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１．オプション★印は旅⾏代⾦とは別途に現地で各⾃お⽀払い頂きます。

 
２．昼⻝のレストランは天候、催⾏⽇の⼈数等により変更になることがございます。半⽇コ

ースの場合は昼⻝時間はツアーに含まれません。

 
３．ツアーは英語ドライバーガイドがご案内します混載ツアーとなります。

 
４．⼟⽇・祝⽇は施設が休みの場合がございます。

 
５．正確なホテルピックアップ時間は、実際のご予約後にご案内いたします。他の参加者の

ホテルを回ってくる為、ピックアップ時間を多少過ぎる事もございますが、暫くはそのまま

お待ちいただけますようお願いいたします。

 
６．現地事情により、⽇程・訪問先が変更になることもございます。予めご了承下さいま

せ。

 
７．ツアーは毎⽇必ず催⾏されるものではございません。催⾏会社都合で実施できない事も

稀にございます。また、ツアー催⾏⽇の３営業⽇前以降にお申込みの場合、間際の為、ご予

約をお断りさせていただく場合もございます。催⾏可否については都度お問合せください。

注意事項

変更取消規定

ツアー催⾏⽇の３⽇前より：１００％ 
 
＊変更・キャンセルのご連絡は弊社営業時間内に限ります。営業時間外、休業⽇の場合

には翌営業⽇での扱いになります。



Drakensberg World Heritage Tour

 Full day - Scheduled
(設定期間 :2019/11/01 - 2020/10/31)

世界遺産ドラケンスバーグは "ドラゴンの⼭々" という意味で、⾃然の織り成す絶壁と
鮮やかな緑の⼭脈は、⼈々を魅了してやみません。

ドラケンスバーグの⼭頂Giant’s Castleを訪れ、謎多きブッシュマンアートの世界に触れます。
※⾏程には３km程のハイキングを含みます。

出発場所/解散場所:

設定⽇:料⾦:

料⾦に含まれないもの:料⾦に含まれるもの:

最少催⾏⼈員：

催⾏会社：

⼤⼈ ZAR 2675 ⼦供(2-11) ZAR 1337.5

昼⻝ ー

 

⽕曜⽇、⽊曜⽇、⼟曜⽇

市内ホテルのみ ※空港不可 Hylton Ross

2名様から催⾏

+/-06h00 ホテルを出発
 
ドラケンスバーグの⾃然と景⾊を楽しみながら、

約３kmのハイキング。
Giant’s Castle着後、洞窟を探索し
ブッシュマンの⽣活について学びます。

2000年前のブッシュマンの壁画について
ガイドが詳しく説明します。

ランチを取ったらダーバンへ戻ります。

道中でネルソンマンデラキャプチャーサイトを訪問。

 
+/-17h30 ホテルへお戻り

スケジュール



+/-05h45 ホテル出発
 
ダーバンから、アンダーバーグの⽥舎町を通り、

アフリカで最も標⾼の⾼い道路「Sani Pass」を４WDでドライブ！
絶景をお楽しみください。

パスポートを⽤意し、国境を通過。レソト王国へ！

ソト族の⽂化村へ⽴ち寄り、⺠族⽂化に触れます。

アフリカで最も標⾼の⾼いパブで昼⻝と休憩の後、

ダーバンへ戻ります。

 
+/-19h00 ホテルへお戻り

Sani Pass and Lesotho Full day -

Scheduled
(設定期間:2019/11/01 - 2020/10/31）

南アフリカの中にある⼩国「レソト王国」へ⾏ってみよう♪
ダーバン⽅⾯から国境へ向かう急こう配の道「Sani Pass」では、標⾼2000m以上の道路を
ドライブしながら⼭々の絶景をお楽しみいただけます。

レソトでは、現地の⺠族⽂化を学びます。

※国境を往来します。パスポートをお持ちください。

出発場所/解散場所:

設定⽇:料⾦:

料⾦に含まれないもの:料⾦に含まれるもの:

最少催⾏⼈員：

催⾏会社：

⼤⼈ ZAR 3090 ⼦供(2-11) ZAR 1545

ー

 

⽉曜⽇、⽔曜⽇、⾦曜⽇

市内ホテルのみ ※空港不可 Hylton Ross

2名様から催⾏

スケジュール

昼⻝

              ⽇本国籍の⽅
残存有効期間が⼊国時に６ヶ⽉以上、⾒開き２ページ以上の余⽩のある

パスポートをお持ちください。（この⾏程では査証は不要。）

 



Durban Highlights Tour Full day -

 Scheduled
(設定期間 :2019/11/01 - 2020/10/31)

ダーバンへようこそ！⼤きな港、植⺠地時代の⾯影を残す街並み、インドとズールー族の

⽂化が交わる魅⼒的な街、ダーバンの⾒どころを１⽇に詰め込んだツアーです♪
⼈気アトラクション「ウシャカ・マリーンワールド」にも訪れます！

出発場所/解散場所:

設定⽇:料⾦:

料⾦に含まれないもの:料⾦に含まれるもの:

最少催⾏⼈員：

催⾏会社：

⼤⼈ ZAR 1275 ⼦供(2-11) ZAR 637.5

⽇程表に記載の観光

 
昼⻝、プンジ博物館 +/-R70

モーゼス・マヒダ・スタジアム ケーブルカー 
+/-R70

 

毎⽇

市内ホテルのみ ※空港不可 Hylton Ross

2名様から催⾏

+/-08h30 ホテルを出発
 
ビーチフロントエリアのゴールデン・マイルを散策。

植⺠地時代の⾯影を残すシティ・ホールを外観より鑑賞。

南アフリカ最⼤の港と停泊する⼩型船、巨⼤な砂糖⼯場、

KZN⼤学ダーバンキャンパス等のダーバンの街並みを⾞窓で⾒学。
ウォーウィックのアフリカン・インディアンマーケットを訪れます。

プンジ博物館(★オプション +/- R70)で、
ズールーアートをお楽しみください。※⼟・⽇は閉館※
ダーバン植物園でゆったりとした時間をお過ごしください。

モーゼス・マヒダ・スタジアムに⽴ち寄り、

ケーブルカー(★オプション +/- R70)でスタジアムの頂上へ。
景⾊をお楽しみいただけます。

午後は、⼈気アトラクション施設「ウシャカ・マリンワールド」をご満喫ください。

 
+/-17h00 ホテルへお戻り

スケジュール



Durban City Tour Half day -

 Scheduled
(設定期間:2019/11/01 - 2020/10/31）

出発場所/解散場所:

設定⽇:料⾦:

料⾦に含まれないもの:料⾦に含まれるもの:

最少催⾏⼈員：

催⾏会社：

⼤⼈ ZAR 605 ⼦供(2-11) ZAR 302.5

⽇程表に記載の観光
プンジ博物館 +/-R70

モーゼス・マヒダ・スタジアム ケーブルカー
+/-R70

 

毎⽇

市内ホテルのみ ※空港不可 Hylton Ross

2名様から催⾏

+/-08h30 ホテルを出発
 
ビーチフロントエリアのゴールデン・マイルを散策。

植⺠地時代の⾯影を残すシティ・ホールを外観より鑑賞。

南アフリカ最⼤の港と停泊する⼩型船、巨⼤な砂糖⼯場、

KZN⼤学ダーバンキャンパス等のダーバンの街並みを⾞窓で⾒学。
ウォーウィックのアフリカン・インディアンマーケットを訪れます。

プンジ博物館(★オプション +/- R70)で、ズールーアートをお楽しみください。※⼟・⽇は閉館※
ダーバン植物園でゆったりとした時間をお過ごしください。

モーゼス・マヒダ・スタジアムに⽴ち寄り、ケーブルカー(★オプション +/- R70)でスタジアムの頂上へ。
景⾊をお楽しみいただけます。

 
+/-12h00 ホテルへお戻り
 

スケジュール

お時間の無い⽅の為に、ダーバンの⾒どころを半⽇に凝縮したツアーです！



Shakaland Tour Full day -

 Scheduled
(設定期間 :2019/11/01 - 2020/10/31)

ズールー族の王 ”シャカ" とズールー⽂化をテーマにした⼈気のアトラクション施設
「シャカランド」を１⽇たっぷりとお楽しみいただくツアーです♪

出発場所/解散場所:

設定⽇:料⾦:

料⾦に含まれないもの:料⾦に含まれるもの:

最少催⾏⼈員：

催⾏会社：

⼤⼈ ZAR 1965 ⼦供(2-11) ZAR 982.5

昼⻝、観光

 

⽕曜⽇、⽊曜⽇、⼟曜⽇

市内ホテルのみ ※空港不可 Hylton Ross

2名様から催⾏

+/-08h30 ホテルを出発
 

サンゴーマ(霊媒師)を訪ねます。
昔ながらのズールービールを試飲。

槍や盾、帽⼦などの製作を⾒学、

ズールー族の⽂化について学びます。

エネルギッシュなズールーダンスを⾒学。

伝統ランチをお楽しみください。
 

+/-16h30 ホテルへお戻り

スケジュール

ー


