包
囲された際の様子を過去にさかのぼって体験することがで
きます。
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再び自然とつながる
Botanical Gardens（植物園）
5月～10月まで開館

美しくメンテナンスされているこの植物園では、その歴史と
特長にハイライトを当てた30分のガイドツアーにご参加い
ただけます。

Floral Showhouse（花の展示）
年中無休

季節の花々、蘭、熱帯の植物の豊かなコレクションはまるで
パラダイスです。植物の作る華やかなパラダイスには、外来
の鳴き鳥が何十匹と飛び交います。

Niagara Glen Nature Hikes（ナイ

アガラ・グレン）
ネイチャー・ハイキング

5月～9月1日、そして10月中旬の週末（天候による）にオープン。

ナイアガラ・グレンへのガイドツアーに参加して、固有の自
然や、轟くホワイト・ウォーター急流を観察できます。
リクエ
ストをいただければ、短めのハイキングをご用意することも
できます。高齢者の皆さまには「リムツアー」がおすすめで
す。丈夫な靴が必要です。

2019 年グループプラン
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グループでのゴルフと、個別の旅行者

ランチメニュー

ナイアガラ・パークスには、世界トップクラスのチャンピオン・
ゴルフ・コースがあり、
それぞれが数分の距離に位置してい
ます。
プライベートなスペシャルイベント会場や、美しい自然
のアトラクションがあり、
あなたのプレイを自由にカスタマイ
ズすることができます。5つ星のレジェンド・サービスで、
ナイ
アガラ体験を心ゆくまでご堪能ください。
ゴルフコースはす
べて、風光明媚なナイアガラ・リバー沿いに位置しています。

2019年4月～2019年10月

Legends on the Niagara

（レジェンズ・オン・ナイアガラ）
4月～11月初旬までオープン

轟くナイアガラの滝の上流、息を呑むような美しい自然の中
にあります。風光明媚なナイアガラ・パークウェイ沿いのチッ
パワの村に3平方キロメートル近く広がる広大なゴルフ場で
す。ふたつの18ホール・チャンピオンシップ・ゴルフコー
ス、20万平方メートル・360度の練習施設、Niagara Parks
Golf Academy（ナイアガラ・パークス・ゴルフ・アカデミ
ー）、8万平方メートルにわたる湖とクラブハウスを誇り、同
種のゴルフ場はカナダで初めてです。

Whirlpool Golf Course

（ワールプール・ゴルフ・コース）
4月～11月初旬までオープン

カナダのパブリック・ゴルフ・コースのトップクラスに数えら
れるワールプール・ゴルフコースは、ナイアガラ・リバーの渦
巻と峡谷が背景となります。設計はStanley Thompson（ス
タンリー・トンプソン）氏。広大な18ホールのチャンピオンシ
ップ・コースで、60年間愛され続けています。
クラブ、ハンド
カート、電気カートの貸し出しがあります。

16

Niagara Parks

Whirlpool Restaurant
（ ワールプール・レストラン ）: 11am-4pm

シェフの本日のスープ*
*3ドルをお支払いただくと、
スープをハウスサラダに変更する
ことができます。前日までにお知らせいただくことが必要です。

以下からお選びください。

オンタリオ産スプリーム鶏肉グリル

フォレストマッシュルーム、
トマトとピノノワール・グレーズ

焼きタラのフィレ

ペッパー・ベリー・ラブとレモン・バター・ソース

4種のチーズと肉のラザニア
（お客様には着席時にメイン料理をお選びいただきます）

メニューには下記が含まれます：
生野菜とポテト
パンとバター • 季節のデザート
淹れ立てのコーヒー、カフェインフリー・コーヒー
紅茶、牛乳、ソフトドリンク
日程は変更されることがあります

NIAGARA-ON-THE-LAKE
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WEGOの時刻表はここからご利用い
ただけます。
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Butterfly Conservatory

クイーンハイツ

（バターフライ・コンサーバトリー）

Queen Victoria Place（クイー
ン・ビクトリア・プレース）
レストラン

（テーブル・ロック・センター）

Niagara Parks

Table Rock Centre

Whirlpool Aero Car

（ワールプール・アエロカー）

Niagara’s Fury

（ナイアガラ・フュリー）
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White Water Walk

Grand View Marketplace

Journey Behind the Falls

Legends on the Niagara
Golf & Restaurant（レジェン

（ホワイト・ウォーター・ウォーク）

（ジャーニー・ビハインド・フォール
ズ）

(グランドビュー・マーケットプレース)

ズ・オン・ナイアガラ）
ゴルフ＆レスト
ラン

お問い合わせ

電話 905.356.2241
ファックス 905.356.8448

フリーダイヤル 1.877. NIA-PARK •
(642.7275)
groups@niagaraparks.com
niagaraparkstraveltrade.com

一般情報
• グループ料金を利用するには最低20名のお客様が必
要です。FIT料金がご利用になれます。

• グループ料金はカナダドルでお見積りいたします。税金
とチップは含まれています。
• 料金と利用状況は変更される場合があります。

• ナイアガラ・パークスの施設はすべて、12月25日は閉
鎖されます。

• ナイアガラ・パークスは、事前に予約されたレストラン
またはアトラクションから何らかの理由で、グループを
移動させることが必要となった場合、代替のレストラン
またはアトラクションを提供する権利を有するものと
します。

• すべてのナイアガラ・パークスのレストランとアトラクシ
ョンでは、アメリカドルのご利用が可能です。
• お支払は、グループ全員に対しひとりの方が現金、会社
の小切手、クレジットカードまたはバウチャーでお支払
ください。

Jennifer Thomas

（ジェニファー・トーマス）

国内ツアー、
トラベル業者マネー
ジャー
905.356.2241 内線 2213
jthomas@niagaraparks.com

Abbie Arnott

（アビー・アノット）

国際レジャー・トラベル業者セール
スマネージャー
905.356.2241 内線 2219
aarnott@niagaraparks.com

• お支払の特典をご利用になる前に、クレジット申請を
受領、了承されることが必要です。了承されれば、ナイ
アガラ・パークスは、アトラクションあるいはレストラン
にグループで到着されたお客様に、ご自身の会社のサ
ービス・バウチャーまたはレター（複製のあるもの）
で、下記の該当情報をご提供いただきます。
会社名・住所
グループ名またはコード
サービスを提供する場所
サービスを提供する日付
大人、子供、無料提供の数
スペシャル・パッケージの有無
（例：Niagara Falls Adventure Pass（ナイアガ
ラの滝アドベンチャーパス））

• 会社のサービスバウチャーまたはレターなしに到着さ
れたグループは、現金、会社の小切手、クレジットカー
ドのいずれかでお支払いただくことが必要となりま
す。

• シーズン中に受け取ったバウチャーは全て、ナイアガ
ラ・パークスが預かり、監査の対象となります。インボ
イスを添付したコピーがご必要な方は、それぞれの訪
問についてふたつのバウチャーのコピーをお渡しくださ
い。そのうちのひとつをお返しします。

• バウチャーはお使いになる前に、事前承認されていな
ければなりません。
• 料金は通知なしに変更されることがあります。
• バスのライセンス料金についての詳細は、
niagaraparks.com/busをご覧ください。

グループでの食事
• グループセールス部署がご到着の7～10日前にお電話
し、お客様の保証人数を確認します。

• キャンセルは、ナイアガラ・パークスのレストラン全て
において48時間前までにお知らせください。お知らせ
がない場合、前金をお返しすることはできません。予約
をキャンセルされる場合、キャンセル番号を取得してく
ださい。この番号がなければ、
「無断キャンセル」とし
て会社にお支払が発生します。
• ツアーグループには、レストランへのご到着時にご利
用いただける席の中で最高の席にご案内します。

• プレミア席の割リ当ては、レストラン・マネージャーより
2時間の事前通知がある場合を除き、予約時間後15分
までご用意しております。
• いずれも場合も、30分以上遅れて到着されたグループ
またはFIT予約（レストラン・マネージャーへの2時間前
までの通知がある場合を除き）には、グループまたFIT
全予約料金が課金され、その他の割引も適用されませ
ん。

• お知らせいただいた最終人数、または参加されたお客
様の人数のうち、数の多い方に対して課金させていた
だきます。
• ご予約には48時間前までのお知らせが必要です。
• ナイアガラ・パークスのレストランにはいずれも、
食品、飲料、調味料を持ち込むことはできません。

• 20名以上の（料金をお支払いただく）お客様をお連れ
いただくエスコート・ドライバーの方には、最高2人前
までの（レストランが選択する）お食事をご提供しま
す。エスコート・ドライバー用のお食事を他の人へ譲渡
することはできません。

• 20名未満のグループの場合、エスコート・ドライバーの
皆さまは最高2人前のお食事を割引価格でお買い求め
いただけます（レストランが選択）。他のエスコート、地
元のツアーガイド、研修生の方のお食事は無料ではな
く、事前に承認されることが必要です。特定のお食事
を他の人へ譲渡することはできません。

• エスコート・ドライバー・ガイドのレストラン割引料金を
ご利用の際、レストランにはガイドの身分証明を見せて
いただく権利を有するものとします。

アトラクション情報
• ナイアガラパークスの全てのアトラクションでは、20
名以上の大人のグループあるいは10名以上の学生／
生徒グループは、
「ツアー＆トラベル割引料金」をご利
用いただけます。この基準を満たさないグループは、
他に契約がある場合を除き、小売料金をお支払いただ
きます。
• 大人のグループ:20名の入場料の支払いがある際、ツ
アーエスコート／ドライバーの方は入場無料となりま
す。

• 学生／生徒のグループ (小学生～高校生、 9月～6月
のみ):10名の入場料の支払いがある際、大人の付き添
いの方は入場無料となります。

• 学生／生徒割引と無料サービスは、7月と8月にはご利
用いただけません。
• 現地での処理手続きのため、予約の15分前にご到着
ください。

• 全ての場所において、いずれの場合も、子どもが秩序
あるふるまいをするよう、付き添いの方が責任を持っ
てください。
• Botanical Gardens（植物園）とButterfly
Conservatory（バターフライ・コンサーバトリー）で
は、ピクニックをしないでください。

2019 年グループプラン
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ATTRACTIONS
CULINARY
GOLF
HERITAGE
NATURE + GARDENS
SHOPS

niagaraparks.com

