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Mammoth Cave Discovery Tour (マンモスケイブ探検ツアー)
①
セルフガイド（Ranger Stationed Route）:夏期のみ
②
レンジャーによるガイドツアー（Guided Route）：夏
期以外
所要時間
①最低30分・②1時間15分
距離
往復3／4マイル(約1.2km)
定員
①なし②40名
トイレ なし
主要なテーマ 主な大鍾乳洞／幅広い話題／自然保護の様々
な課題
標高差 140フィート（約42.5m）
階段の段数
120〜180段
急坂
1箇所、鍾乳洞入口の上り下り
制限など
☆一般的注意事項（p5）参照。
注意
チケットはチケット販売所でのみ入手可能です。予約
はできません。

Historic Tour (歴史ツアー)
ビジターセンター入口ドア前集合
所要時間
2時間
距離
2マイル(約3.2km)
定員
120名
トイレ あり(1.5マイル(約2.4km)地点)
主要なテーマ 大きな主要通路。最も古くから使われている
ツアールート。文化的な歴史。
標高差 300フィート(約91.2m)
階段の段数
440段(マンモスドームタワーの138段含む)
急坂
鍾乳洞入口の上り下りとトレイル（歩道）
制限など
☆一般的注意事項（p5）参照。

Frozen Niagara Tour(フローズンナイアガラツアー)
バス乗り場集合
所要時間
2時間
距離
3／4マイル(約1.2km)
定員
118名
トイレ なし
主要なテーマ 深い縦穴。天井の高いドーム。乾燥した鍾乳
洞通路。出入り口付近の鍾乳石・石筍エリア。水により形作
られたダイナミックな鍾乳洞。鍾乳洞の生き物。
標高差 250フィート(約76m)
階段の段数
500段(うち下り300段)
急坂
あり
制限など
ニューエントランス内では、乳幼児用のバッ
クパック（背負子）の使用は禁止されています。

Travertine Tour（石灰華ツアー）
バス乗り場集合
所要時間
1時間15分
距離
往復1／4マイル(約0.4km)
定員
39名
トイレ なし
主要なテーマ 鍾乳洞の形成（鍾乳石、石筍の発達）／鍾乳
洞内での生き物の生態
標高差 50フィート(約15.2m)「Drapery Room（優美なひだの
ある部屋）」
階段の段数
13段（随意で98段追加）
急坂
なし（ただし入口に短い傾斜路あり）
制限など
☆一般的注意事項（p5）参照。ゆっくり歩く
方や歩くのに杖を必要とする方、乳幼児を連れている方に最
適なツアーです。

Violet City Lantern Tour（バイオレットシティ・ランプツアー）
ビジターセンター入口ドア前集合、帰りはバスでビジターセ
ンターまでバスを利用
所要時間
3時間
距離
3マイル（約4.8km）
定員
58名
トイレ なし
主要なテーマ ランプの明かり体験／有史以前の鍾乳洞利用
者達／19世紀のツアー体験／早期の探検と商業的利用
標高差 270フィート（約82.1m）
階段の段数
160段
急坂
多数の丘の上り下りあり
制限など
☆一般的注意事項（p5）参照。6歳未満のお子
さんは参加できません。大人のみランプ（公園側が準備）を
持つことが可能です。懐中電灯とカメラの使用はどうぞご遠
慮ください。

Grand Avenue Tour（鍾乳洞大探検ツアー）
バス乗り場集合
所要時間
4時間半
距離
4マイル（約6.4km）
定員
118名
トイレ あり（1.1マイル（約1.8km）と2.5マイル（約4km）地
点）
主要なテーマ ドラマティックな鍾乳洞の変化／乾燥した鍾
乳洞と湿った鍾乳洞の対比／岩盤の崩壊／ジプサム（石膏）
と鍾乳石の形成／早期の洞窟探検と利用
標高差 300フィート（約91.2m）
階段の段数
670段
急坂
上り下りともあります。特に2.5マイル（約4㎞）地点
から出口までの間に60フィート（約18.3m）以上の高低差があ
る箇所が数箇所ある
制限など
☆一般的注意事項（p5）参照。6歳未満のお子
さんは参加できません。スノーボールルームでのみ飲食可能
です。

River Styx Cave Tour(三途の川ケイブツアー)
ビジターセンター入口ドア前集合
所要時間
2時間30分
距離
2.5マイル（約4km）（トレイル以外の区間を含む）
定員
60名
トイレ あり（1.5マイル（約2.4km）地点）
主要なテーマ 地質学的な鍾乳洞の発達／水が現在も与えて
いる鍾乳洞への影響／主な大鍾乳洞／鍾乳洞の生き物／環境
問題
標高差 360フィート（約109.4m）
階段の段数
560段（マンモスドームタワーの138段含む）
急坂
鍾乳洞の入口の上り下りとトレイル
制限など
☆一般的注意事項（p5）参照。

Great Onyx Tour (グレイトオニックスツアー)
バス乗り場集合、鍾乳洞内は照明施設がないため参加者の何
人かはランプを持たなければなりません
所要時間
2時間15分
距離
往復1マイル（約1.6km）
定員
38名
トイレ なし
主要なテーマ 1841〜1941年のマンモスケイブ地域の生活／
国立公園内のもうひとつの鍾乳洞の地質的美しさ／ランプの
明かりによる鍾乳石・石筍の形／鍾乳洞の生き物。公園内の
地上の特質
標高差 30フィート（約9.1m）
階段の段数
40段
急坂
なし
制限など
☆一般的注意事項（p5）参照。

Wild Cave Tour (ワイルドケイブツアー)
ビジターセンター入口ドア前にて担当ガイドと待ち合わせ（
集合場所要確認）
所要時間
6〜6時間半
ケイビング
距離
5.5マイル（約8.8km）
＊「要求される体力」についての項目を参照
定員
14名（要予約）
トイレ あり（スノーボールルーム地点）
主要なテーマ 安全な鍾乳洞探検テクニック／環境問題／過
去と現在の鍾乳洞の探検／チームワーク
標高差 300フィート（約91.2m）
要求される
体力
鍾乳洞内の壁のフリークライミング。9インチ（約
23cm）の高さの隙間を相当な距離這いつくばって進む。屈ん
だ姿勢で歩く。手と膝を使ってとがった岩や泥の中を這って
進む。水のあるところを這って進む。狭い洞穴にもぐり込ん
だり這い出したりする。
制限など
16歳の誕生日を迎えていなければ参加でき
ません。18歳未満の参加者は大人の同伴が必要です。くるぶ
しより上まで覆う編み上げの靴で、靴底に突起か深い溝のあ
るものを着用してください。ローカットのハイキングシュー
ズや運動靴は使用できません。胸囲、おしり周りが42インチ
（約105cm）以上の方は参加できません。作業用か登山用手
袋、長ズボンを着用してください。動きやすい汚れてもいい
服装で参加してください。ヘルメット、ヘッドランプ、ひざ
当ては準備されます。出発の30分前までにチケットを購入し
てください。時間までにチケットを受け取らない場合は、他
の利用者に販売されてしまうかもしれません。

Introduction to Caving Tour(ケイビング入門ツアー)
ビジターセンター入口ドア前にて担当ガイドと待ち合わせ
所要時間
3〜3時間半
ケイビング
距離
1.25マイル（約2km）
＊「要求される体力」についての項目を参照
人数制限
20名（予約をお勧めします）
トイレ なし
主要なテーマ 初心者向けの安全な鍾乳洞探検テクニック／
自然の鍾乳洞環境。鍾乳洞の探検／家族利用向け（ただし年
齢制限あり）
標高差 250フィート（約76m）
要求される
体力
ワイルドケイブツアーに似ているが多少易しい。鍾乳
洞内の壁を上ったり下りたりする。狭い隙間を這いつくばっ
て進む。屈んだ姿勢で歩く。手と膝を使ってとがった岩や泥
の中を這って進む。じめじめした歩道を這って進む。狭い通
路に身体をひねりながら出入りする。
制限など
10歳の誕生日を迎えていなければ参加できま
せん。18歳未満の参加者は大人の同伴が必要です。くるぶし
より上まで覆う編み上げの靴を着用してください。ローカッ
トのハイキングシューズや運動靴は使用できません。胸囲、
おしり周りが42インチ（約105cm）以上の方は参加できま
せん。作業用か登山用手袋、長ズボンを着用してください。
動きやすい汚れてもいい服装で参加してください。ヘルメッ
ト、ヘッドランプ、ひざ当ては準備されます。出発の30分前
までにチケットを購入してください。時間までにチケットを
受け取らない場合は、他の利用者に販売されてしまうかもし
れません。

Trog Tour（トロッグツアー）（子供向けツアー）
ビジターセンターにて担当ガイドと待ち合わせ（保護者はツ
アーの導入部分までは子供に同伴し、ツアーが戻ってくると
きは子供を迎えに来てください）
所要時間
2時間半
ケイビング
距離
1マイル（約1.6km）
人数制限
子供12名（8〜12歳）
トイレ なし
主要なテーマ 子供限定ツアー！／日に照らされた世界と鍾
乳洞の世界との関係／地下の環境／鍾乳洞の生き物、自分達
を取り巻く世界の探検
標高差 170フィート（約51.7m）
要求される
体力
鍾乳洞の入口までのトレイルを上ったり下ったりす
る。土の上を腹這いで進んだり、岩を越えたりする。
制限など
8歳以上12歳以下のお子さん対象です。長ズ
ボン、頑丈な運動靴やハイキングブーツを着用してくださ
い。子供用の作業用か登山用手袋を着用することをお勧めし
ます。ヘルメットとヘッドランプは準備されています。柔ら
かい運動用ひざ当てを持参するとよいですが、プラスチック
製のものは使用できません。保護者はツアー開始後15分間の
外でのプログラムに同伴し、ツアー終了10分前にはツアーが
戻ってくる場所にいてください。トロッグツアーはぜんそく
や、土埃に対してアレルギーをお持ちのお子さんにはお勧め
できません。トロッグツアーは、友達やきょうだいと一緒に
楽しむ最高のツアーです。

☆
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General Restrictions (一般的注意事項)

ケイブツアーを選ぶときは、自分の身体的な制約などを現実的
に考えて選んでください。いくつかのケイブツアーは、高所恐
怖症の方や閉所恐怖症の方にはお勧めできません。もしあなた
が高いところや閉ざされた空間が苦手な場合は、友人や家族に
誘われても参加しない方がいいでしょう。
硬く押し固められたトレイルは、荒れていてデコボコでさらに
濡れて滑りやすくなっているところもあります。多くのケイブ
ツアーでは、階段や坂道もあります。そのため、丈夫で底に深
い溝が刻まれているような靴で、歩くのに適した靴が不可欠で
す。もしあなたが地上のデコボコしたトレイルでさえ歩くのに
不都合がある場合は、おそらくケイブの中で歩くのも難しいで
しょう。
ステッキや杖は、その必要性が明らかな場合のみケイブツアー
でも使用することが許されます。
三脚（及び一脚）は鍾乳洞の中で使用することは禁止されてい
ます。
鍾乳洞内の歩道はデコボコしていたり、とても狭いところがあ
り、また階段もあるのでベビーカーは非実用的であるため禁止
されています。また、子供をバックパックの背負子で背負う場
合は、天井の低いところもあるので十分注意して下さい。どこ
で背負子が使用できるかは、レンジャーがアドバイスしてくれ
るでしょう。フローズンナイアガラツアーの鍾乳洞入口付近で
は危険ですから使用をご遠慮ください。
鍾乳洞内の空気の質を守るため、ケイブの中やケイブの入り口
付近での喫煙は禁止されています。
一年を通してケイブ内の気温の変動は、50°F台半ばから
60°F台前半（摂氏10℃台前半）です。しかしながら、冬のケイ
ブの入り口付近は氷点下以下にもなります。ケイブの中のほと
んどのエリアでは、長ズボンを着用しセーターや上着を持参す
ると快適なはずです。

