千歳発着10日間 ㈱世界紀行

ジャカランダの季節の南アフリカ〜ビクトリア大瀑布と喜望峰の旅

プレトリアのジャカランダ
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プレトリア

朝、
プレトリアを出発し、専用バスにて、
ヨハネスブルグへ。

ヨハネスブルグ ヨハネスブルグ到着後、航空機にて、世界三大瀑布の一つビクトリアフォー

3

ビクトリアフォールズ

ルズへ。着後、専用バスにてジンバブエ最大の動物保護区・ワンゲ国立公

ワンゲ国立公園

園へ。

ナイト・サファリ 夜、夜行性動物の観察が楽しめるナイト・サファリへご案内します。
［ワンゲ国立公園内泊］ＢＬＤ
─
サファリ
４ＷＤにて公園内のゲームドライブ・サファリにご案内します。

4

ワンゲ国立公園

その後、専用バスにて、
ビクトリアフォールズへ戻ります。

ビクトリアフォールズ 夕刻、ザンベジ川のサンセットクルーズへご案内します。

ビクトリアフォールズに連泊 です。
サンセット
［ビクトリアフォールズ泊］ＢＬＤ
─

ライオンオォークへご案内します。保護されたライオンたちとの散策を
ビクトリアフォールズ 朝、
■募集人員／18名様定員
ライオンウォーク お楽しみください。
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食7回・昼食7回・夕食6回
午後、世界三大瀑布の一つビクトリア大瀑布の遊歩道をゆっくりと歩きご
■旅券残存期間／6ヶ月以上／査証欄4ページ以上
案内します。又、ヘリコプターにて、上空からのビクトリア大瀑布もお楽し
ヘリツアー
■査証料／ジンバブエ：US＄45（現地にて別途必要）
（注）
5
みください。
※査証は現地空港にて取得いたしますので、パ
スポートは事前にお預かりいたしません。
ルナ・レインボー 夜、満月の前後3日間のみにご覧いただける、白く輝くビクトリアの滝に浮
■千歳空港使用料／￥1,030（別途必要）
かぶ虹『ルナレインボー鑑賞』へご案内いたします。
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
［ビクトリアフォールズ泊］ＢＬＤ
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた ─
しません。
ヨハネスブルグを経由し、南アフリカ・ケープタウンへ。
ビクトリアフォールズ 午後、航空機にて、
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
ヨハネスブルグ 着後、ケープタウンの夜景が一望できるシグナル・ヒルへご案内いたしま
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
6
す。
※ビジネスクラス追加料金：￥350,000（千歳・
ケープタウン ケープタウンに3連泊 です。
ヨハネスブルグ間往復のみ）※席に限りがござ
［ケープタウン泊］ＢＬＫ
いますので、お早めにお問い合わせください。 ─
※成田・関空・名古屋・福岡から出国し、香港で合
ケープ半島の観光へ。サイモンズタウンにて、
ジャッカスペンギンの
ケープタウン 午前、
流いただくプランも同料金にて承ります（日
ペンギン
保護地区や、
アフリカ大陸最南端･喜望峰へご案内します。昼食はロブスタ
本国内の空港使用料が別途必要です）。
（注）
ジンバブエ査証代は4月1日現在の料金で
ーです。
（喜望峰）
す。変更となる場合がございます。
（ハーマナス海岸）
午後、ハーマナス海岸へ。着後、ホエールウォッチングをお楽しみくださ
7
※黄熱病等の予防接種は必要ありません。
鯨ウォッチング

い。ハーマナス海岸は陸地からクジラを観察できる世界最高のスポットと

して知られており、
ボートに乗る必要はございません。
６月〜１１月はホエー

ご利用予定ホテル

ルウォッチングに最適です。

［ケープタウン泊］ＢＬＤ

■プレトリア／キャピタル・プロテア、
ホリディイ ─
ン・ガーデン・コート
ケープタウン 午前、
ケープタウンのシンボル・テーブルマウンテンをケーブルカー(注2)
■ワンゲ国立公園／サーベルサンド、アイボ
（テーブルマウンテン） にてご案内します。
リーロッジ、
ボマニサファリ、
ガニダロッジ
■ビクトリアフォールズ／ザンベジ・リバーロッ
午後、
テーブルマウンテンの麓にあるカーステンボシュ植物園にご案内し
8
ジ、
キングダム、
ビクトリアフォールズ・ホテル
ます。
■ケープタウン／パーク・イン、
ガーデンコート、
夕食は、
ウォーターフロント地区にて。
ボーツウッド、
プロテア
［ケープタウン泊］ＢＬＤ
※右記の時間は､すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ
スがお受けになられるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
（注1）ジャカランダはその年毎の様々な気象や天候の変
動に伴って開花の時期が前後します。その為、必ず
しもご覧いただけるとはかぎりませんので予めご
了承ください。
（注2）天候により、
テーブルマウンテンのケーブルカーは
運行中止になる場合がございます。その場合はケ
ープタウン市内をご案内いたします。
※利用航空会社：キャセイパシフィック航空、
シンガポール
航空、南アフリカ航空

─

9

ケープタウン

午前、航空機にて、
ヨハネスブルグへ。

ヨハネスブルグ

着後、
キャセイ・パシフィック航空にて、香港へ［12:30発］。

［機中泊］ＢＫ−
─
香港

10

朝、香港着後、キャセイ・パシフィック航空を乗継ぎ、千歳へ［07:10着／
09:25発］。

千歳

旅

旅

ワンゲ国立公園（イメージ）

ンダもご覧いただきます。
［プレトリア泊］ＫＬＤ
─

の

の

ケープタウン
（3泊）

市内観光。プレトリアの全景と美しい庭園があるユニオン・ビルディング、
プ
レトリアの美しいジャカランダの並木道（注１）へご案内します。白ジャカラ

内

内
喜望峰

インド洋

アへ。プレトリア到着後、専用バスにて、
ジャカランダの花が咲くプレトリア

ジャカランダ

国

国
南アフリカ

プレトリア

ア フ リ カ・中 近 東

ア フ リ カ・中 近 東

大西洋

朝、
ヨハネスブルグ到着後、専用バスにて、南アフリカの行政都市・プレトリ

米

米
ヨハネスブルグ

プレトリア
（泊）

2

ヨハネスブルグ

南

南

ジンバブエ

［機中泊］××Ｋ
─

米 ・ 中

米 ・ 中
ビクトリアフォールズ
ワンゲ国立公園（泊）
（2泊）

夜、香港にて、キャセイ・パシフィック航空を乗継ぎ、南アフリカ共和国のヨ
ハネスブルグへ［20:40着／23:45発］。

北

北
ツアーマップ

ビクトリア大瀑布は、
イグアス、ナイアガラとともに世界三大瀑布の一つに数
えられ、世界中から多くの観光客を集めています。1855年、
イギリスの探検家
リビングストンによって発見され、
ビクトリア女王の名にちなんで名付けられま
した。地元では『モシ・オア・
トゥンヤ』
と呼ばれ、
「雷鳴轟く水煙」
という意味です。
ジンバブエとザンビアにまたがるこの滝の幅は世界最大の1708ｍ
（そのうち
1200mがジンバブエ側）。また、最大
落差約108ｍの高さと深い滝壷を持
ち、そこで生じる水しぶきは水煙となり
平均150ｍの高さまで舞い上がりま
す。観光は滝に沿って設けられた遊歩道
をゆっくりと歩き、途中、水しぶきを浴び
ながら、各展望台にて、迫力ある滝の雄
姿をご覧いただきます。今回のコース
ではヘリコプターを利用し、上空からの
ビクトリア大瀑布もご覧いただきます。

午後、千歳空港より、キャセイ・パシフィック航空にて、香港へ［16:35発］。

パ

パ
◆ビクトリアの滝はヘリコプターで上空からもご案内します。
◆『ライオン・ウォーク』で保護されたライオンとの触れあいも楽し
みます。
◆ボツワナとの国境沿いに位置するジンバブエ最大のワンゲ国立
公園にて、100種類を超える野生動物や100種類もの野鳥の観
察をお楽しみいただけるチャンスです。
◆満月の前後3日間のみご覧いただける、
ビクトリアの滝の水煙に
かかる虹『ルナ・レインボー』の鑑賞へご案内します。
◆出発日は例年のジャカランダの花の時期に合わせております。
◆ケープタウンでは、陸地からのホエール・ウォッチングに世界で最
も適したハーマナス海岸へもご案内します。

香港

ッ

ッ

ビクトリアの滝

ツアーのポイント

千歳

ロ

ロ
一人部屋利用追加料金 ￥58,000

喜望峰（イメージ）

1

ー

ー

10月11日（火）発〜10月20日（木）着…￥598,000

スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港

ヨ

ヨ

ご旅行期間とご旅行代金

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地

ア

ア

ご旅行条件

都市名

ジ

ジ

ジャカランダ
（jacaranda）
という名前を聞い
た事がありますでしょうか？南米原産のマメ科で
落葉高木であるこの植物の名前を聞くと、何か
気分がうきうきとする方もいらっしゃるかもしれ
ません。
南半球の国々では10月頃に、
ジャカランダが
紫や白のお花をいっせいに咲かせます。季節が
日本とは逆の南半球では、
この時期は春に近い
季節。私たち日本人が桜の開花を待ちわびてい
るように、現地の人々にとってジャカランダの開
花は、春到来の象徴でもあります。
そして、
このジャカランダといえば、何といっ
ても南アフリカ共和国の首都であるプレトリア
が有名です。現在、その数7万5千本、総長距離
にして約650kmにわたって広がり、これは、日
本の桜と比較すると、東京都内の桜の総本数が
約１万本ということですから、
どれだけプレトリ
ア市内にジャカランダが多く植林されているか
ということがお分かり頂けるかと思います。
プレトリアのジャカランダは、1888年にブラ
ジルのリオデジャネイロから来た移民が苗木を
2本持ち込み、植樹したのが始まりです。その
後、都市計画のもとに、プレトリアにはジャカラ
ンダが広がり、
「ジャカランダシティ」にふさわし
い景観を作りだしています。

日次

ア

ア

ライオン・ウォーク、
ビクトリアの滝・ヘリツアー、ルナ・レインボーも楽しむ

午後、千歳空港到着［15:25着］。入国審査・税関審査ののち解散。
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

ＫＫ×
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