生命の息吹ひしめく東アフリカの大地へ

千歳発着10日間 ㈱世界紀行

日次

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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動物天国・タンザニア大自然紀行

都市名

夕刻、千歳空港より、国内線にて成田空港へ。

深夜、成田より、
カタール航空にて、
ドーハへ［22:20発］。
［機中泊］×××
─
成田

キリマンジャロ空港

（イメージ）

セレンゲッティ国立公園

早朝、
ドーハ到着後、
カタール航空を乗継ぎ、
タンザニアのキリマンジャロ
国際空港へ［14:45着］。着後、入国審査・税関検査ののち、専用車（注1）
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ドーハ

にてメルー山（標高4,565m）の麓、
タンザニア第2の街アルーシャへ。
アルーシャ
［アルーシャ泊］ＫＫＤ
─

ア

ア

朝、専用車にて、
アフリカ大陸最大のセレンゲッティ国立公園へ。
アルーシャ
1981年世界自然遺産に登録。タンザニア
マニヤラ湖国立公園 途中、
グレートリフト・バレー（大地溝帯）のマニヤラ湖国立公園でサファリ
最大の国立公園で、地球上で最も多くの哺乳
類が暮らす場所として知られています。セレン
サファリ
です。マニヤラ湖は、何千羽ものフラミンゴで知られています。運が良けれ
ゲッティはマサイ語で「果てしない平原」を意味
ば木登りライオンをご覧いただけるかもしれません。
し、
この大サバンナ地帯には広さ1万4763平
セレンゲッティ国立公園にゆったり３連泊 です。
方kmに約300万頭の動物が生息しています。
［この日は多少ハードなスケジュールです］
この地で暮らす哺乳類の約3割はヌーたち
セレンゲッティ国立公園
で、雨季が終わる6月に近づくと、
ヌーをはじめ、
［セレンゲッティ国立公園泊］
ＢＬＤ
シマウマ、
トムソンガゼルなどの多くの草食動 ─
物が全長10kmにも及ぶ群れをなして大移動
朝と夕方に専用車にて、
ゲームドライブをお楽しみいただきます。
セレンゲッティ国立公園 2日間、
を始めます。隣接するケニア側のマサイマラ国
サファリ
ご希望の方は、実費にて早朝のバルーンサファリへご案内します
（注2）。
立保護区などを目指して、
ときに1500kmも
ケニアのマサイマラ国立公園との国境にあるマラ川を渡って戻ってきた
の大移動をするのです。10月、雨季が始まる頃
たくさんの草食動物もご覧いただけるチャンスです。
になると群れたちは来た道を戻り、再びセレン
世界遺産 セレンゲッティ国立公園
ゲッティ国立公園で生活を始めます。移動する
マサイ語で
「果てしない平原」を意味するセレンゲティ国立公園は、その
草食動物を狙う、ライオンをはじめ、ヒョウや
チーターなど多くの肉食動物の姿がご覧いた
サファリ
名の通り総面積14,763平方km（四国全体よりも大きい）
と広大なサ
だけます。
バンナです。この公園にはライオンやチーターなどの肉食動物、
ヌーや
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午前、専用車にて、
キリマンジャロ国際空港へ。

キリマンジャロ空港 夕刻、
カタール航空にて、
ドーハへ［17:35発］。

ドーハ
深夜、
カタール航空を乗継ぎ、帰国の途へ。
［機中泊］ＢＬＫ
─
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成田

午前、成田より、国内線にて、千歳空港へ。

千歳

昼、千歳空港到着後、解散。
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

15

パ

て、空港近くのホテルへ。
成田
［成田空港近郊泊］Ｋ−Ｋ
─

ッ

夜、成田空港到着後、入国審査・税関検査［18:40着］。着後、
ホテルバスに

ロ
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ンゴロンゴロ自然保護区

ー

オルドバイ渓谷（イメージ）

ヨ
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インド洋

パ

タンザニア

［ンゴロンゴロ泊］ＢＬＤ
─
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ッ

木登り
ライオンに
出会える
かも

※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）土地柄、大型車での観光はできませんので、人数に
より分乗となります。
（注2）早朝のバルーンサファリにご参加の場合は、通常の
朝のサファリにはご参加いただけません。予めお含みお
きください。
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マサイマラと
マラ川で国境を
接します

キリマンジャロ空港

ると、そこは動物の箱庭、別天地です。

8

ー

マニヤラ湖

キリマンジャロ
（5895m）
アルーシャ
（泊）

リ

ヨ

■アルーシャ／プラネット・ロッジ・アルーシャ
■セレンゲッティ国立公園／ソパ・ロッジ
［3泊］
■ンゴロンゴロ／ソパ・ロッジ
［2泊］
シャワーのみが
※各宿泊地ではバスタブは無く、
一般的となります。予めお含みおきください。
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

セレンゲッティ ンゴロンゴロ
国立公園（3泊） 自然保護区（2泊）
メルー山
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ケニア

一の貴重な保護区です。平均500ｍの断崖を一気に四輪駆動車で下り

ご利用予定ホテル

天気が良ければ
機内から
キリマンジャロの
眺望も

メ

リ

ビクトリア湖

1959年に自然保護区に指定された、
タンザニアの北部にあるンゴ
ロンゴロ自然保護区は、セレンゲッティ国立公園の東側に位置してい
ます。
ンゴロンゴロ自然保護区には、8,292キロ平方メートルに渡ってア
フリカで最も素晴しいといわれる風景、野生動物、そして考古学的遺
跡が存在しています。その自然保護区の中心にあるンゴロンゴロ・ク
レーターは、周囲が完全に閉じたクレーターとしては世界最大の活火
山カルデラとして知られており、ゾウ、ライオン、
ヒョウ、サイ、そして
バッファローの住処となっています。この直径19.2km、深さ610m
のクレーター内には25,000頭もの動物が住んでおり、東アフリカの
「ビッグファイブ」達の最終目的地となっています。

ア
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ツアーマップ

ンゴロンゴロ自然保護区

の光景はまさに圧巻の一言です。

■募集人員／18名様定員
［セレンゲッティ国立公園泊］
ＢＬＤ／［セレンゲッティ国立公園泊］
ＢＬＤ
■最少催行人数／8名様
─
■お食事／朝食6回・昼食6回・夕食6回
セレンゲッティ国立公園 午前、
ゲームドライブをお楽しみください。
※昼食は土地柄、ランチボックスが中心となります。
サファリ
その後、
ホテルを出発し、人類最古の人骨発見地・オルドバイ渓谷に立寄
■パスポート残存期間／入国時6ヶ月以上
オルドバイ渓谷 り、世界最大級のクレーター・ンゴロンゴロ自然保護区へ。
■パスポート査証欄／2ページ以上
■査証用写真／1枚要（3.5cm×4.5cm）
ンゴロンゴロ自然保護区 着後、
クレーター内の大草原にて、
ゲームドライブをお楽しみください。
※カラー写真。スナップ写真不可。
サファリ
ンゴロンゴロ自然保護区に２連泊 です。
［ンゴロンゴロ泊］ＢＬＤ
■タンザニア査証料・同取得手数料／￥１０,０００（別途必要） ─
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
ンゴロンゴロ自然保護区 終日、
ンゴロンゴロ自然保護区内のクレーターへ。着後、
クレーター内の
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
サファリ
大草原にて、
ゲーム
ドライブをお楽しみください。
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
昼食は、
クレーター内のピクニックサイトにて、
お召し上がりください。
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
世界遺産 ンゴロンゴロ自然保護区
しません。
直径20km、深さ610mの世界最大級のカルデラに、
キリンを除く東ア
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
フリカで見られる動物のほとんどが生息しています。この自然の円形シ
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
アターには、25,000頭ほどの大型哺乳類が見られ、その約半数がシマ
※大阪・中部・福岡発着：同一料金
ウマとヌーで、
ガゼル、バッファロー、エランド、
イボイノシシも見られま
※成田発着：￥16,000引き
す。
そうした動物を追って、
ライオンやハイエナを始め、
チーターやヒョ
※ビジネスクラス利用追加料金：￥350,000
（国際線区間のみ）
ウなども棲息しています。また、
クロサイが自然の状態で観察できる唯
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■ケニア以上にダイナミックなサファリが楽しめるタンザニアの大
自然満喫の旅です。何千羽のフラミンゴと木登りライオンで有名
なマニヤラ湖国立公園、迫力ある大草原のセレンゲッティ国立公
園、そして世界有数のクレーター内部に動物たちが生息するンゴ
ロンゴロ自然保護区をたっぷりとご案内いたします。
■5月のタンザニアは動物たちが繁殖期を終え、各地で子育てをす
る、活気あるサバンナの情景がお楽しみいただけます。
■カタール航空を利用し、日本から最短ルートでタンザニアに入り
ます。黄熱病の注射は必要ありません。
■ご利用いただく専用車は、
たっぷりと動物観察ができるよう、皆様
全員が窓側席の四輪駆動車をご利用いただきます
（注1）
。
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ツアーのポイント
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一人部屋利用追加料金 ￥69,000
（成田発着￥66,000）

イメージ
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5月6日（月）発〜5月15日（水）着…￥579,000

シマウマ、
キリン、
バッファローなど400万頭もの野生動物が棲息し、そ

ご旅行条件

ア

ア

ご旅行期間とご旅行代金

2019年

Ｂ××
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