Peru

12名様以上のご参加で

添乗員同行

6日間

1

都市

標高

12/24
リマ
I
ピスコ
2 I
12/25
リマ

リマ
〈アルマス広場〉／ペルーの首都リマは、
太平洋に面したコス
タと呼ばれる乾燥大地に開けた大都市。ペルーの人口の約3分
の1が生活する政治・経済の中心地でもあります。

スケジュール

リマ空港へは19：00までに到着できる便をお選びください。航空券はご自身に
てお手配いただくか、
弊社にてご予約を承ります
150m 【 夜 】ペルー・リマ空港着。着後、
日本語ガイドと共に専用車にてホテルへ
夕食にはサンドイッチなどの軽食をお部屋にご用意します
リマ：Hotel Jose Antonio ★★★★泊 003

J
リマ

【 午 前 】ホテルにて朝食後、
セスナ機の搭乗地であるピスコへ
ピスコ着後、
セスナ機にて空からの世界遺産ナスカの地上絵をご覧いただき
ます（所要：約1時間半／地上絵上空の飛行は約30分）
遊覧後、
レストランにて名物ペルー料理「セビーチェ」の昼食
【 午 後 】昼食後、
専用車にてリマ市内へと戻ります
【 夜 】ホテル内レストランにて夕食
リマ：Hotel Jose Antonio ★★★★泊 423

150m 【05：30】ホテルにて朝食後、
専用車にてリマ空港へ
リマ
【08：00】スターペルー航空1113便にてクスコへ
J
3360m 【09：10】クスコ空港着。着後、
日本語ガイドと共にオリャンタイタンボへ
クスコ
途中、
チンチェロ村に立ち寄ります
I
3 オリャンタイタンボ 2792m 【 昼 】オリャンタイタンボに到着。着後、レストランにて昼食
昼食後、
オヤンタイタンボ遺跡を見学します
12/26 K
マチュピチュ村 2000m 【16：36】見学後、
インカレイル４５号にてマチュピチュへ
【18：09】マチュピチュの麓にあるマチュピチュ村駅着。着後、
徒歩にてホテルへ
ホテル着後、
自由行動
マチュピチュ村：Hotel Waman ★★★★泊 420
マチュピチュ村 2792m 【08：30】ホテルにて朝食後、
シャトルバスにてマチュピチュ遺跡へ
2460m 【 午 前 】日本語ガイドとともに世界遺産マチュピチュ遺跡観光
I
マチュピチュ遺跡
アンデネス
（段々畑）
、
見張り小屋、
太陽の神殿、
３つの窓の神殿などを見学
4 I
ここではマチュピチュ遺跡入場証明書を皆様にお渡しします
12/27
遺跡内のサンクチュアリーロッジにて昼食
マチュピチュ村
【 午 後 】見学後、
昼食後、
自由行動。
ご自身でバスに乗り麓の村へ
2000m
マチュピチュ村：Hotel Waman ★★★★泊 420

クスコ／かつてインカ帝国の首都だったクスコは、
マチュピチュへ
の遺跡観光の起点となる街です。
また、
クスコもマチュピチュと並
び世界遺産に指定されています。標高は3,360m。
インカレイル／
レトロな車両はビルカノ
ータ川と共に蛇行しなが
ら、雪山と雪山の間を、
緑の耕作地の間を、縫う
ように進み、神秘のマチ
ュピチュがそびえ立 つ
魅惑の亜熱帯林地帯へ
と侵入していきます。

マチュピチュ村 2000m 【08：30】ホテルにて朝食後、
インカレイル42号にてオリャンタイタンボへ
日本語ガイドと共にクスコへ
2792m 【10：10】オリャンタイタンボに到着。着後、
K
レストランにてアンティクーチョ
（牛の心臓の串焼き）
などの昼食
オリャンタイタンボ 3360m 【 昼 】クスコ着後、
世界遺産クスコ市内と周辺の遺跡観光へ
【 午 後 】昼食後、
I
5 クスコ
12角の石（下車）、
コリカンチャ
（入場）、大聖堂（下車）、サクサイワマン遺跡
12/28
（入場）
、
ケンコー
（下車）
、赤い要塞のプカ・プカラ遺跡（車窓）
などを見学
ホテルへ。
ホテル着後、
夕食まで自由行動
【 夕 刻 】観光後、
【 夜 】レストランにてアンデスの民族音楽であるフォルクローレを聴きながら夕食
クスコ：Hotel San Agustin International ★★★泊 423
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クスコ
J
リマ
J

3360m 【07：00】ホテルにて朝食後、
専用車にて空港へ
【08：45】スターペルー航空1112便にてリマへ
150m 【10：05】リマ空港着。着後、
専用車にてリマ市内へ
【 午 後 】着後、
レストランにてロモサルタードなどの昼食
アルマス広場、
ペルー最古のカテドラル
（下車）
、
大統領府（下車）
、
サンフラン
シスコ教会（入場）
などへご案内します
【 夕 刻 】専用車にてリマ空港へ
和食弁当をお配りしますので、
ご自由にお召し上がりください
【 夜 】空港に着後、
ご自身にてチェックイン
お帰りは21：00以降の便をお選びください
423

12/29

旅行代金（国際線航空代金は含まれていません）
大人（12歳以上）
子供（6〜11歳／大人2人と同室した場合／ベッド・食事つき）

空から楽しむナスカの地上絵
1時間半の遊覧飛行をお楽しみいただきます

上左：地上絵「ハチドリ」
上右：地上絵「サル」

小型セスナで遊覧します

※機材は異なります

ペルーの名物料理も楽しみ

ユネスコ無形文化遺産に認定されたペルー料理
をお楽しみいただきます
※料理はイメージ

セビーチェ

ロモサルタード

一人部屋追加料金

6日間
€2210.00
€1980.00
€250.00

■食事：朝食5回・昼食5回・夕食4回
（機内食を除く）
■添乗員：12名様以上のご参加で添乗員が同行します。
また、
現地では各都市毎の日本語ガイドがご案内します。
また、
ペルー国内線ご利用時やナ
スカの飛行時は、
日本語ガイドは同乗しません。
■最少催行人員：6名様
当ツアーはオランダ⇔ペルー間の往復国際線航空券代は含まれておりません。
ご自身でのお手配やマイレージを使ったお得な航空券などの組み合
わせが可能です。
スケジュール内記載の観光のお時間に合わせてお手配いただく必要がございます。事前にフライト情報を弊社までご連絡くださ
い。
また、
ご希望により弊社での航空券の手配も承ります。
◆ご予約と同時にパスポートのコピーをご用意ください。
ペルーでは、
国内線予約時に必要となります。
◆仮予約期限：11月11日
（金）
※スケジュール内に記載した運送機関等の時間等は2016年9月1日現在のもので、
交通事情や航空会社などの事情により予告なく変更となる場合が
あります。
（運送機関のスケジュール変更により日程が変更になる場合があります）
※各寺院などの宗教関連施設は、
ミサなどにより外観観光となる場合があります。
※リマ州及び一部地域には外務省「海外危険情報」で「十分注意してください」が発出されています。
詳しくは▶http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=261#header
※こちらのツアーの性質上、
高地での観光が続く関係で6歳未満のお子様のご参加はご遠慮ください。
※航空券代金は含まれておりませんが、
ご希望のお客様にはフライトも合わせてご案内します。
※ペルー入国に際しビザは不要ですが、
パスポートの残存が6ヵ月以上＋未使用査証欄が5ページ以上必要となります。
また、
最終日のペルー出国時
には空港税
（$30程度）
のお支払が必要となります。
※2日目のナスカ飛行機の際には、
１名様につき約４ドルの空港税がかかりますので、
直接、
現地でお支払願います。

Hotel

ホセ・アントニオ・リマ

ダウンタウンから徒歩圏内にあるモダンな
ホテル。
ショッピングモールへもすぐです。

Hotel

アマン

メイン広場から徒歩すぐの好立地。お部屋はシン
プルな白を基調としていて落ち着いた雰囲気。

Hotel サン・アウグスティン・インターナショナル

クスコの中心地にあるかわいらしいペル
ーの伝統的な石造りのホテル。
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