
日 都市 交通 時間 スケジュール/宿泊ホテル

4月19日 成田 UA-78 17:00 ニューアーク空港へ向けて出発 朝： X

（金） ニューアーク 16:45 乗り換え 昼： X

ニューアーク UA-970 21:45 ブエノスアイレスへ向けて出発 夕： X

4月20日 ブエノスアイレス 9:50 ブエノスアイレス（エセイサ空港）に到着 朝： X

（土） 専用車両 ホテルに送迎（チェックインは午後3時以降）

専用車両 午後 市内のレストランにて昼食 昼： レストラン

専用車両 ブエノスアイレス半日観光

専用車両 タンゴ・ディナーショー 夕： レストラン

ホテル ： ラファイエット

4月21日 ホテルにて朝食 朝： ホテル

（日） ブエノスアイレス へそ道ワークショップ

*午前と午後に1回ずつコーヒーブレーク有り

ホテル内にて昼食 昼： ホテル

専用車両 市内のレストランにて夕食 夕： レストラン

ホテル ： ラファイエット

4月22日 ホテルにて朝食 朝： ホテル

（月） 午前 自由時間 昼： X

専用車両 エセイサ空港へ送迎

ブエノスアイレス OB-709 15:25 サンタ・クルスへ移動

サンタ・クルス 17:30 乗り継ぎ

サンタ・クルス OB-679 18:55 ラパスへ向けて出発

ラパス 専用車両 20:00 ホテルへ送迎

ホテルにて夕食 夕： ホテル

ホテル ： プレシデンテ

4月23日 ホテルにて朝食（出発時間によってはお取り頂けません） 朝： ホテル

（火） 専用車両 ラパス空港へ送迎

ラパス Z8-300 7:10 空路ウユニへ向けて出発

ウユニ 7:55 ウユニ空港に到着

専用車両 ウユニ塩湖見学

ピクニックランチ込 昼： ピクニック

夕日見学

ホテルにて夕食 夕： ホテル

専用車両 夜の星空見学にでかけます

ホテル ： パラシオ・デ・サル

4月24日 専用車両 朝日見学にでかけます 朝： X

（水） 専用車両 ウユニ空港へ移動

ウユニ Z8-301 8:20 ラパスへ向けて出発

ラパス 9:05 ラパス空港に到着

専用車両 ティワナク遺跡・プマプンク遺跡を見学

昼食込み 昼： レストラン

市内のレストランにて夕食 夕： レストラン

ホテル ： プレシデンテ

4月25日 専用車両 ラパス空港へ向けて移動 朝： X

（木） ラパス OB-660 6:05 サンタ・クルスへ向けて出発

サンタ・クルス 7:10 乗り換え

サンタ・クルス OB-736 8:30 サンパウロへ向けて出発

サンパウロ 13:10 サンパウロ（グアルーリョス空港）に到着

空港内で各自昼食をお取りください 昼： X

サンパウロ LA-3546 16:40 ブラジル側イグアス空港へ向けて出発

イグアス（ブラジル側） 18:20 ブラジル側イグアス空港に到着

専用車両 ホテルへ送迎

ホテルにて夕食 夕： ホテル

ホテル ： ナダイ・コンフォート・フォス・ド・イグアス

4月26日 ホテルにて朝食 朝： ホテル

（金） イグアス（ブラジル側） 専用車両 午前 ブラジル側イグアスの滝国立公園観光

イグアス（アルゼンチン側） 専用車両 アルゼンチン側イグアスの滝国立公園観光

公園内はトロッコ列車を使って移動します

公園内のレストランにて昼食込み 昼： レストラン

ボート 滝に近づくボートツアーにもご参加いただけます

専用車両 市内のレストランにて夕食 夕： レストラン

ホテル ： ナダイ・コンフォート・フォス・ド・イグアス

4月27日 ホテルにて朝食 朝： ホテル

（土） 専用車両 午後 アルゼンチン側イグアス空港へ移動

イグアス（アルゼンチン側） AR-1721 12:05 ブエノスアイレスへ向けて出発

ブエノスアイレス 14:00 ブエノスアイレス（アエロパルケ空港）に到着

市内のレストランに昼食込み 昼： レストラン

専用車両 空港へ送迎

ブエノスアイレス UA-818 21:20 ヒューストンへ向けて出発 夕： X

4月28日 ヒューストン 5:45 乗り換え

（日） ヒューストン UA-7 10:25 成田へ向けて出発

4月29日 成田 14:00 成田空港に到着

（月）

お一人様あたりのツアー料金（US$建て。ホテルはツイン部屋をお二人で利用した場合のお一人あたりの金額）

18名様ご参加で成田からの航空券込の場合 ツアー代金+南米内航空券お一人様あたり　US$ 7270

シングル部屋追加料金 US$ 345

18名様ご参加で現地集合の場合 ツアー代金+南米内航空券お一人様あたり　US$ 5220

シングル部屋追加料金 US$ 345

16名様ご参加で成田からの航空券込の場合 ツアー代金+南米内航空券お一人様あたり　US$ 7550

シングル部屋追加料金 US$ 345

16名様ご参加で現地集合の場合 ツアー代金+南米内航空券お一人様あたり　US$ 5500

シングル部屋追加料金 US$ 345

* ご参加人数が変わる場合にツアー代金も変わってまいります

18名様に達した場合には、19名様以降は一旦ウェイティングリストにお入り頂きまして、ホテルや航空券の追加手配が

できた時点で正式にお申し込みをお受けいたします。

* 上記の金額は現時点での航空券の代金での金額となりますので、今後金額が変わる可能性もございます。

* 宿泊ホテルやフライト、ツアーや食事の内容は一部変更される事もございます。

上記料金に含まれるもの：

日程に記載のあるホテルでの宿泊（ツイン部屋にお二人でお泊りの場合）（朝食付き）（朝食は出発時間によりお取り頂けない場合あり）

日程に記載のある観光と食事（車両・ガイド・トロッコ列車チケット・バスチケット・入場券）

日程に記載のある送迎（車両・ガイド）

へそ道講習代

上記料金に含まれてないもの：

ドリンク

日程に記載の無いいかなるサービス

個人出費

旅行保険

空港とホテルでのポーターチップ

アーリー・チェックイン、レイト・チェックアウト

追加手配・変更手配

日程表

へそ道ワークショップ in Argentina 2019
食事



へそ道ワークショップ in Argentina 2019

お申込み書

1 お名前（漢字）:

2 お名前（ローマ字）:

3 日本からの航空券希望（どちらかを◯で囲んでください） 希望する　　　　　　　　希望しない

4 一人部屋希望（どちらかを◯で囲んでください） 希望する　　　　　　　　希望しない

5 ご自宅電話番号（日本以外の方は国番号も明記ください）

６ メールアドレス ：

7 緊急連絡先の方のお名前 ：

8 緊急連絡先の方の電話番号　：

* パスポートのコピー画像も合わせてお送りくださいませ



へそ道ワークショップ in Argentina 2019

お申込み期日等のお知らせ

1 日本時間12月14日（金）までにご参加をご検討中の方はお知らせください メールにて toizumi@andes-nippon.com までご連絡ください。

2 日本時間1月2日（水）までに正式なお申込みを頂きます。 お申込書への情報記入とパスポート画像を上記メールまでお送りください。

3 日本時間 1月3日（木）に催行の可否をご連絡差し上げます

3 日本時間 1月3日（木）からキャンセルペナルティー①が発生いたします。 キャンセルペナルティー：　500ドル

4 日本時間 1月21日（月）からキャンセルペナルティー②が発生いたします。 キャンセルペナルティー：　1000ドル

5 日本時間2月18日（月）までに弊社指定銀行口座（米国）にお支払いを頂きます。

６ 日本時間 2月18日（月）からキャンセルペナルティー③が発生いたします。 キャンセルペナルティー：　2000ドル

7 日本時間 3月15日（金）からはご返金無しとなります 返金無し

* 3月15日以降にキャンセルとなられる場合でも、各仕入先と交渉を試みまして、可能な限りのご返金ができるよう最善の努力をさせて頂きます。


