メキシコの大自然や大遺跡と陽気なメヒカーノを訪ねる

千歳発着12日間 ㈱世界紀行

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

千歳／羽田
成田
日付変更線
メキシコシティ
ビジャエルモッサ

午前、千歳空港より国内線にて、羽田空港へ［08:00発］。着後、
リムジンバ
ス
（実費：￥3,100）
にて成田へ。
午後、成田空港よりアエロメヒコ航空にて、
メキシコシティへ
［15:25発］。
着後、入国審査・税関検査ののち、
アエロメヒコ航空を乗継ぎ、
ビジャエルモ
ッサへ［18:25着］。
ビジャエルモッサに連泊 です。
［ビジャエルモッサ泊］××ＫＫＤ
─
メキシコ国立自治大学
ホテルにて、
ゆっくりとお過ごしください。
ビジャエルモッサ 午前、
（ラベンタ）
午後、古代オルメカ文明時代の巨石人頭像で有名なラベンタ遺跡公園へご
案内します。
［ビジャエルモッサ泊］ＢＬＤ
─
ビジャエルモッサ 午前、専用バスにて、
ジャングルの中の滝・アグア・アスルへ。着後、
コバルト
アグア・アスル ブルーの水流と石灰岩の白のコントラストが美しい、アグア・アスルでの滞
アグア・アスルの滝 在をお楽しみください。
パレンケ
夕刻、
パレンケへ。
［パレンケ泊］ＢＬＤ
─
午前、
マヤ文明最大の発見の舞台である 世界遺産 古代都市パレンケ に
て、太陽の神殿、碑文の神殿、宮殿などをご案内します。その後、専用バスに
セノーテ
（イメージ）
てユカタン半島の中心都市・メリダへ。
パレンケ
メリダに3連泊 です。
メリダ
［メリダ泊］ＢＬＤ
─
終日、
メリダ郊外の観光。
メリダ
■募集人員／18名様定員
世界遺産
ウシュマル遺跡 （魔法使いのピラミッド、総監の神殿、亀の館な
（ウシュマル）
■最少催行人数／10名様
ど）
や、
カバー神殿
（雨の神・チャックの神殿、宮殿）
をご案内します。
■全食事付／朝食9回・昼食9回・夕食10回
昼食には、ユカタン半島を代表する料理コチニータピビル（豚肉のオレンジ
（カバー）
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
ソース煮）
をご賞味ください。
［メリダ泊］ＢＬＤ
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
─
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
『マヤ文明最大の遺跡』 世界遺産 チチェンイツァ へご案内します。千本柱
メリダ
保安税が含まれております。
（チチェンイツァ） の館、戦士の神殿、聖なる泉（セイテ）、
ジャガーの神殿、球戯場、
エル・カステ
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
ィージョ
（大ピラミッド）など、数ある遺跡の中で最も見ごたえのある遺跡群
セノーテ
をご案内します。また、神秘の泉・セノーテにもご案内します。
しません。
昼食は、
ユカタン半島特産のライムを効かせたスープ・ソパデリマです。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
［メリダ泊］ＢＬＤ
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
─
※ビジネスクラス追加料金はお問合せください。
出発まで、
自由行動。
※大阪・名古屋・福岡・仙台・函館・旭川・帯広・釧路発着：同一料金
メリダ
午後、
アエロメヒコ航空にてメキシコシティへ。
※成田発着：￥10,000引き
メキシコシティ 夕食は、
マリアッチの演奏と共にお楽しみください。
マリアッチ
メキシコシティに3連泊 です。
［メキシコシティ泊］ＢＬＤ
─
メキシコシティ 午前、
メキシコシティ市内観光。街の中心地・ソカロ、ディエゴ・リベラの大壁
画がある国立宮殿、
メトロポリタン・カテドラルなど 世界遺産 メキシコシティ
歴史地区 を見学します。また、聖地グアダルーペ寺院も訪ねます。
昼食には、
ウチワサボテンのサラダをどうぞ。
（テオティワカン） 午後、
アステカの言葉で「神々の座」を意味する 世界遺産 テオティワカン
の観光。太陽のピラミッド、月のピラミッド、
ジャガーの神殿などをご案内しま
す。
［メキシコシティ泊］ＢＬＤ
マリアッチ（イメージ） ─
メキシコシティ 終日、
メキシコシティ郊外の観光。
（クエルナバカ） 「常春の町」クエルナバカにて、長崎26聖人殉教壁画が描かれたカテドラル
をご案内します。また、伊達政宗の命を受けた支倉常長一行が旅した標高
■ビジャエルモッサ／カミノレアル、
ホリデイ・イ
（ソチカルコ） 3000mの峠を越え、世界遺産 ソチカルコ へ。着後、大ピラミッドや、
ケツ
ン、ラ・ヴェンタ・イン、
ヴィヴァ・ビジャエルモッ
ァルコアトルの神殿がある古代遺跡を訪ねます。

1

ビバ☆メキシコ〜マヤ遺跡と絶景アグア・アスルの旅

日次
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ご旅行条件
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ご旅行期間とご旅行代金

2019年

一人部屋利用追加料金 ￥６９,000

パレンケ

ツアーのポイント

タルが発見されるなど、新たな観光資源にも恵まれた国です。そして、
古代メキシコ文化を訪ね歩くと、遥か昔に生きてきた人々がどれだけ
高い能力を持って文明を築き上げてきたのかという新鮮な驚きと発見
に出会います。
また、
メキシコの伝統的な文化として、つばの広い帽子ソンブレロ、
楽団マリアッチ、
テキーラ等が挙げられます。これらメキシコの代名詞
は、
メキシコ国民がメキシコらしさとして挙げるものであって、
これらな
くしてメキシコは無い、
というほど深く愛されてきたものです。実際
2000年以上の歴史を持つテキーラは、
日本でいう焼酎のような地位
にあります。国内では手頃なビールもよく飲まれていますが、瓶ビール

メキシコシティ
（3泊）
ラベンタ
ビジャエルモッサ（2泊）
パレンケ
（泊）
アグア・アスル

イムを瓶の中に落としてから飲みます。このメキシコ式の飲み方は、一
段と爽やかさが増す美味しい飲み方で地方によって気質の違いは様々
のはずですが、楽しい席では誰もが友達（アミーゴ！）
となり、
ビールや
テキーラを片手に乾杯（サルー!）をします。その場に居合わせた誰も
がその暖かな雰囲気に飲み込まれてしまうのは、
メキシコの空気がそ
うさせるのか、知らぬ間に彼らのエネルギーが伝染しているのか、我に
返ってみた時に彼らのエンターテイナーとしての特異な素質に大変感
心させられます。
0

ご利用予定ホテル

9

メリダ
（3泊）
ウシュマル
チチェンイツァ

ベリーズ

ツアーマップ

日本の約5倍の面積を誇るメキシコは、
つい最近、世界最大のクリス

が多いメキシコでは、瓶の口の部分にライムを絞り、塩を振りかけてラ

メキシコ湾
メキシコ

ビバ☆メヒコ

8

■日本とメキシコを結ぶ直行便アエロメヒコ航空を利用す
ることで、お身体に無理なく最短ルートでメキシコに入り
ます。
■石灰岩の棚田とコバルトブルーの水流のコントラストが
美しいアグア・アスルへご案内します。
■マヤ最大のチチェン・イツァ遺跡をはじめ、ウシュマル遺
跡、
カバー遺跡、マヤ文明古典期のパレンケ遺跡など、マ
ヤ文明が残した素晴らしい遺跡、そして未だ謎の多い神秘
に満ちた巨大都市遺跡テオティワカン遺跡など、
メキシコ
有数の遺跡群をご案内いたします。
■国民食のトルティーヤ、
タコス、
アボカド料理やタロイモの
キャッサバなど、
多彩なメキシコ料理をお楽しみください。
■メキシコ音楽の生演奏や名産のテキーラ、そして陽気な
メキシコの人々と、遺跡と町以外にも多彩な魅力溢れるメ
キシコをご案内します。

7

3月4日（月）発〜3月15日（金）着…￥554,000

サ、
ハンプトン・イン

［メキシコシティ泊］ＢＬＤ
─
ケ、
マヤ・ツリパネス、
トゥリジャ・エクスプレス、
メキシコシティ 出発までメキシコシティ市内観光。メキシコ最大の博物館で、
アステカ・カレ
ミシオン・パレンケ
ンダーやパカル王のヒスイの仮面が展示される国立人類博物館、巨大なモ
ザイク画で有名な 世界遺産 メキシコ国立自治大学 などへご案内します。
■メリダ／ホリデイ・イン、インターコンチネン
10（ソチミルコ） また、遊覧船（トラヒネラ）を利用し、昔ながらの伝統的な暮らしを続ける 世
タルヴィラ、エル・カステリャーノ、
コンキスタ
トラヒネラ乗船 界遺産の村･ソチミルコ の風景を楽しみます。
ドール
深夜、
アエロメヒコ航空にて、帰国の途へ［24:35発］。 ［機中泊］ＢＬＤ
■メキシコシティ／ガレリアプラザ、
ホリデイ・イ
─
ン、
マジェスティック、
プラザ・フローレンシア
11 日付変更線 ［メキシコシティ／成田：所要時間14時間45分］
Ｋ−−
※上記ホテル又は同等クラスとなります。
─
※右記の時間は､すべて現地時間で表示されております。
朝、成田空港到着［06:20着］。入国審査・税関検査の後、
リムジンバス（￥
成田
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
3,100）
にて、羽田へ。
羽田
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービス 12
午後、国内線にて千歳へ。千歳空港到着後、解散。
千歳
■パレンケ／ヴィラス・キンハ、シャブリ・パレン

をご提供でき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。

スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

Ｋ××
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