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2023
ゴールデンウィークの旅 Ⅲ

アフリカ／ニュージーランド

東京発

心に残る高品質な旅

■ 世界最古の大砂漠を訪問
 　ナミビア周遊の旅 【9日間】
■ 不思議の国　マダガスカル周遊の旅 【9日間】
■ 秋色のニュージーランド大自然の旅 【8日間】

ヨーロッパ編、アジア編もございます。

●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加
代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又は船会社が予め定めております。ま
た、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合がありま
す。 当社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、各
地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

（2）可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払戻しはございません。
●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光 ◯＝下車観光 i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食 h＝昼食 y＝夕食 k＝機内食 s＝食事なしl＝軽
食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝航空機 B＝バス D＝列車 K＝自動車 F＝船 R＝ロー
プウェイ
●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内
容・条件の他、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年12月1日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

海外旅行「安心」への取り組み

万が一のコロナウィルス罹患に備えて

全参加者が3回のワクチン接種済
ご出発の15日前までに3回目の新型コロナワクチン接種を
完了された方だけがツアーにご参加いただけます。
※PCR検査の必要はありません。事前にお住まいの自治体が発行す
る英文の「ワクチン接種証明書」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

【新サービス】ワールド航空・安心サポート
万が一、ご旅行先でコロナに罹患した場合、ワールド航空の社
員または現地パートナー会社のスタッフが速やかに駆けつけ、
滞在中から帰国の手続きまでサポートいたします。
※当面、2022年10月1日～ 2023年1月31日の間に出発するツアー
が対象です。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になっ
た場合、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のための航空券代が補償されます。また国によっては
加入が義務づけられているところもあります。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない
事情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャン
セル料金の70%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、2席以上をご用意
バスの乗車率を50%以下に。1名様につき2席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保
観光の際にはイヤホンガイドシステムを利用し、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。
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世界で最も古く、
美しいと称される砂海をじっくりとご紹介

近年人気の絶景スポット「デッドフレ
イの朝日の奇跡」。日の出直後の数
分間、奥の砂丘に日が差し、手前だ
けが暗い絵画のような絶景ですが、
ナミブ砂漠の奥深くにある為、国立

公園内宿泊者しか見ることが出来ま
せん。他にも上空からの遊覧飛行
や夕陽、星空鑑賞など様々な角度か
らナミブ砂漠を満喫していただきま
す。

国立公園内宿泊者だけが見られる「デッドフレイの朝日の奇跡」（イメージ）

アフリカの魅力が凝縮された国、ナミビア。この国を旅することで、
少数民族、野生動物、自然、砂漠、古代文化、コロニアルな街並
みなどを一度に目にします。ナミビアに生きる「世界一美しい裸族」
と称される少数民族ヒンバ族、文字のない時代に描かれた世界遺
産の岩絵、世界最古の砂漠や野生動物が数多く生息する国立公
園、植民地時代の街並みを残す町など見どころは尽きず、悠久の
ナミブ砂漠の真の魅力に迫ります。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ 雄大なナミブ砂漠を遊覧飛行。上空からの景色をお楽しみください。
❷ 世界一美しい裸族と称されるヒンバ族の集落を訪ねます。
❸ 国立公園内に宿泊し、デッドフレイの朝日の絶景見学に挑戦。

ゴールデンウイークの旅
ナミブナウクルフト国立公園内に宿泊

世界最古の大砂漠を訪問　ナミビア周遊の旅 9日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

遊覧飛行にて上空からナミブ砂漠の大景観を楽しみます（イメージ）

エトーシャ国立公園近郊（2泊）

トゥウェイフルフォンテーン（1泊）トゥウェイフルフォンテーン（1泊） ナミビア

カマンジャブ

アジスアベバより

アジスアベバへ
スワコップムント（1泊）

ナミブ・ナウクルフト国立公園内ロッジ（2泊）

H

H

B

B

ウイントフックウイントフック

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食6回、夕食6回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：帰国時6カ月以上　■パスポート査証未使用欄：見
開き２ページ以上

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 成田空港20：40発H 夜、航空機にて、アジスアベバへ（仁川を経由します）。
 （機中泊）ssk

2
アジスアベバ
07：20着　08：35発H
ウイントフック13：20着B
エトーシャ国立公園近郊18：30着

着後、航空機を乗り継ぎ、ナミビアの首都ウイントフックへ。
ウイントフック着後、専用バスにてエトーシャ国立公園近郊へ。

 【2連泊】（エトーシャ国立公園近郊泊）kky

3
エトーシャ国立公園近郊 朝と夕刻、エトーシャ国立公園にてサファリドライブをお楽しみい

ただきます。
象やキリン、クロサイ、オリックスなどの動物が生息しています(注
1) （エトーシャ国立公園近郊泊泊）ahy

4

エトーシャ国立公園
近郊08：00発B
ヒンバ族の村B
トゥウェイフルフォン
テーン17：00着

午前、カマンジャブにて「世界一美しい裸族」とも呼ばれるヒンバ
族の集落を訪れます。
その後、トゥウェイフルフォンテーンへ。　

 （トゥウェイフルフォンテーン泊）ahy

5

トゥウェイフルフォン
テーン08：00発B
スワコップムント
19：00着

化石の森、世界遺産トゥウェイフルフォンテーンの観光へ。サン
族の岩絵などをご覧いただきます。
その後、2億年前の木々が珪化木となった化石の森、パイプオル
ガンの岩などを見学します。
午後、スワコップムントへ向かいます。
着後、ホテルへチェックイン。
 （スワコップムント泊）ahy

6

スワコップムント
09：00発B
ナミブ・ナウクルフト
国立公園近郊17：00着

朝、簡単にスワコップムントの散策。その後、ナミブ・ナウクルフ
ト国立公園近郊へ。
途中、月の谷、「奇想天外」ウェルウィッチアの見学もお楽しみいた
だきます。
夕日観賞をお楽しみください。
 【2連泊】（ナミブ・ナウクルフト国立公園内ロッジ泊）ahy

7

ナミブ・ナウクルフト
国立公園近郊 
（ナミブ砂漠の遊覧飛行）

ナミブ・ナウクルフト国立公園近郊の観光へ。早朝、デッドフレイ
の朝日の奇跡（注2）。世界最大級の高低差を誇るソッサスフレイ
砂丘や、風紋の美しさで知られるデューン45などの絶景をご覧い
ただきます。
午後、ナミブ砂漠の遊覧飛行へご案内いたします。空からの雄
大なナミビア砂漠の景観もお楽しみください。(注2)
夕食後、ホテル近郊で星の観察にご案内します。
 (ナミブ・ナウクルフト国立公園内ロッジ泊）ahy

8

ナミブ・ナウクルフト
国立公園近郊B
ウイントフック14：30発H
アジスアベバ
21：20着　22：35発H

朝、専用バスにてウィントフック空港へ。
午後、航空機にてアジスアベバへ。
着後、航空機を乗り継ぎ、帰国の途へ（仁川を経由します）。

 (機中泊）alk

9 成田空港19：40着 夜、成田空港に到着。着後、解散。  kks

※日程表の時刻は成田空港発着のエチオピア航空の便を想定したものです。他の便を利用
の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。
(注1)野生動物は必ずしもご覧いただけるとは限りません。予めご了承ください。
（注2）天候によりご覧いただけない場合がございます。
(注3)天候によりご案内できない場合や景観がご覧いただけない場合がございます。その場
合、お一人様￥20,000を日本帰国後に返金いたします。
※全行程、中型バスとなります。おひとり様2席をご用意できない場合がございます。

※すべてのホテルは土地柄、シャワーのみの客室となります。
※一部のロッジでは、お湯の出が悪いことがあります。予めご了承ください。

■ エトーシャ国立公園近郊 : エトーシャ・サファリ・ロッジ
■ トゥウェイフルフォンテーン : ダマラ・モパネ・ロッジ
■ スワコップムント: ストランド・ホテル
■ ナミブ・ナウクルフト国立公園内ロッジ : デッドバレー・ロッジ

地方発着追加代金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

「世界一美しい赤褐色の裸族」と称される
ヒンバ族との出会い
この地で暮らすために、「オカ」という日よけと虫除けの赤い泥粉と牛脂を混ぜ
たものを全身に塗る伝統を持つ裸族ヒンバの村を訪ね、自給自足と昔ながら
の暮らしぶりに迫ります。

ナミビア暮らす民族、ヒンバ族

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：エチオピア航空 ツアーコード：FS009T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・9日間】
4月29日（土）

エコノミークラス利用

¥798,000
ビジネスクラス利用

¥1,398,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥60,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：国際線区間に適用【成田空港～ウィントフック/ウィントフック～成田空港】）
燃油サーチャージ別途目安：￥52,900：12月1日現在

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

乾季の好シーズンに出会う動物達のドラマを体感
エトーシャ国立公園近郊に宿泊します
ナミビア北部、エトーシャ・パンと呼ばれる広大な乾いた塩湖を中心に四国に
匹敵する広大な面積を誇る国立公園があります。草原や深いブッシュなど変
化に富む環境に多様な動物と鳥類が生息します。乾季は水場に動物が集まり
やすく、サファリドライブに適した時期です。

サン族が後世に残した世界遺産のロックアート、そして
地殻変動で現代に蘇った化石の森

トゥウェイフルフォンテーンに残る岩
絵はその数2,000点以上あり、アフ
リカ大陸で最も集中して残っている
場所です。先史時代の生活や信仰を
知る貴重な遺跡として、ナミビア初
の世界文化遺産に登録されました。
また、中部ダマラランド地方には2億
8千万年前の木の化石が地中深くか
ら出てきた場所があります。見た目
は木のままですが、触ると石化して
いることが分ります。近郊には、砂

漠の中で1,000年生きるナミブ砂
漠だけに生息する奇想天外(ウェル
ウィッチア)という奇異な植物にも出
会えます。

エトーシャ国立公園（イメージ）

奇想天外な植物、ウェルウィッチア
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ムロンダバ連泊。
夕暮れ時は、幻想的な風景のバオバブの並木道へ

モロンダバ近郊には様々な形をした
バオバブが林立しています。こんも
りとした木々の上から頭を出し、な
かには直径10メートル近くあるバオ
バブもあります。ほかにも「双子の
バオバブ」や、2本の幹が絡み合った

「愛し合うバオバブ」といった、特徴
的な木を見ることができます。そし
てハイライトの「バオバブ並木」。夕
日に照らされ赤く染まるその光景は
感動的なものとなるでしょう。

バオバブの並木道

愛嬌たっぷりのレミュール（キツネザル）に出会え、また、「星の王子
様」でおなじみのバオバブの木をご覧にいただけることで人気のマダ
ガスカルの旅。今回のツアーでは、ゴールデンウィークのお休みに
合わせた9日間の日程としました。 ムロンダバでは連泊し、バオバブ
などの自然景観をお楽しみいただきます。運行が不安定な国内線の
利用は最小限として、ムロンダバからは、中央高原の変化ある風景
を眺めながら、アンタナナリボまで陸路にて移動します。レミュール
アイランドでは人懐っ
こいキツネザルが放
し飼いにされていて、
餌付けが楽しめたり、
群れで行動するキツ
ネザルの暮らしを観
察できます。「不思議
の国」にご興味のあ
る皆様のご参加を心
よりお待ちしておりま
す。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ 夕暮れのシルエットが幻想的なムロンダバのバオバブ街道へ。
❷ 野生最大のキツネザル　インドリに出会います。
❸ 島の西側は降水量が少なくなる好適シーズンを迎えます。

アンタナナリボ（計2泊）

モロンダバ（2泊）

ペリネ特別保護区
（1泊）

アンティラベ（1泊）

マダガスカル島

H

B B

H

H

アンタナナリボ

ゴールデンウイークの旅

不思議の国　マダガスカル周遊の旅 9日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

愛し合うバオバブ 珍しい双子のバオバブ

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食5回、夕食6回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご
到着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：査証申請時6カ月以上　■パスポート査証未使用
欄：２ページ以上　■査証代:2,675円(2022年10月現在)　■査証取得手数料:6,000円(税別)　■査証用写真:1 
枚(縦5cm×横5cmまたは縦4cm ×横3cm)、スナップ写真不可、無背景　■ご出発の4週間前を目処にパスポー
ト本体と写真をお預かりします。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 成田空港20：40発H 夜、航空機にてアジスアベバへ。（途中、仁川を経由）
 （機中泊）ssk

2
アジスアベバ
07：20着　08：50発H
アンタナナリボ13：40着

アジスアベバ着後、航空機を乗り換え、アンタナナリボへ。
アンタナナリボ着後、●チンバザザ動植物園やアヌシ湖へご案内
します。  （アンタナナリボ泊）kky

3
アンタナナリボ11：20発H
ムロンダバ12：25着

午前、○女王宮などアンタナナリボの簡単な観光の後、航空機に
てムロンダバへ。着後、カヌーにてベタニア漁村を訪れます。
その後、○モスクやマーケットなどムロンダバの散策へ。
 【2連泊】（ムロンダバ泊）ahy

4

ムロンダバ
（キリンディー森林保護区）
（バオバブの並木道）

午前、バオバブや多くの動植物が保護されているキリンディー森
林保護区へ。
午後、モロンダバへ戻ります。途中、双子のバオバブや愛し合う
バオバブなどをご覧いただきます。
夕刻、バオバブの並木道にて沈みゆく夕日をご覧ください。（注）
 （ムロンダバ泊）ahy

5
ムロンダバ08：30発B
マダガスカル中央高原B
アンティラベ16：30着

午前、マダガスカル中央高原の変化のある風景を楽しみながら、
サザンクロス街道の起点の街、アンティラベへ。
 （アンティラベ泊）ahy

6
アンティラベ08：30発B
アンタナナリボ13：00着
（世界遺産アンブヒマンガ）

午前、専用バスにてアンタナナリボへ。
午後、アンタナナリボ郊外にある、メリナ王国の王宮跡●アンブ
ヒマンガへご案内します。  (アンタナナリボ泊）ahy

7
アンタナナリボ08：00発B
ペリネ自然保護区
11：00着

午前、ペリネへ。着後、現存する最大のキツネザルであるインド
リの生息する保護区を散策します。
午後、●レミュールアイランドへご案内します。
 (ペリネ特別保護区泊）ahy

8
ペリネB
アンタナナリボ14：50発H
アジスアベバ
19：30着　22：35発H

午前、専用バスにてアンタナナリボ空港へ。
午後、航空機にてアジスアベバへ。着後、航空機を乗り継ぎ、
成田へ。（途中、仁川を経由）
 (機中泊）ask

9 成田空港19：40着 午前、成田空港に到着。着後、解散。  kss

※日程表の時刻は成田空港発着のエチオピア航空の便を想定したものです。他の便を利用
の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。
(注 )マダガスカルの国内線のスケジュールは変わり易く、宿泊順や宿泊先が変わることがあ
ります。
(注 )表記の野生動物が必ずしもご覧いただけるわけではございません。あらかじめご了承く
ださい。
(注 )移動は中型マイクロバスもしくは四輪駆動車 (分乗 )を利用いたしますが、モロンダバ
の周辺など一部区間で舗装されていない悪路を走ります。
(注 )夕日の景観はご覧いただけない場合もあります。
(注 )マダガスカル国内線の受託手荷物の重量制限は、18キロです。

※すべてのホテルは土地柄、シャワーのみの客室となります。
※一部のロッジでは、お湯の出が悪いことがあります。予めご了承ください。

■ アンタナナリボ：パリサンドル・ホテル＆スパ
　  アンタナナリボ中心部にある設備の整ったホテルです。
■ モロンダバ：パリサンドル・コート・ウエスト
　 大きなビーチの上に建てられたバンガロータイプのリゾートホテルです。モロンダバで最
も新しい設備の整ったホテルをご用意しました。

■ アンティラベ：ラ・プルメリア・ホテル
■ ペリネ特別保護区：マンタディア・ロッジ
　 2018年にオープンしたロッジタイプの宿泊施設。標高100mの丘の上に建ち、宿泊しな
がらぺリネ特別保護区の自然を満喫できます。

マダガスカルの固有種レミュールとの出会い
旅の後半で訪れるレミュール(原猿)
アイランドでは、数々のキツネザル
が餌付けされており、写真撮影はも
ちろんのこと、実際に触ることもで
きます。また、ペリネ特別保護区は
野生最大のキツネザルであるインド

野生最大のキツネザル「インドリ」（イメージ）

マダガスカルの食事（イメージ）

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：エチオピア航空 ツアーコード：FE041T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・9日間】
4月28日（金）

エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

¥1,198,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥70,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【成田空港～アンタナナリボ /アンタナナリボ～成田空港】）
燃油サーチャージ別途目安：￥52,900：12月1日現在

リが棲むことでも知られています。
最大といっても60~70センチほどで
すが、樹上を移動する黒いコアラの
ような姿に思わず笑みがこぼれるは
ずです。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

フランスに支配された歴史があった為、フランスの食文化が根付いて
いるのがマダガスカルです。朝食にはクロワッサンやバゲット、フラン(プ
リン)などなど。まだ流通が
発達しておりませんが、新鮮
なフルーツ、サラダ、ゼブ
牛(コブ牛)を使った肉料理、
そしてシーフードなど、意外
な程、日本人の口にあうお
食事に出会えることでしょう。

フランスの食文化の影響を受けた
マダガスカル料理は意外に好評です。

シファカ（イメージ） アカビタイキツネザル（イメージ）

キリンディー森林保護区でも様々な動物に出会えます



5 6

星空が美しいテカポ湖畔で 2泊します（イメージ）

北島から南島まで日本の国土の70%あまりの大自然が広がるニュー
ジーランド。このたびはニュージーランドの南島にスポットを当て、サ
ザンアルプスの秀峰群、満天の星空に抱かれたテカポ湖、静謐のフィ
ヨルド、ミルフォードサウンドなど、様々な魅力に触れていただきます。
旅のハイライトとなるテカポ湖畔での連泊では、星空観測も楽しみま
す。南半球に位置するニュージーランドは日本の桜の季節が終わる
頃、ポプラやカエデの葉が色づき、黄金色に輝く季節を迎えます。
平均気温が低い南島は特にポプラ並木が多く、空気も澄んでいる
秋には真っ青な空に黄葉がくっきりと映え、まるで絵画のような世界
が広がります。また、秋の良さはその景観の美しさだけではありませ
ん。初夏から夏の観光シーズンが終わり、秋はニュージーランドが
本来の静けさを取り戻し、より一層静かな滞在をお楽しみいただけま
す。この旅では、そんな秋だからこそできる贅沢な時間をお過ごし
いただきます。

ツアープランナーより

満天星の星空観賞へ
晴天率の高いテカポ湖に連泊します

ここにご注目。旅のポイント

❶ マウントクックのハイキングやミルフォードサウンドのクルーズなど
大自然を楽しみます。

❷ ミルキーブルーの湖が印象的なテカポ湖畔に連泊。マウント・ジョン
展望台では星空観測を楽しみます。

❸ 秋色に染まるワナカを訪れ、湖畔の散策を楽しみます。

テカポ湖はマウントクックの東側にあ
るため、ニュージーランド国内で最
も晴天率が高い町として知られてい
ます。田舎町のため、大型ホテルは
ありませんが、昼間は山と湖が織り
なす牧歌的な風景が、夜になると全
天星に散りばめられた満天の星空を
楽しむ事ができ、テカポ湖畔に宿泊
するからこその体験をお楽しみいた
だけます。夕食後、マウント・ジョン
展望台を訪れ、星空の観察に出掛け
ます（注）。また、テカポ湖を拠点と

テカポでは、マウントジョン展望台で星空観測を楽しみます。

ゴールデンウィークの旅
黄金色に輝く季節を楽しむ

秋色のニュージーランド大自然の旅 8日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

してマウントクック国立公園への日帰
りハイキングにもご案内します。

ミルキーブルーのテカポ湖と善き羊飼い
の教会

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食5回、昼食4回、夕食5回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：見
開き2ページ以上必要
■ニュージーランド入国の際、電子入国許可証(NZeTA)が必要となります。ご自身で取得される場合はNZeTA
専用サイト(https://immigration.govt.nz/nzeta)(英語)にアクセスして所得ください。(実費23ニュージー
ランドドル。クレジットカードが必要となります)当社で代行取得をご希望の方は申請料及び許可証代金として
4,400円(実費、手数料、税込)にて承ります。　■ニュージーランドの観光税(35NZ＄、約3,100円)はお客様の
ご負担となります(NZeTAをご自身で取得される場合は、NZeTAの支払いと同時に観光税もお支払いいただくこ
とになります)。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田空港10:20発H
クアラルンプール
16:45着　21:30発H

午前、成田空港より、航空機にてクアラルンプールへ。
着後、航空機を乗り継ぎ、オークランドへ。
 （機中泊）skk

2
オークランド
11:45着　14:30発H
クイーンズタウン16:15着

オークランド着後、航空機を乗り継ぎ、クイーンズタウンへ。
着後、ホテルへ。
 【2連泊】（クイーンズタウン泊）ksy

3

クイーンズタウンB
ミルフォードサウンド
Bクイーンズタウン

朝、クイーンズタウンを出発し、世界遺産のミルフォードサウン
ドへ向かいます。途中、ミラーレイクなどフィヨルドランド国立公
園の見どころに立ち寄ります。
着後、ミルフォードサウンドのフィヨルドクルーズをお楽しみくだ
さい。（混載ツアーとなります。）
夜19:30頃、クイーンズタウンに戻ります。
 （クイーンズタウン泊）ahy

4

クイーンズタウン
09:00発Bワナカ
Bテカポ湖15:30着

午前、秋色に染まるワナカへ。着後、町と湖畔の散策をお楽しみ
いただきます。
午後、テカポ湖へ。着後、善き羊飼いの教会など、テカポ湖畔
の散策をお楽しみください。
その後、ホテルにチェックイン。
夕食後、マウント・ジョン展望台へ星空観測にご案内します。（注）
 【2連泊】(テカポ湖畔泊）ahy

5
テカポ
（マウントクック）

終日、マウントクック国立公園・ケアポイントへの日帰りハイキン
グへご案内します。
夕刻、ホテルへ戻ります。  （テカポ湖畔泊）aly

6
テカポ08:30発B
クライストチャーチ
12:00着 18:00発H
オークランド19:25着

午前、バスにてクライストチャーチへ。着後、クライストチャー
チの市内観光。○モナベイル庭園や○追憶の橋、●大聖堂など
へご案内します。
夜、航空機にてオークランドへ。  (オークランド泊）ahy

7
オークランド13:00発H
クアラルンプール
20:25着　23:30発H

バスにてオークランド空港へ。
航空機にて、クアラルンプールへ。
着後、航空機を乗り継ぎ帰国の途へ。  (機中泊）akk

8 成田空港07:40着 朝、成田空港に到着。着後、解散。  sss

※日程表の時刻は成田空港発着のマレーシア航空の便を想定したものです。他の便を利用の場合に
は、発着空港および時刻、日程は異なります。
（注）悪天候でご覧いただけない場合もございます。また、混載ツアーになります。

※星の数は、クォールマーク・ニュージーランド（公的格付け機関）の定める基準に基づきます。

利用予定航空会社：マレーシア航空 ツアーコード：ON024T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・8日間】
4月28日（金）

エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

¥1,078,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥80,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：国際線全区間往復適用（成田～クアラルンプール～オークランド往復）
燃油サーチャージ別途目安：￥53,600：12月1日現在

ミルフォードサウンド
ワナカクィーンズタウン（2泊）

ニュージーランド

オークランド（1泊）

H

F

H
H

H

クライストチャーチ（2泊）
テカポ湖（2泊）

マウントクック国立公園
南島

北島

クアラルンプールより
クアラルンプールへ

■ クイーンズタウン：ノボテル・クイーンズタウン ★★★★
■ テカポ湖畔：ペッパーズ・ブルーウォーター・リゾート ★★★★
■ オークランド：クラウンプラザ ★★★★

ニュージーランド最高峰を望むマウントクックへ。
絶景ハイキングもお楽しみに
最高峰マウントクック、マオリ語で
雲を貫く山という意味のアオラキで
は、絶景を楽しみながら気軽にハイ
キングを楽しむことのできるケアポ
イントまでのハイキング(往復約2時
間)をお楽しみいただきます。ルート

はおおむね平坦な道のりですが、ア
オラキの圧巻の山々を間近でご覧
いただく迫力のコースです。ニュー
ジーランドの大自然をお楽しみくだ
さい。

地方発着追加代金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

神秘の景色広がるミルフォードサウンドへ。
クルーズから絶景を堪能します。

太古の氷河が作ったフィヨルドの絶景、世界遺産ミルフォードサウンド。10万
年の歳月をかけ大自然が造り上げた、1200 メートル以上の断崖絶壁に囲ま
れているフィヨルドの中を進む、フィヨルドクルーズは大迫力です。海から突
き出るように連なる山々には、雨が降った後にできた滝が幾筋も山肌を伝い
ます。ダイナミックな景観にご期待ください。

スタート地点のハーミテージホテルより往復約 2時間のマウントクック・ハイキングへ。（ケ
アポイントウォーク）（イメージ）

ご宿泊ホテル

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

1000mを超える山々に囲まれたミルフォードサウンドのフィヨルド


