雨季のビクトリア大瀑布と世界一美しいナミブ砂漠の旅

世界一美しいナミブ大砂丘

都市名

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港
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［ナミブ・ナクルフト国立公園近郊泊］
ＫＬＤ
─
ナミブ砂漠
早朝、専用車にて、世界遺産ナミブ砂漠最深部ソッサスフライ へご案内し
ます。
世界最大の高低差を誇る巨大なデューン４５やビッグ・ダディなどの砂丘群
をご案内します。
ご希望の方は、砂丘を登り、現地の言葉で「死の沼地」を意味するデッドフ
ライにもご案内します。
夕刻、四輪駆動車にて、サンセット・
ドライブへご案内します。

中

中
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［ナミブ・ナクルフト国立公園近郊泊］
ＢＬＤ
─
ナミブ砂漠
午前、専用車にて、太平洋に面した砂漠の町・スワコップムントへ。
月の谷
途中、
まるで月面のような「月の谷」などウェルウィッチア平原を走り、約２
ナミブ砂漠（イメージ）
０００年生きるといわれる生物・ウェルウィッチア（奇想天外）
をご覧いただ
スワコップムント きます。
［スワコップムント泊］ＢＬＤ
─
スワコップムント 午前、航空機にて、
ウィントホークを経由し、世界三大瀑布の一つビクトリア
■募集人員／18名様定員
フォールズへ。
■最少催行人数／10名様
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。
■お食事／朝食9回・昼食7回・夕食9回
ビクトリアフォールズに３連泊 です。 ［ビクトリアフォールズ泊］Ｂ×Ｄ
■旅券残存期間／6ヶ月以上／査証欄4ページ以上
─
■査証料／ジンバブエ：US＄45（現地にて別途必要）
（注）
ビクトリアフォールズ 朝、専用バスにて、
ジンバブエから国境を越え、世界最大の象の生息地・ボ
※査証は現地空港にて取得いたしますので、パ
（チョベ国立公園）
ツワナのチョベ国立公園へ。
着後、
チョベ河のボート・サファリ、
４WDにて、
スポートは事前にお預かりいたしません。
公園内のゲームドライブ・サファリにご案内します。
■千歳空港使用料／￥1,030（別途必要）
夕刻、
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泊］ＢＬＤ
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
─
保安税が含まれております。
ビクトリアフォールズ 朝、
ライオンウ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
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
お楽しみください。
しません。
午後、世界三大瀑布のビクトリア大瀑布の遊歩道をゆっくり歩きご案内し
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
ます。
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
ヘリツアー
又、雨季ならではの大迫力のビクトリア大瀑布をヘリコプターにて上空か
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
らもお楽しみください。
［ビクトリアフォールズ泊］ＢＬＤ
※成田・関空・名古屋・福岡から出国し、香港で合
─
流いただくプランも同料金にて承ります（日
ビクトリアフォールズ 航空機にて、南アフリカ・ケープタウンへ。
本国内の空港使用料が別途必要です）。
ケープタウン 夕刻、
シグナルヒルにてケープタウンの夜景をお楽しみください。
（注）
ジンバブエ査証代は11月1日現在の料金
ケープタウンに3連泊 です。
［ケープタウン泊］Ｂ×Ｄ
です。変更となる場合がございます。
─
※黄熱病等の予防接種は必要ありません。
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にて、
ご案内します
（注）。
午後、
テーブルマウンテンの麓にあり、約9000種の植物が栽培されてい
るという 世界遺産 カールステンボッシュ植物園 へ。
■ナミブ・ナクルフト国立公園近郊／ソッサスフ

アフ リ カ・中 近 東

アフ リ カ・中 近 東

夕刻、千歳空港より、
キャセイ・パシフィック航空にて、香港へ［16:00発］。
着後、
キャセイ・パシフィック航空を乗継ぎ、
ヨハネスブルクへ［20:55着／
23:40発］。
××Ｋ
─
ヨハネスブルク 早朝、航空機を乗継ぎ、ナミビアの首都・ウィントホークへ。
ウィントホーク 着後、専用バスにて、ナミブ砂漠の観光拠点となるナミブ・ナクルフト国立
ナミブ砂漠
公園へ（約5時間）。ナミブ・ナクルフト国立公園近郊に連泊 です。
千歳
香港
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ナミビアの素晴らしさは、その雄大なナミブ
砂漠にあり、ナミブ砂漠の雄大さはナミブ・ナク
ルフト国立公園の最深部・ソッサスフライまで行
かなければわかりません。全長30kmにも及ぶ
砂丘の山脈、世界最大の高低差約250ｍの高
さの大砂丘、朝陽・夕陽に輝く世界最古の砂丘
とその陰影は、美の極致であり、
『 世界一美しい
砂漠』
という形容に偽りありません。

日次

ヨ ー ロ ッ パ

千歳発着12日間 ㈱世界紀行
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ヨ ー ロ ッ パ

米
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ご旅行条件

南

南

北

北
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ご旅行期間とご旅行代金

2018年

ヨハネスブルグ

11

※右記の時間は、
すべて現地時間で表示されております。

大西洋

※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご

南アフリカ
ケープタウン
（3泊）

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

スがお受けになられるよう万全の手配努力を致します。

インド洋

※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。

チョベ国立公園（イメージ）
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（注）ケーブルカーは天候により運転停止になる場合がご
ざいますので、
ご了承ください。

ヨハネスブルク その後、
キャセイ・パシフィック航空にて香港へ（12:30発）。

［機中泊］Ｂ×Ｋ
─
香港
早朝、到着後キャセイ・パシフィック航空を乗継ぎ、帰国の途へ［07:05着
千歳
／09:15発］。
12
着後［14:50着］、入国審査・税関検査ののち、解散。
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅
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国

国
喜望峰

ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ

中

中

ナミビア

内

ボツワナ

ナミブ・ナクルフト
（2泊）

国

ジンバブエ

［ケープタウン泊］ＢＬＤ
ライ、
リトル・クララ、デザート・クイバーキャン
─
プ、ナミブデザートロッジ
ケープタウン 午前、
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
■スワコップムント／スワコップムントサンズ、
保護区やアフリカ大陸最南端・喜望峰へもご案内します。
エウロパホワ、
ストランド、
シュウェイザー
午後、
ボカープ地区のカラフルな町並みとボカープ博物館をご覧いただい
10
■ビクトリアフォールズ／ザンベジ・リバーロッ
たのち、
ウォーターフロントにて夕食をお召し上がりください。
ジ、
キングダム、
ビクトリアフォールズ・ホテル
［ケープタウン泊］ＢＬＤ
■ケープタウン／パーク・イン、
ガーデンコート、
─
ボーツウッド、
プロテア
ケープタウン 早朝、航空機にて、
ヨハネスブルクへ。
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ア

内

スワコップムント
（泊）ウィントホーク

ビクトリアフォールズ
（3泊）

ご利用予定ホテル
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国

チョベ国立公園

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。

ジ

ア

ツアーマップ

ビクトリアの滝

8

ジ

◆ナミビア、南アフリカ、
ジンバブエ、ボツワナ、
といったアフリカ屈
指の絶景が臨める4ヶ国を訪問いたします。飛行機での移動が多
く、駆け足のツアーが多い南アフリカの旅ですが、ナミブ・ナクル
フト、
ビクトリアフォールズ、
ケープタウンに各々連泊し、各観光地
にて、
お時間をお取りしました。
◆世界で最も雄大で美しいナミブ砂漠に連泊し、最深部のソッサス
フライでは、
「デューン45」に登ります。
◆ボツワナのチョベ国立公園では、
ゲームドライブ（4WDとボート）
サファリへご案内します。
◆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。
◆保護されたライオンと触れあえる『ライオン・ウォーク』もお楽し
みいただます。

ア

ツアーのポイント

7

ア

一人部屋利用追加料金 ￥64,000

喜望峰（イメージ）

米

4月18日（水）発〜4月29日（日）着…￥658,000

米

）

チョベ国立公園でのサファリやアフリカ大陸最南端の喜望峰へもご案内します

−Ｋ×

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

（4）★★★★

