旅を更に充実させるオプショナルツアーのご案内（プライベートベース）
現地主催会社：モトコ社
適用期間： 01Oct'2013-30Sep'2014
12-Aug-13
掲載価格は現地販売価格（パブリックレート）となります。
弊社にて事前申込み・事前精算の場合はエージェント様へ
エージェント様へ10%のコミッション
のコミッションをお返し致します。
弊社にて事前申込み・事前精算の場合は
エージェント様へ
のコミッションをお返し致します。(一部オプションを除く）
をお返し致します。 一部オプションを除く）

ワイルドカラーズ

七色の大地

パスト＆プレゼント
催行日： 月曜～土曜

催行日： 月曜～土曜

終日観光

終日観光

ラム酒工場

パンプルムース植物園

（トゥル・オ・セルフ／グラン・バッサン／ブラック・リバー渓谷／シャマレル／ラム酒工場）
７０万年前にできたトゥル・オ・セルフ火口跡より眼下に広がるパノラマをお楽しみいただい
た後、モーリシャスのヒンドゥー教徒たちから聖地として崇められているクレーター湖・グラ
ン・バッサンへ。ブラック・リバー渓谷では西海岸の美しい光景を、シャマレルでは落差１０
０Ｍの滝、火山活動により異なる鉱物が交じり合わずに堆積したカラフルな七色の大地を
お楽しみ下さい。また、新しくオープンしたラム酒工場にて、サトウキビからの蒸留過程を
ご案内致します。

ポートルイス

（パンプルムース植物園/ラヴァンチュール・ドゥ・シュークル/ポートルイス/コーダン・ウォーター・
フロント/ブルーペニー博物館）
世界中の植物学者に有名な、幅広いコレクションの熱帯植物を集めたパンプルムース植物園、
元製糖工場を大改装してオープンしたモーリシャスの歴史と製糖産業の博物館の見学。フラン
ス統治下の際に遷都された首都ポートルイス、モーリシャンを表す万華鏡の様な数々の寺院や
教会をアデレード砦（シタデル）からご覧下さい。そして色が氾濫し、様々な芳香の漂う異国情緒
あふれる中央市場へご案内します。さらにコーダン・ウォーター・フロントでのショッピング、世界
的にとても有名な２枚の切手が展示されているブル・ペニー博物館へ。

英語ガイド、昼食付

英語ガイド、昼食付

最小催行人数： 2名（1名参加の場合は2名分のご料金が必要となります）

最小催行人数： 2名（1名参加の場合は2名分のご料金が必要となります）

大人： 155US$

大人： 160US$

子供： 109US$

子供： 109US$

ポートルイス半日観光

日本語ガイド代金
催行日： 月曜～土曜

催行日：各エクスカーションに準じます

半日観光

パンプルムース植物園

ポートルイス

（パンプルムース植物園/ショッピング・センター/ポートルイス）
世界中の植物学者に有名な、幅広いコレクションの熱帯植物を集めたパンプルムース植
物園へご案内した後は、ショッピング・モール「ＳＡＧＡワールド」へ。
その後、フランス統治下の際に遷都された首都ポートルイスへご案内致します。

よりツアーを楽しんで頂く為の日本語ガイドをワイルドカラー（終日）、パスト＆プレゼント（終
日）、ポートルイス観光（半日）ツアー向けにご用意致しました。

英語ガイド、昼食無し
最小催行人数： 2名（1名参加の場合は2名分のご料金が必要となります）

大人： 95US$
子供： 65US$

Salongo Inc.
Edificio TOKO Bldg. 6th Floor, 2-3-14 Higashi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 Japan
Tel:03-6402-4391 / Fax:03-6402-4393
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半日観光
（車 台あたり）
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イル・オ・セルフ クルーズ(南東海岸発）

イル・オ・セルフ クルーズ（東海岸発）

催行日：南東海岸ご滞在ゲスト 月曜日～日曜日
上記以外の場所にご滞在ゲスト 月曜・木曜・金曜

催行日：東海岸ご滞在ゲスト 月曜日～日曜日
上記以外の場所にご滞在ゲスト 月曜・木曜・金曜

ポワント・ジェローム（空港近く）09：
ポワント・ジェローム（空港近く） ：15発
発 予定

トロー・ド・ドュース 09：
：15発
発 予定

ポワント・ジェローム（空港近く）16：
着 予定
ポワント・ジェローム（空港近く） ：30着

トロー・ド・ドュース 16：
：30着
着 予定

イル・オ・セルフ
大型カタマランに乗って、南部のポワント・ジェロームより、モーリシャスを代表するビー
チ、イル・オ・セルフへクルージング。途中、グランド・リバー・サウス・イーストにも立ち寄
り、迫力ある滝もご覧頂きます。東海岸のクリア・ブルーでのシュノーケリングと美しい海と
山並みをお楽しみ下さい。

昼食・ドリンク

(ローカルビール・ハウスワイン・ラム・ソフトドリンク）
ローカルビール・ハウスワイン・ラム・ソフトドリンク）

付き

大型カタマランに乗って、トロー・ド・ドュースを出航後、モーリシャスを代表するビーチ、イル・オ・
セルフへクルージング。途中、グランド・リバー・サウス・イーストにも立ち寄り、迫力ある滝もご
覧頂きます。東海岸のクリア・ブルーでのシュノーケリングと美しい海と山並みをお楽しみ下さ
い。

昼食・ドリンク

(ローカルビール・ハウスワイン・ラム・ソフトドリンク）
ローカルビール・ハウスワイン・ラム・ソフトドリンク）

ホテルからクルーズ乗下船ポイントの送迎代金も含まれております。

ホテルからクルーズ乗下船ポイントの送迎代金も含まれております。

※ブルーラグーンホテルにご宿泊のお客様は、トランスファーは含まれません。

ホテル出発・到着時間は現地にてご確認下さい。

付き

ホテル出発・到着時間は現地にてご確認下さい。

空港周辺及び南東海岸にご滞在のゲスト－大人：104US$
空港周辺及び南東海岸にご滞在のゲスト－大人：
子供：73US$
子供：

東海岸にご滞在のゲスト－大人：104US$
子供：73US$
東海岸にご滞在のゲスト－大人：
子供：

東海岸以外のゲスト－大人：122US$
東海岸以外のゲスト－大人：
子供：86US$
子供：

東海岸以外のゲスト－大人：122US$
子供：86US$
東海岸以外のゲスト－大人：
子供：

西部クルーズ(旧ハリス・ウィルソンⅠ号）

北部クルーズ

催行日： 月曜日～日曜日

催行日： 月曜日～日曜日

ル・モーン・アングラーズクラブ桟橋 09：
：15発
発 予定

グランベ桟橋09：
発 予定
グランベ桟橋 ：15発

ル・モーン・アングラーズクラブ桟橋 16:30着
着 予定

グランベ桟橋16：
着 予定
グランベ桟橋 ：30着

ターコイズのラグーンが広がるウエスト・コーストをクルージング。海上から見るブラック・リ
バー・ピークやランパー山、ル・モーンなど聳え立つ岩山の景色には圧倒されます。運が
良ければイルカに遭遇できるチャンスも。船は大型カタマラン・ハリス・ウィルソンⅠ号。

昼食・ドリンク

(ローカルビール・ハウスワイン・ラム・ソフトドリンク）
ローカルビール・ハウスワイン・ラム・ソフトドリンク）

付き

北部クルーズ。透明度を誇る海でのスノーケリングをお楽しみ頂けます。尚クルーズの行き先は
天候により異なる場合が御座います点、予めご了承下さいませ。

昼食・ドリンク

(ローカルビール・ハウスワイン・ラム・ソフトドリンク）
ローカルビール・ハウスワイン・ラム・ソフトドリンク）

ホテルからクルーズ乗船ポイントの送迎代金も含まれております。

ホテルからクルーズ乗下船ポイントの送迎代金も含まれております。

ホテル出発・到着時間は現地にてご確認下さい。

ホテル出発・到着時間は現地にてご確認下さい。

付き

西海岸にご滞在のゲスト－大人：100US$
西海岸にご滞在のゲスト－大人：
子供：70US$
子供：

北海岸にご滞在のゲスト－大人：74US$
北海岸にご滞在のゲスト－大人：
子供：52US$
子供：

西海岸以外のゲスト－大人：122US$
西海岸以外のゲスト－大人：
子供：86US$
子供：

北海岸以外のゲスト－大人：117US$
北海岸以外のゲスト－大人：
子供：82US$
子供：

クルーズ申込みエリアにつきまして
各クルーズにおきましてはご滞在エリアによって、ご利用頂けるツアーが異なって参ります。
代表的なホテルをエリア別にご紹介させて頂きますので目安としてお役立て下さいませ。
■ 東海岸エリア： LUX* ベルマー、ベルマーレ・プラージ、プリンスモーリス、ワン&オンリーサンジェラン、トゥエスロック等
■ 南東海岸エリア： フォーシーズンズ・アナヒタ等

空港近くのホテル・リゾート

■ 空港周辺及び南東海岸エリア： プレスキル・ホテル、ブルーラグーン等
■ 南海岸、南西海岸エリア： LUX* ルモーン、テルフェア、ヘリテージ・アワリ、タマサ、モーベンピック等
■ 西海岸エリア： シュガービーチ、マラディヴァ、ソフィテル、ラ・ピローグ等
■ 北海岸エリア： レジェンド、メルヴィルビーチ、メリディアン、オベロイ等
Salongo Inc.
Edificio TOKO Bldg. 6th Floor, 2-3-14 Higashi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 Japan
Tel:03-6402-4391 / Fax:03-6402-4393

2

12-Aug-13

カゼラネイチャーパーク入園
催行日： 月曜～土曜

カゼラネイチャーパークと人気のウォークウィズライオンと送迎がセットになっております。
ウォークウィズライオンは人気アトラクションに付き、事前のご予約をお勧め致します。
こちらはカゼラネイチャーパークへの往復送迎のみとなります為、カゼラ～ホテル間以外の場所へのご案内は含まれておりません。

※ホテル～送迎込み （移動時間はご宿泊ホテルによって異なります）
※ウォーク with ライオン / 約1時間
時間

お1人様：
（1名参加の場合：
名参加の場合：266US$）
）
お 人様：193US$（
人様：
名参加の場合：

<<ウォーク
ウォークwithライオンに追加可能オプション
ライオンに追加可能オプション>>
*オプションはコミッション対象外となります。
オプションはコミッション対象外となります。
ウォーク
ライオンに追加可能オプション

OP1：
： インタラクションwith
ライオン追加代金(所要時間
インタラクション
ライオン追加代金 所要時間15分）
所要時間 分）

お1人様：
お 人様：35US$
人様：

OP2：
： インタラクションwith
チーター追加代金(所要時間
インタラクション
チーター追加代金 所要時間15分）
所要時間 分）

お1人様：
お 人様：35US$
人様：

*ウォークwithライオンに参加されず、インタラクションのみご参加の場合は、送迎代金が別途発生致します。

<<重要>> ウォーク・ウィズ・ライオン/インタラクション

ご予約条件・ご注意事項

安全上の理由により、参加条件が御座います。お客様のお申込み時に下記の点を必ずご確認頂きます様お願い致します。
1) 身長（150cm以下の方はご参加いただけません）、年齢15歳以上
2) 係員による英語での説明が理解出来ない方。（英語に自信のない方は別料金にて日本語ガイドを付けて頂ければ参加可能です）
3） 普通の速度に歩けるか（怪我などしており、足を引き摺る様に歩かれる場合はご参加いただけません）

ハイヤー代金

ご予約条件・ご注意事項
催行日： 毎日

*オプションの適用期間は2013年10月01日～2014年09月30日（催行日ベース）となります。
*すべてのオプションにおきましてプライベートベースとなります。
*オプションのご予約はなるべくファイナル前までに頂けます様お願い申し上げます。
*一部オプションを除きまして、弊社にて日本事前申込み・事前精算におきましては
10%のコミッションをお返し致します。
*現地でお客様ご自身でお申し込みになる際のパブリックレートの表記は
モーリシャスルピーになります為、換算レートの誤差が生じます。

お客様ご自身で島内を移動散策される際にご利用可能なハイヤー。お時間内であれば、
ご希望の場所へお連れ致します。但し、こちらには観光は含まれておりませんので、車で
の送迎のみとなります。

*オプション表にないツアーにおきましては日本でのお取り扱いは御座いません為、
現地にてお客様ご自身でお申込み頂きます様お願い申し上げます。
*現地事情（TAXの変更・燃油の高騰など）により、価格は変更となる場合も御座います。
変更の際には速やかにご案内申し上げます。

半日（5時間）ハイヤー
半日（ 時間）ハイヤー/英語ドライバー：
時間）ハイヤー 英語ドライバー： 車1台あたり
車 台あたり 146US$

*クルーズ、ハイヤーを除くすべてのオプションの最小催行人数は2名様からとなり、
1名様参加の場合は2名様料金が掛かります。

終日（8時間）ハイヤー
終日（ 時間）ハイヤー/英語ドライバー：
時間）ハイヤー 英語ドライバー： 車1台あたり
車 台あたり 210US$

*取消し料は、ご予約を承った際にご案内申し上げます。

上記はガイドを含めて大人2名
子供1名
ガイド1名までとなり、それ以上の場合は
上記はガイドを含めて大人 名+子供
子供 名+ガイド
ガイド 名までとなり、それ以上の場合は
別途お問合せ下さい。

Salongo Inc.
Edificio TOKO Bldg. 6th Floor, 2-3-14 Higashi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021 Japan
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大人気 エクスカーション！ ～ Wild West Excursion
【適用期間】

2013年
年10月
月01日～
日～2014年
年09月
月30日
日
日～

今、人気ナンバー1のエクスカーション“ウォーク with ライオン”。でも、それだけではもったいない！
せっかくだからもっとモーリシャスの自然と文化にも触れてみませんか？一日プライベートでとっておきのモーリシャスをご案内致します。

時間

内容

8:00

ホテル発 (出発時間はホテルにより異なります。)
カゼラネイチャーパークにてライオンと散歩
ちょっと怖可愛いライオンたちと一緒に約一時間のお散歩。経験豊富な公園スタッフが同行致します。

10:30

※カゼラネーチャーパークではウォークwithライオンのみとなります。インタラクション等、ウォークwithライオン以外のアクティビティーは行程上難しい為、
現地にてガイドへご相談下さいませ。

12:30

ラム酒工場にて見学＆試飲＋ランチ
モーリシャスの名産の一つラム酒が作られているシャマレル・ラム蒸留所での見学と試飲。
昼食は"L’ Alchimiste Restaurant" にてセットメニューをお楽しみ下さい。

14:00

シャマレル７色の大地＆滝
7色の美しい地層がご覧頂けるシャマレルと、落差100mの雄大なシャマレル滝へご案内。大自然が生んだ芸術作品をお楽しみ下さ
い。

15:15

ブラック・リバー渓谷展望台
フォトジェニックなポイントでブラック・リバー渓谷展望台へ。美しいビーチだけではない、ワイルドで緑豊かなモーリシャスの一面をご
覧いただけます。

15:45

グラン・バッサン
人口の約70%がインド人のモーリシャスで、彼らが神聖な場所と崇めているモーリシャンヒンドゥー教徒の聖地“グラン・バッサン”にご
案内致します。火口跡に水がたまった神秘的なクレーター湖でスピリチュアルな時間をお過ごし下さい。

17:00

ホテル帰着

所要時間：約7～9時間。但し、現地交通事情により、時間は前後する場合も御座います。
催行日：月曜日～土曜日

**ご料金**
メニュー

パブリックレート

Wild West Excursion

US$280/大人お1人様
US$220/子供お1人様

ランチを3コースアラカルトメニューへアップグレード
ランチを コースアラカルトメニューへアップグレード

US$50/お1人様

終日日本語ガイド(オプション）

US$145/車1台あたり

* 料金に含まれるもの：英語ガイド、ご昼食（3コースセットメニュー/飲み物は現地にてお支払い下さい）、各入場料

【ご注意】
*交通事情により、予定時間が前後する場合も御座います。予めご了承下さい。
*見学場所の都合により、予告無く変更となる場合も御座います。
*ウォークwithライオンの催行時間によっては行程が変更になる場合も御座います。

<<重要>> ウォーク・ウィズ・ライオン/インタラクション ご予約条件・ご注意事項
安全上の理由により、参加条件が御座います。お客様のお申込み時に下記の点を必ずご確認頂きます様お願い致します。
1) 身長（150cm以下の方はご参加いただけません）、年齢15歳以上
2) 係員による英語での説明が理解出来ない方。（英語に自信のない方は別料金にて日本語ガイドを付けて頂ければ参加可能です）
3） 普通の速度に歩けるか（怪我などしており、足を引き摺る様に歩かれる場合はご参加いただけません）

シャマレル7色の大地

ウォークwithライオン（イメージ）

ラム酒工場
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