大阪
OSAKA
日本発見ツアー
JAPANESE DISCOVERY
ツアー番号：OSA800/OSA801
ツアー料金：２人部屋使用＄２６００～
所要時間：２泊３日

１人部屋使用＄２９００～

１日目：（昼・夕食付き）京都（東京泊）
お寺、神社や静寂な庭園などが数多く残る古都京都を観光します。最初に印象的な金閣寺を訪
れます。三層のお寺は各階異なる建築様式が用いられ、池には黄金の葉のように映し出されま
す。（外観のみの観光です）西洋風の昼食を取り休憩した後、歴史を持ち、美しい景観を楽し
むことができる高台寺を訪れます。高台寺の特徴は、豊富に装飾された室内と、美しい和風の
庭園です。この特別な場所の景観と雰囲気を楽しんだ後、京都駅に向かい、新幹線に乗車し、
京都から約２７３キロ離れた日本の首都である東京に向かいます。所要時間はわずか約２時間
３０分ほどです。東京に到着し次第、ホテルニューオータニ東京にチェックインをし、素晴ら
しい鉄板焼き料理を夕食で味わいます。
２日目：（朝・昼・夕食付き）東京（東京泊）
朝食後、東京の見どころをお楽しみください。まず、明治天皇に捧げられた明治神宮を訪れま
す。明治天皇は日本が中世国家から近代国家に移り変わる様子を見届けた天皇で、江戸が当時
の日本の新しい首都となり、東京という名前に変えられた時代である１８６８年から１９１２
年まで在位していました。明治神宮の特徴は、入り口に高さ約１２メートルもある、日本中で
も有数の大きさを誇る鳥居があることです。昼食後、高さ約６００メートルある東京の新名所
東京スカイツリーに向かいます。日本で一番高い建造物で、完成時点では世界で２番目に高い
建造物でした。エレベーターで展望デッキに向かい、東京の素晴らしい景色を堪能ください。
次に、浅草に向かい、東京で最も人気である巡礼地の一つである浅草寺を訪れます。この古い
お寺には大きな門が２つにあり、仲見世と呼ばれる伝統的家族経営のお店や出店が並んでお
り、古い東京のシンボルとなっています。その後、３６０度景観を見渡すことのできる回転レ
ストランで、ビュッフェ式の夕食をお楽しみください。
３日目：（朝・昼食付き）長崎
朝食後空港に移動し、飛行機で長崎に向かいます。定期便を利用し、観光を最大限お楽しみい
ただくため、昼食は弁当となります。長崎は１９４５年に日本で２回目の原爆が投下された場
所です。長崎平和公園は世界平和を願い作られました。ここには平和の泉と高さ９.７メート
ルの平和の像があります。公園の近くにある長崎原爆資料館は写真と原爆の遺品を展示し、核
の恐怖と平和の大切さを訴えています。原爆落下中心地はこの町を滅ぼした原爆の爆心地を示
しています。市内観光の後、短時間バスで移動し、長崎港に停泊している船に戻ります。
ご案内：このツアーはバス、飛行機、徒歩にて行われます。このツアーのお申込みは２０１７年１２月
１７日に締切ります。このツアーは参加人数が限られていますが、最少催行人員も設定されて
います。ツインルームは OSA800、シングルルームは OSA801 のツアーにお申込ください。ツア
ー料金は一部屋ではなく、お一人様の料金です。このツアーは大阪を３月２２日に出発し、長
崎に３月２４日に戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付をお間違えの無い様にお願いしま
す。このツアーは予約後の払い戻しは受けられません。体力に自信がない方のこのツアーへの
参加はおすすめできません。早朝出発、長い日程、気候の変化や飛行機の遅れなどお備えくだ
さい。このツアーで提供される食事のほとんどは日本料理です。ツアーの一部を利用しなかっ
た場合の払い戻しはありません。飛行時間や詳細などは船内でお知らせします。明記された宿
泊予定ホテルが変更となる場合があります。車椅子やスクーターは新幹線に乗せることができ
ません。
ツアー料金に含まれる費用：明記されたバス、飛行機、列車といった交通機関、エコノミークラスの航
空券、ツーリストクラスの鉄道チケット、明記された観光、入場料、食事、宿泊。飲食に関し
て制限がある方はツアーマネージャーにお声かけください。
ツアー料金に含まれない費用：軽食、通信費、ランドリー、チップ、ルームサービス、医療費、旅行保
険といったものの個人的な費用。 アメリカ、英国、ドイツやオーストラリアからの参加者は
ビザの取得は必要ありませんが、他の国籍のお客様は乗船前にビザ情報を事前にご確認くださ
い。

持ち物：パスポート、常備薬をご持参ください。荷物は最大重量１５キログラムまでの小さな鞄ををお
１人様１個とさせていただきます。自動販売機では日本円しか使えません。ツアー催行時期の天
候は一般的に寒いため暖かい冬服をご持参ください。
長崎：記念館内に一部の画像は残酷な戦争の悲惨な画像などが展示されております。館内の写真撮影は
禁止されています。
ショッピング：買い物の時間を予定していますが、スケジュールによります。遅れている場合は省略さ
れる場合があります。

上海
SHANGHAI
兵馬俑、万里の長城と北京周遊旅行
WARRIORS, WALL & BEIJING OVERLAND
ツアー番号：SHA806/SHA807
ツアー料金：２人部屋使用＄２４００～
所要時間：４泊５日

１人部屋使用＄２７００～

１日目：（昼・夕食付き）上海
東洋の真珠ともいわれる上海を観光します。徒歩にてガイドの案内の元、旧市街の狭い路地と石
畳の道を散策します。ジグザグの九曲橋を渡り、買い物の時間をお取りしてから豫園へ。この伝
統的な明王朝の庭園には邸宅や東屋があります。地元のレストランで昼食を取り、その後地下ト
ンネルを通り中国のウォールストリートと呼ばれる浦東経済地区に向かいます。数多く聳え立
つビルの中でも中国で最も新しく、最も高いワールドファイナンシャルセンターを見上げます。
驚異的な速度を出すことのできるリニアモーターカーに乗車し、浦東を出発します。航空機で西
安へ向かい、ヒルトンホテルにチェックイン後、ホテル内で夕食をお召し上がりください。
２日目：（朝・昼・夕食付き）兵馬俑
ホテルにてビュッフェ式の朝食を済ませた後、秦始皇兵馬俑博物館を訪問します。１９７４年に
発見され、実物大の７千体もの素焼きの兵士や馬の像などは「世界の八不思議」と称されていま
す。兵士たちは戦闘態勢、階級毎にグループ分けがされており、馬車隊や槍、刀、弓矢などを持
った歩兵隊などがひとかたまりになっています。凝りに凝った兵士たちの造形とスケールの大
きさには想像を絶するものがあります。昼食は地元のレストランで取ります。その後、兵馬俑博
物館のレプリカを作ることのできる地元のワークショップを訪れます。午後には、１３７０年に
建設が始まり唯一中国で完全に保存された城壁である西安城墻の一部を自由に歩きます。西安
の南部にある大雁塔を見てみましょう。唐時代に仏教寺院の複合施設として建てられた寺院は、
当時の姿のまま綺麗に保存されていて、貴重な仏教に関する原稿が１３００年以上にわたって
残っています。夜には、唐宮レストランで夕食をお召し上がりください。
３日目：（朝・昼・夕食付き）紫禁城
朝食後、飛行機で北京へ行きます。到着後は、現地のガイドに会い地元のレストランで昼食をと
ります。午後は、宮殿博物館とも呼ばれる紫禁城を訪れます。故宮博物館とも呼ばれるこの場所
は明朝から清朝まで歴代皇帝の居城となっていた所です。世界で最も大きいと言われる故宮の
敷地は８５ヘクタールの広さを持ち、精緻を極めた内装を持つ大小の建物や内廷の素晴らしさ
は筆舌に尽くしがたいものです。夕方には、北京ケリーホテルに移動して夕食をとります。その
ホテルでは２泊します。
４日目：（朝・昼・夕食付き）万里の長城と頤和園
朝食後、人類が作った最大建造物、万里の長城を訪れます。万里の長城は紀元前３世紀より北方
の遊牧民や異邦人の襲撃から守るために作られ、壁の長さは東西７２００キロメートルに渡っ
て築かれました。現在の長城は１００万人以上の人民労働者の血の滲む様な苦役の成果として
知られています。地元のレストランで昼食をとり、次にショッピングをします。午後は、北京郊
外にある頤和園を訪れます。宮殿の建設は晋時代に始まり、清王時代には休憩や娯楽のための豪
華な庭園となりました。１９８８年、頤和園の庭園はユネスコの世界遺産に登録されました。夕
方には、地元のレストランで伝統的な北京ダックなどの夕食をお召し上がりください。

５日目：（朝・昼・夕食付き）天壇と香港
ホテルでの朝食後、北京の中心へ行き、約１４ヘクタールの大きさで世界最大の広場である天安
門広場を訪れます。この史跡の周りには、人民大会堂、毛主席記念堂、国立博物館があります。
その後空港に移動します。途中、昼食用のお弁当が用意されています。午後の便で香港へ向かい、
到着後現地ガイドがお迎えいたします。バスにて船に戻り船内で夕食をお召し上がりください。
ご案内：このツアーはバスと電車と徒歩にて行われます。このツアーのお申込みは２０１７年１２月１
７日に締切ります。このツアーには最少催行人員と最大定員があります。２人部屋は SHA806、
１人部屋は SHA807 のツアーにお申込みください。ツアー料金は一部屋ではなく、お一人様の
料金です。このツアーは予約後の払い戻しは受けられません。このツアーは３月２６日に上海
を出発し、３月３０日に香港に戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付をお間違えの無い様
にお願いします。フライト時間と詳細は船内でご案内します。掲載されているホテルは予告な
しに変更になる場合があります。このツアーは体力を要します。早朝の出発や長時間の観光、
急な天候の変化、飛行機の遅延などにお備え下さい。このツアーは包括旅行の為、いかなる場
合においても実行されなかった際の払い戻しはありません。
ツアー料金に含まれる費用：バスでの移動、エコノミークラスの航空券、明記された観光、入場料、食事、
宿泊。昼食にはグラス２杯のビール、ソフトドリンクが含まれ、夕食には２杯の紹興酒又はハウ
スワインが含まれます。それ以外のお飲物は各自負担となります。
ツアー料金に含まれない費用：個人的な費用、通信費、ランドリー、チップ、ルームサービス、医療費、
旅行保険。
持ち物：パスポート、常備薬、最大重量２０キログラムまでのスーツケースをお１人様１個。万里の長城
が湿っている場合滑りやすいので歩きやすい底の柔らかく滑りにくい靴をお勧めします。
査証：中国の査証が必要な国籍の方は、クイーン・エリザベス乗船前に取得してください。
天候：３月の気候は概ね寒く、気温は朝の最低気温が２°C、日中の最高気温は約１１°C です。
習慣と伝統：地元の習慣と文化を尊重するため、寺院を訪れる際は控えめな服装でご参加ください。
交通：上海や北京は大都市のため、渋滞が予想されます。ツアーは記載された行程通り催行されますが遅
れが生じる場合があります。

上海、兵馬俑とジャイアント・パンダの観光旅行
SHANGHAI, WARRIORS & GIANT PANDAS OVERLANDS
ツアー番号：SHA826/SHA827
ツアー料金：２人部屋使用＄２７００～ １人部屋使用＄２９００～
所 要 時 間：４泊５日
１日目：（夕食付き）上海から西安
東方の冒険は東洋の真珠と言われている上海から始まります。ガイド付きの徒歩ツアーでは旧
市街の狭い路地や石畳の路地を散策し、ジグザグの九曲橋を渡り、伝統的なホールやパビリオン
がある豫園で終了します。その後中国のウォールストリートと呼ばれる浦東経済地区に向かい
ます。数多く聳え立つビルの中でも中国で最も新しく、最も高いワールドファイナンシャルセン
ターを見上げます。驚異的な速度を出すことのできるリニアモーターカーに乗車し、浦東を出発
します。航空機で西安に向かい、ヒルトンホテルにチェックイン後、ホテル内で夕食をお召し上
がりください。
２日目：（朝・昼・夕食付き）兵馬俑
ホテルにてビュッフェ式の朝食を済ませた後、１３７０年に建設が始まり、中国の城壁の中で唯
一完璧に保存されている西安の城壁周辺を散策します。このツアーの見どころは秦始皇兵馬俑
博物館への訪問です。１９７４年に発見され、実物大の７千体もの素焼きの兵士や馬の像などは
「世界の八不思議」と称されています。兵士たちは戦闘態勢、階級毎にグループ分けがされてお
り、馬車隊や槍、刀、弓矢などを持った歩兵隊などがひとかたまりになっています。凝りに凝っ
た兵士たちの造形とスケールの大きさには想像を絶するものがあります。昼食は地元のレスト
ランで取ります。午後は空港に向かい飛行機で北京に向かいます。北京到着後、ケリーホテルに
移動し、夕食をお取りください。
３日目：（朝・昼・夕食付き）西安から成都
朝食後、大慈恩寺にあり中国でも最も有名な仏塔の 1 つである大雁塔を訪ねます。高宗が後援

していたこの寺院は、母親の慈愛への感謝の象徴として、６５２年の唐の時代に建立されまし
た。１３７０年に建設が始まり、中国で唯一完全に保存されている西安の壮大な市壁をゆっくり
見て回りましょう。昼食に伝統的なダンプリング（餃子や小籠包のようなもの）を食べた後、中
国で初めて現代的な施設を備えた州立博物館である陝西歴史博物館を訪れます。午後は飛行機
で成都へ向かい、シャングリ・ラ・ホテルへ移動します。夕食は飛行機内で提供されます。
４日目：（朝・昼・夕食付き）成都
ホテルで朝食を済ませた後、成都北部郊外の斧頭にある成都ジャイアント・パンダ繁殖研究基地
へ向かいます。世界の野生パンダの８５％は四川に生息しています。成都はパンダを野生のまま
保護する手助けをし、パンダについて研究するために１９８７年、成都ジャイアント・パンダ繁
殖研究基地を建設しました。野生から救出された６匹のジャイアント・パンダから始まり、その
後１１０匹の出生を確認し、６２匹まで繁殖させました。基地内のバンブーレストランで昼食を
お楽しみいただいた後、諸葛亮を祀る武侯祠を訪れます。寺院周辺の狭い通りを歩いて行くと、
旧市街に広がる近代的な店に囲まれていることに気づくでしょう。これらの店では漆製品を販
売しています。地元の人々の真の生活を垣間見て、現代の都市における中国の過去の思い出に浸
りましょう。成都の古風で、国際的で、なおかつ粋な街でもある寛窄巷子へとツアーは続きます。
夕食を地元のレストランで食べた後、中国年西武で最も古く興味深いオペラである四川オペラ
を訪れます。演奏中、演出者はキャラクターの異なる特徴や個性を描写するため、仮面を瞬時に
変えていきます。
５日目：（朝・昼・夕食付き）成都から香港
朝食の後、おそらく成都で最も美しく、保存状態の良い寺院である文殊院を訪ねます。新郷寺と
して知られていたこの寺院は隋の時代（６０５～６１７年頃）に始まり、１６４４年に崩壊しま
した。清王朝時代の１６８１年に再建され、文殊院と改称されました。寺院には白玉仏と千仏塔
があります。地元のレストランでの昼食後、空港へ向かい香港へと飛び立ちます。到着した際に、
現地ガイドと合流し、船内で夕食をお召し上がりください。
ご案内：このツアーはバスと電車と徒歩にて行われます。このツアーのお申込みは２０１７年１２月１
７日に締切ります。このツアーには最少催行人員と最大定員があります。ツインルームは
SHA826、シングルルームは SHA827 のツアーにお申込みください。ツアー料金は一部屋ではな
く、お一人様の料金です。このツアーは予約後の払い戻しは受けられません。このツアーは３
月２６日に上海を出発し、３月３０日に香港に戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付をお
間違えの無い様にお願いします。フライト時間と詳細は船内でご案内します。ホテルやフライ
ト、旅程の順序は予告なしに変更になる場合があります。このツアーは体力を要します。早朝
の出発や長時間の観光、急な天候の変化、飛行機の遅延などにお備え下さい。このツアーは包
括旅行の為、いかなる場合においても実行されなかった際の払い戻しはありません。
ツアー料金に含まれる費用：バスでの移動、エコノミークラスの航空券、明記された観光、入場料、食事、
宿泊 ＊昼食にはグラス２杯のビール、ソフトドリンクが含まれ、夕食には２杯の紹興酒又はハ
ウスワインが含まれます。それ以外のお飲物は各自負担となります。
ツアー料金に含まれない費用：個人的な費用、通信費、ランドリー、チップ、ルームサービス、医療費、
旅行保険。
持ち物：パスポート、常備薬、最大重量２０キログラムまでのスーツケースをお１人様１個。万里の長城
が湿っている場合滑りやすいので歩きやすい底の柔らかく滑りにくい靴をお勧めします。
査証：中国の査証が必要な国籍の方は、乗船前に取得してください。
天候：３月の気候は概ね寒く、気温は朝の最低気温が２°C、日中の最高気温は約１１°C です。
習慣と伝統：地元の習慣と文化を尊重するため、寺院を訪れる際は控えめな服装でご参加ください。
交通：上海は大都市のため、渋滞が予想されます。ツアーは記載された行程通り催行されます遅れが生じ
る場合があります。

ポートエリザベス
PORT ELIZABETH
ガーデンルート
THE GARDEN ROUTE OVERLAND
ツアー番号：PLZ800/PLZ801
ツアー料金：２人部屋使用＄１５５０～ １人部屋使用＄１８００～
所要時間：２泊３日
１日目：ザ プレッテンベルグ ホテル
まず、ポートエリザベスからガーデンルートを通り、ザ プレッテンベルグ ホテルへ向かいま
す。この５つ星ホテルは、岩々しい岬に建ち、思わず息をのむほど美しい海や山、そして何キロ
にも及ぶ黄金の砂浜を臨むことができます。時間があれば、ツィツィカマ国立公園で下車しその
魅力的な景観をご覧いただけます。ホテルのチェックイン後、自由時間が設けられています。テ
ラスより、イルカやクジラが頻繁に目撃される海を眺めたり、もっと活動的な方には、別料金の
たくさんのアクティビティをご用意しております。
２日目：（昼・夕食付き）ボットリアスコップ プライベート ゲーム リザーブ
朝食の後は、ボットリアスコップまでの景観の良いドライブを約２時間お楽しみください。巨大
なオウテニカ山地と昔のままの姿で残るインド洋の浜の間に、ボットリアスコップ プライベー
ト ゲーム リザーブがあります。空調の整ったテント状のスイートルームでは、自分専用の木製
のデッキと川と山の景色をご堪能ください。それぞれの部屋は、四柱式ベッドで上品に装飾され
ています。寝室と続きになった浴室には深さのある卵型の浴槽と爽快感のある野外のシャワー
があります。自由時間の前に、十分に休憩を取り、昼食をお楽しみください。ボットリアスコッ
プは、サファリに初めていらっしゃるお客様に最適な場所です。夕方になると、象の群れの中で
アフリカンティーをご堪能いただける夕暮れゲームドライブへ向かいます。ボットリアスコッ
プでは、約４０ヘクタール内でサイやライオン、キリンやシマウマをご覧になれます。ホテルに
戻ると、夕食を食べつつ、一日の大冒険について花を咲かせましょう。
３日目：（朝・昼食付き）ケープタウンへ向かうガーデンルート
朝早くにかかるモーニングコールで起床し、早朝のゲームドライブで気温が上がる前に野生動
物の大半を観察した後、ホテルに戻り朝食を取ります。ボットリアスコップを出発すると、ケー
プタウンへのゆったりとしたドライブをお楽しみください（下車を合わせて約５時間）。昼食は
途中で立ち寄るレストランで提供されます。モーセル・ベイやリバーズデール、そして土地の肥
えた農業地帯と景観が良いサーローリーのパスを含む多くの小さい町々を通り、ケープタウン
の郊外に入ります。ケープタウンに停泊している船に戻り、港で一泊します。翌日は一日かけて
町を散策しましょう。
ご案内：このオーバーランドツアーは４輪駆動車にて行われます。このツアーのお申込みは２０１７年
１２月１８日に締切ります。締切日以降はリクエストベースとなります。このツアーには最少
催行人員と最大定員があります。２人部屋は PLZ800、１人部屋は PLZ801 のツアーにお申込く
ださい。ツアー料金は一部屋ではなく、お一人様の料金です。このツアーは予約後の払い戻し
は受けられません。このツアーは４月２１日ポートエリザベスを出発し、４月２３日ケープタ
ウンに戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付をお間違えの無い様にお願します。
このツアーは体力を要します。ゲームドライブでは起伏を含む場所を通ります。早朝の出発や
長時間の観光、天候の変更などにお備え下さい。野生生物が見られる保証はありません。新鮮
な料理を提供するため、食事の提供に時間がかかる場合があります。このツアーは包括旅行の
為、参加されなかった場合の払い戻しはありません。明記されたアクティビティと順番は現地
事情により変更になる場合があります。
環境について：このオーバーランドツアーの楽しみの一つは未開の地へ探索や文化や自然環境の見識を
深めるまたとない機会でしょう。現地の文化や伝統と観光を留意し責任のある行動をお願いし
ます。
ツアー料金に含まれる費用：明記されたバス観光、食事、宿泊。食事の際のお一人様２杯までの飲み物
（ソフトドリンク、ビール、ワイン）とゲームドライブ中に提供される飲み物。追加の飲み物、
プレミアムなブランド、シャンパンは含まれていませんので各自でお支払いください。
ツアー料金に含まれない費用：通話料金、チップ、ルームサービス、医療費、処方箋の費用、常備薬の

費用、旅行保険といった個人的な費用。ロッジ内では追加のアクティビティが用意されていま
すが個別に提供されるもので、これらはお客様各自でお支払いください。このツアーでは船か
ら出発したときの港と違う港に到着するので国籍、そして滞在期間によってはビザが必要とな
ります。有効な書類をお客様が受け取っているかどうかはお客様の責任となります。ビザと入
国条件に関してはお客様にとって適切な政府のホームページを確認してください。
持ち物：空白のページが２ページ以上あるパスポート。ワールドクルーズ中、入国スタンプが数多く押さ
れるので、査証ページを２ページ確保する事をお勧めします。早朝と夕方の為の温かいお洋服と
日焼け止めをご持参ください。
マラリア：イースタンケープはマラリア・フリーとされていますが、医療機関に相談をすることをお勧め
します。

プンバ・プライベート・ゲーム・リザーブ・サファリ
PUMBA PRIVATE GAME RESERVE SAFARI
ツアー番号：PLZ804/PLZ805
ツアー料金：２人部屋使用＄１９５０～
所要時間：２泊３日

１人部屋使用＄２２５０～

１日目：（昼･夕食付き）プンバ
ポートエリザベスを出発し、オープンハイウェイを通り低木林地へドライブが始まります。プン
バ・プライベート・ゲーム・リザーブはイースタンケープにある敷地面積６５００ヘクタールの
個人所有地で、マラリアフリーゾーンに指定されています。プンバ・ウォーター・ロッジは５つ
星の豪華ホテルにカジュアルさを完璧に兼ね備え、カリエガ湖を見渡せ、伝統的アフリカスタイ
ルのサファリを有しています。リザーブはアフリカのビック５のほか、キリン、シマウマ、カバ、
プンバとして知られるイボイノシシなどの有名な動物が生息しています。ウォーター・ロッジに
到着後、昼食をお楽しみください。丸太で作られた歩道を通りプライベートデッキと屋外シャワ
ーを完備した藁ぶき屋根のシャレー風別荘に案内されます。お部屋で一息休憩後、アフタヌーン
ティーをお楽しみください。その後、野生生物が最も活動する夕刻にゲームドライブに出発しま
す。夕食はロッジでお楽しみいただき、午後のアドベンチャーの経験など語り合いながら、最高
の南アフリカ料理やワインをご堪能ください。
２日目：（朝･昼・夕食付き）日の出と日没のゲームドライブ
早朝のモーニングコールを受けた後、朝のゲームドライブに出発します。その後、ロッジに戻り
朝食をお取りください。午前は自由時間となっています。広々としたラウンジやオープンデッキ
でのんびりしたり、湖にいる野生動物を見たりとお過ごしください。昼食はロッジ内で取り、リ
ラックスしながら素晴らしいロッジの雰囲気に浸るのもよいでしょう。夕刻にゲームドライブ
に出発し、経験豊富なレンジャーと共に茂みで動物の探訪など時間を過ごしたのち、地に沈みゆ
く夕日を見ながら飲み物をお楽しみください。このあたりに生息するホワイトライオン、象、得
体のしれないヒョウがもしかしたら見られるかもしれません。ロッジに戻り夕食をお楽しみく
ださい。
３日目：（朝食付き）朝のゲームドライブとケープタウン
早起きをし、ビック５を探しに最後のゲームドライブに出発します。ゲームドライブから戻り、
ゆっくりと朝食をお楽しみください。その後、プンバに別れを告げ、ポートエリザベス空港に向
かい、１時間３０分のフライトを経て、ケープタウンに戻ります。その後、市内を少し巡り、午
後になったら港へ向かい船に再び戻ります。興味がある方は、翌日ケープタウンの見どころを散
策することもできます。
ご案内：このツアーのお申込みは２０１７年１２月１８日に締切ります。締切日以降はリクエストベー
スとなります。このツアーには最少催行人員と最大定員があります。２人部屋は PLZ804、１人
お一人様の料金です。
部屋は PLZ805 のツアーにお申込ください。ツアー料金は一部屋ではなく、
このツアーは予約後の払い戻しは受けられません。このツアーは４月２１日にポートエリザベ
スを出発し、４月２３日にケープタウンに戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付をお間違え
の無い様にお願いします。フライト時間と詳細は船内でご案内します。ポートエリザベスからプ
ンバまでは約１時間３０分のドライブで、行程のほとんどはスムーズな高速道路を通ります。こ
のツアーは体力を要します。早朝の出発や長時間の観光、天候の変更、飛行機の遅延などにお備
え下さい。このツアーは包括旅行の為、参加されなかった場合の払い戻しはありません。野生生
物が見られる保証はありません。明記されたアクティビティと順番はロッジ運営会社より予告
なしに変更になる場合があります。プンバ・プライベート・ゲーム・リザーブの天候の状態や危
険野生生物の動きによるものです。

プンバ・ウォーター・ロッジはフェンスのない保護区で夜間は野生生物がロッジ周辺を自由に歩
き回ります。レンジャーの指示に従い、建物との間を移動する際は常にレンジャーに同行しても
らってください。４輪駆動車にはシートベルトの設備がなく、車が移動している間は立ち上がる
ことはできません。
環境について：このオーバーランドツアーの楽しみの一部は未開の地への探索や文化や自然環境の見識
を深められるいい機会でしょう。現地の文化や伝統と観光を留意し責任のある行動をお願いし
ます。
ツアー料金に含まれる費用：ミニバスと飛行機代金（エコノミークラス席）、明記された観光、食事、宿
泊。ロッジ内のワインとスピリッツは含まれますが、プレミアムなブランドとシャンペンは含ま
れていませんので各自でお支払いください。
ツアー料金に含まれない費用：個人的な費用、飲み物代、通信費、ランドリー、チップ、ルームサービス、
医療費、旅行保険ロッジ内では別のアクティビティが用意されていますが個別に提供されるも
ので、これらはお客様各自でお支払いください。このツアーでは船から出発したときの港と違う
港に到着するので国籍、そして滞在期間によってはビザが必要となります。有効な書類をお客様
が受け取っているかどうかはお客様の責任となります。ビザと入国条件に関してはお客様にと
って適切な政府のホームページを確認してください。
持ち物：空白のページが２ページあるパスポート。ワールドクルーズ中、入国スタンプが数多く押される
ので、査証ページを２ページ確保する事をお勧めします。常備薬はお手荷物に入れてください。
早朝と夕方の為の暖かいお洋服と日焼け止めをご持参ください。荷物は最大重量２０キログラム
までのソフトケースをお１人様１個までとさせていただきます。
アクティビティ：このツアーに申し込む際、ツアーブックのゲームリザーブに関する重要案内事項の欄
をお読みください。
マラリア：イースタンケープはマラリア・フリーとされていますが、医療機関に相談をすることをお勧め
します。

ラリベラ・プライベート・ゲーム・リザーブ
LALIBELA PRIVATE GAME RESERVE
ツアー番号：PLZ812/PLZ813
ツアー料金：２人部屋使用＄１８９９～
所要時間：２泊３日

１人部屋使用＄２２７５～

１日目：（夕食付き）ラベイラの夜
ポート・エリザベスを出発し、高速道路に沿って移動しラリベラ・プライベート・ゲーム・リザ
ーブの原生林へと向かいレンタバサファリロッジに到着します。レンタバサファリロッジは、南
アメリカの東ケープに位置し、近隣にはポートエリザベス、アドがあります。ラリベラはマラリ
ア・フリー地区に指定されており、５つの生態系が共存しているためさまざまな種類の動植物が
生息しています。保護区９０００へクタールで構成されており、ハイテナ、ジャッカル、リンゴ、
キリン、シマウマ、ヒョウなどの有名な種だけでなくビッグ５と呼ばれる動物たちの住処となっ
ています。ロッジに到着し木の歩道を歩くと、プライベートデッキを備えた茅葺きのシャレーに
辿り着きます。ゆったりとくつろぎ、昼食をお楽しみください。その後、アフタヌーンティーを
楽しんで、夕暮れ時にゲームドライブに出発します。野生動物が最も活発に活動する様子を見ら
れる最高の機会です。夕食はロッジで提供され、美味しい南アフリカの料理やワインを楽しみな
がら夜の冒険について語らうことができます。
２日目：（朝・昼・夕食付き）夜明けとダスクゲームドライブ
早朝のモーニングコールの後は朝のゲームドライブに出発し、ロッジに戻って朝食をお楽しみ
ください。残りの朝の時間は広々としたラウンジやオープンデッキでリラックスして、野生動物
を観察できます。くつろぎながらロッジの素敵な雰囲気を満喫した後は昼食が提供されます。ア
フタヌーンティーに続いて、ダスクゲームドライブに繰り出しましょう。経験豊富なレンジャー
と共に原生林の中で動物たちを追った後は夕暮れ時の一杯をお楽しみください。運が良ければ、
現地に生息している白いライオン、ゾウ、または珍しいヒョウのいずれかを見つけることができ
るかもしれません。ロッジに戻った後は夕食が提供されます。
3 日目：（朝食付き）夜明けとダスクゲームドライブ＆ケープタウン
再び早朝にスタートするこのゲームドライブは、ビッグ５を探す最後のチャンスです。ロッジに
戻ったらゆっくりと朝食を取り、ロッジに別れを告げてポートエリザベス空港に戻り約１時間

３０分のフライトでケープタウンに戻ります。到着した後、午後に船に乗る前に街の一部をドラ
イブします。翌日、ケープタウンの見どころを思う存分味わうことができるでしょう。
ご案内：このツアーはバスと４輪駆動車と徒歩で行われます。このツアーのお申込みは２０１７年１２
月１８日に締切ります。締切日以降はリクエストベースとなります。このツアーには最少催行
人員と最大定員があります。２人部屋は PLZ812、１人部屋は PLZ813 のツアーにお申込くださ
い。ツアー料金は１部屋ではなく、お１人様の料金です。このツアーは４月２１日にポートエ
リザベスを出発し、４月２３日にケープタウンに戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付を
お間違えの無い様にお願いします。このツアーは予約後の払い戻しは受けられません。飛行時
間やその他の詳細については機内でお知らせします。
ラベイラからポートエリザベスのドライブは約１時間３０分で、そのほとんどは快適な高速道
路上を走ります。このツアーは体力を要します。ゲームドライブでは起伏を含む場所を通りま
す。早朝の出発や長時間の観光、天候の変化や飛行機の遅れなどにお備え下さい。このツアー
は包括旅行の為、参加されなかった場合の払い戻しはありません。野生生物が見られる保証は
ありません。悪天候やラベイラ・ゲーム・リザーブ内の危険な野生動物の移動が見受けられた
場合、明記されたアクティビティと順番はロッジ管理者により事前の通知無しに変更となる場
合があります。
ラリベラ・ゲーム・リザーブとサファリ・ロッジは、フェンス等が設置されていない保護区内
にあり、野生動物が夜間ロッジ周辺に出没するかもしれません。必ずレンジャーの指示に従
い、建物の間を移動する際には常にレンジャーに同行してもらってください。４輪駆動車には
シートベルトが付いておらず、走行中に立ち上がることは禁じられています。
環境について：このオーバーランドツアーの楽しみの一部は未開の地へ探索や文化や自然環境の見識を
深めるまたとない機会でしょう。現地の文化や伝統と観光を留意し責任のある行動をお願いし
ます。
ツアー料金に含まれる費用：バス、エコノミークラスの航空券、明記された観光、食事、宿泊。ロッジ
内で提供されるワインとスピリッツは含まれますが、その他特別なブランド酒とシャンパンは
含まれていませんので各自でお支払いください。
ツアー料金に含まれない費用：個人的な費用、飲み物代、通信費、ランドリー、チップ、ルームサービ
ス、医療費、旅行保険。ロッジ内では追加のアクティビティが用意されていますが、これらは
ツアーからは独立して提供されるものなのでお客様ご自身で代金をお支払いください。この陸
上ツアーでは、船を離れて別の港に再入港する必要があるためあなたのビザ発行要件は国籍や
滞在期間によって異なる場合があります。有効な書類を受け取ったことを確認し、ビザや入国
の要件については該当する政府のウェブサイトをチェックすることをお勧めします。
持ち物：空白のページが２ページ以上あるパスポートが必要です。ワールドクルーズ中、入国スタンプ
が数多く押されるので、査証ページを２ページ確保する事をお勧めします。薬を服用されてい
る方は、全て手荷物の中にお入れください。早朝と夕方の為の暖かいお洋服と日焼け止めをご
用意ください。手荷物制限は 1 人につき 1 つのソフトケースで、最大重量は２０キログラムで
す。
アクティビティ：このツアーを予約する前に、このパンフレットのゲーム予約の重要な情報の詳細部分
を参照してください。
マラリア：イースタンケープはマラリア・フリーとされていますが、医療機関に相談をすることをお勧
めします。

