メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー（バンクーバー）
1☆

半日バンクーバー市内観光
市民の憩いの場スタンレーパーク、パブリックマーケットで
有名なグランビルアイランド、そしてバンクーバー発祥の地
ギャスタウンやチャイナタウンなどへご案内いたします。
追加料金$40で水族館も追加手配可能です。
＊グランビルアイランドのパブリックマーケットは、12/26と1月
中の月曜日は休業となります。

2☆

半日ノースバンクーバー観光
ライオンズゲート橋を越えて、北バンクーバーへ！
高さ７０ｍの スリル満点のキャピラノ吊り橋や、ゴンドラで標高
1,128ｍのグラウスマウンテンにご案内いたします。
キャピラノ吊橋では2011年に登場した新アトラクション、クリフ
ハンガーもお楽しみいただけます!

3☆

お得版！もう一つのノースバンクーバー観光
ノースバンクーバーの隠れ名所へご案内します。リン渓谷の
吊り橋や散策トレイルは地元の人の週末の人気デスティネー
ション。その他、ロンズデールキーマーケットにもご案内！
ローカルアーティストのショップやベーカリーなどマーケットは
いつも賑やか。サイプレス山の展望台にも立ち寄ります。

4☆

半日バンクーバー市内観光+キャピラノ吊り橋
バンクーバー超入門オプショナルツアー・バンクーバー市内
観光にノースバンクーバーにあるキャピラノ吊橋を付け加えた
スペシャルコース。短時間でバンクーバーの名所をたくさん観
光できるので、滞在日数が少ないお客様にお勧めです。

5☆

紅葉のバンクーバー巡り
秋のバンクーバーは、街路樹や公園が一斉に、秋彩に
なります。現地ガイドがその日に一番美しい場所を厳選し、
ご案内致します。紅葉時期だけのスペシャルツアーです。

6☆

7☆

オリンピックの感動をもう一度

期間

予定時間
所要時間

13:00~16:00
4,500円
11/1~3/31
子供同料金 *12/25, 1/1は催行
約3時間
致しません。

致しません。

13:00~16:30
5,000円
11/1~3/31
(4,000円) *12/25, 1/1は催行 約3.5時間
致しません。

13:00~17:00
9,200円
11/1~3/31
(7,200円) *12/25, 1/1は催行 約4時間
致しません。

4,500円
子供同料金

4,000円

11月上旬〜中旬
（紅葉時期のみ）

11/1~3/31

下車：グランビルアイランド
スタンレーパーク
車窓：チャイナタウン、ギャスタウン

車代、日本語ガイド代

致しません。

5,800円
子供同料金

11/1~3/31

2名
入場：キャピラノ吊橋
グラウスマウンテン

2名
下車：サイプレスビューポイント
リンバレーキャニオン
ロンズデールキーマケット

車代、日本語ガイド代、

下車：グランビルアイランド
スタンレーパーク
車窓：チャイナタウン、ギャスタウン
入場：キャピラノ吊橋

車代、日本語ガイド代
キャピラノ入園料

2名

2名
車窓＆下車：厳選された市内某所

車代、日本語ガイド代

下車：聖火台
リッチモンドオーバル
パシフィックコロシアム
ヒルクレスト・ナットベリー・
スタジアムパーク
ＢＣプレース
ロジャースアリーナ

車代、日本語ガイド代、
キャピラノ入園料、
グラウス山ゴンドラ代、シーバス代

入場：キャピラノ吊橋
グラウスマウンテン
下車：ロンズデール･キー
グランビルアイランド
スタンレーパーク
車窓：チャイナタウン・ギャスタウン

13:00-15:00
約2時間

09:00〜17:00
16,500円
11/1~3/31
(11,800円) *12/25, 1/1は催行 約8時間

最少催行
2名

13:00~16:00
又は
車代、日本語ガイド代、
09:00〜12:00
約3時間

終日バンクーバー観光

サウスバンクーバーツアー

観光ポイント

キャピラノ入園料、
グラウス山ゴンドラ代

子供同料金

お客様の声にお応えしてのツアー登場です。
アメリカ国境へご案内します！
カナダとアメリカは空路だけではなく、陸路で国境越えができ
ます。国境とはどうなっているのでしょう。
ツアーでは西海岸最大の国境へご案内します。ピースアーチ
の立つ公園は、誰でも自由に歩き回ることができます。
ツアーでは、そのほかホワイトロックやかつて日系人で賑わっ
た漁業の街・スティーブストンへご案内します。
*国境越えは致しません。

料金に含まれるもの

12,500円
11/1~3/31
13:00~16:30
(7,800円) *12/25, 1/1は催行 約3.5時間 車代、日本語ガイド代、

2010年バンクーバーオリンピックの会場を訪れます。
開会式の行われたBCプレイスや、フィギュアスケートの行わ
れたパシフィックコロシアムやなど、実際に選手が活躍した会
場まで足を運びます。
＊会場の中には基本的には入れませんので、外からの観光
となりますのでご了承ください。

半日バンクーバー観光と半日ノースバンクーバー観光を組み
合わせた新しいツアーです。
ノースバンクーバーとバンクーバーの移動には、市民の足とし
て親しまれている｢シーバス｣にご乗船頂きます。
＊食事は含まれておりません。ロンズデールキーマーケットに
て各自でお召し上がり頂きます。
＊グランビルアイランドのパブリックマーケットは、12/26と1月
中の月曜日は休業となります。

8☆

販売価格

2名

2名

2名

13:00~18:00
約5時間

車代、日本語ガイド代、

下車：ホワイトロック
ピースアーチ
スティーブストン
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メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー（バンクーバー）
9☆

販売価格

終日ビクトリア観光

19,500円

バンクーバーよりフェリーで１時間半、古き良き英国の面影が
残る州都ビクトリアへご案内します。
四季それぞれ美しいブッチャートガーデン観光の後は、ビクト
リアダウンタウンへ。インナーハーバー沿いのエンプレスホテ
ルや州議事堂など絵葉書のような風景をお楽しみください。

(18,000円)

期間

予定時間
所要時間

料金に含まれるもの

観光ポイント

最少催行
2名

11/1~3/31
07:00~19:30
約12.5時間
*12/24-26,
下車：ビクトリアダウンタウン
12/31, 1/1は催行
車代、日本語ガイド代、昼食代、ブッ
車窓：州議事堂、インナーハーバー
*12/1〜1/6 チャートガーデン入場料、往復フェ
致しません。
入場：ブッチャートガーデン
09:15〜21:15 リー代
約12時間

＊お帰り水上飛行機プラン $150追加（写真付IDをお持ち下さ
い）
＊混乗サービスの為、バンクーバーでの出発場所を指定させ
て頂く事があります。
例）ランドマークホテル〜07:00集合、07:15出発
ハイアットホテル〜07:05集合、07:20出発
シェラトンウォールセンター〜07:10集合、07:25出発
＊12/1-1/6 はクリスマスイルミネーションをお楽しみいただけ
ます。出発時間右記参照。
終日ビクトリア観光（フリープラン）
（ランチなし・ブッチャートガーデンなし）
上記ツアーに同乗、昼食とブッチャードガーデンを含まない
自由散策型のプランです。
＊ブチャートガーデン観光プラン$30.00追加
＊ランチ付きプラン$20.00追加

10☆ 毎日出発！シアトル観光とアウトレットショッピング
アメリカ・シアトルまでは車で３時間。イチロー選手が
活躍するマリナーズのセーフィコフィールド、スターバックス
１号店、市場が点在するパイクプレイスマーケットなど見学、
郊外のボーイング社（飛行機工場）、アウトレットモールで
ショッピングもお楽しみいただけます！
*食事は含まれておりません。
*アメリカ入国査証発給料US$6はお客様負担となります。
*当日は、アメリカ入国時90日以上有効なパスポート・日本ご
帰国の航空券をご持参下さい。 外国籍の方はビザが必要と
なる場合がございます。

11☆ USアウトレット三昧！
円高還元!! アウトレットならではのお値打ち品が勢ぞろい。
プレミアムアウトレットとバーリントンアウトレット、2箇所をご案
内します。
コーチ、ルルレモン、ナイキ、バナナリパブリック、GAPなど人
気ブランド店が立ち並んでます。
思う存分、ショッピングをお楽しみください。

ブッチャート・
ランチなし
の場合は
15,800円
(14,200円)

14,000円
子供同料金

2名
(フリープラン)
下車：ビクトリアダウンタウン
車窓：州議事堂、インナーハーバー

約12.5時間 車代、日本語ガイド代、
往復フェリー代

2名

11/1~3/31
07:30~19:30
*11/24,12/25,
約12時間
12/31,1/1 は催行
致しません。

下車：アウトレット
ボーイング社(外観のみ）
シアトルダウンタウン
（パブリックマーケット
スターバックス１号店）
セーフィコ球場（外観のみ）

車代、日本語ガイド代

11,200円

11/1~3/31

子供同料金

2名

08:30~18:30
約10時間

下車：プレミアムアウトレット
バーリントンアウトレット

車代、日本語ガイド代、

＊アメリカ入国査証発給料US$6はお客様負担となります。
＊当日は、アメリカ入国時90日以上有効なパスポート・日本ご
帰国の航空券をご持参下さい。 外国籍の方はビザが必要と
なる場合がございます。
＊食事は含まれておりません。

12☆ 自由プラン・バンチャーター
決まりきった観光とは一味違ったフリープランご希望の方に
ぴったり。チャーター時間内・メトロバンクーバー内であれば自
在にアレンジ可能です。
①2時間チャーター料金
②追加料金（1時間当たり）
*チャーターはバンクーバー・市内ホテル発着となります。
空港発は $20.00/台 追加 にて手配可。
*途中下車の場合は、車両がバンクーバー市内へ到着した時
間が終了時間となります。
*食事、各種入場料、駐車場代金は含まれておりません。

13☆ 夜景ツアー

11/1~3/31

①18,500円
②5,000円

応相談
2時間より

1台
1〜10名

車代、日本語ドライバーガイド代

4,000円

11/1~3/31

ご希望に応じてアレンジ致します。ご
相談下さい。

要確認

バンクーバーの夜景が一望できるとっておきのスポットへ日本 子供同料金 *12/25, 12/31, 1/1 日没に合わせて
の出発
語ガイドがお連れします。1.5時間のツアーなので、夕食後の
はレストラン休業
夜景のみの場合 車代、日本語ガイド代、
時間を有効に使えます！お昼間のバンクーバーだけでなく、
につき｢ディナー
は1.5時間
夜のバンクーバーも満喫しましょう♪
付」の催行は致し ディナー付の場
ディナー付を希望の方には、＄60.00/pp up で地元でも人気
ません。
合は3.5時間
のレストランにてシーフードディナーを手配いたします。

2名
下車：サイプレス、スタンレー公園
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14♪ バンクーバーゴルフ 1
お値打ちにゴルフを楽しみたいという方のために設定しまし
た。
ゴルフ場：グリーンエーカー

販売価格

期間

下記のゴルフコースのいずれかになります。
①UBC
②メドウガーデンズ
③メイフェアレイクス
④ノースビュー（カナルコース）
＊$10.00/ppの追加代金でゴルフ場・tee offの時間指定可
能。
＊スパイクレスシューズ（スニーカー可）をご用意下さい。
＊３名以下でお申込みの場合は他のお客様と一緒に
プレーとなる可能性もございます。
４名以下でプライベートでプレーご希望のお客様は
追加料金が必要となります。
＊キャンセレーションポリシーに関しては、ゴルフ場で
異なりますので、予約時にご確認ください。
＊お申込み後の手配となります。

15♪ バンクーバーゴルフ 3
下記のゴルフコースのいずれかになります。
①スワナセット
②ノースビュー（リッジコース）
③モーガンクリーク
④ウェストウッドプラトー
＊$10.00/ppの追加代金でゴルフ場指定・tee off 指定可能。
＊スパイクレスシューズ（スニーカー可）をご用意下さい。
＊３名以下でお申込みの場合は他のお客様と一緒に
プレーとなる可能性もございます。
４名以下でプライベートでプレーご希望のお客様は
追加料金が必要となります。
＊キャンセレーションポリシーに関しては、ゴルフ場で
異なりますので、予約時にご確認ください。
＊お申込み後の手配となります。

16

サーモンフィッシング ボートチャーター
カナダのフィッシングと言えば、サーモン。
太平洋に出て大物釣りに挑戦してみましょう！
ベテラン係員がご同行します。
*主催会社の都合により料金の変動があります。
*天候・主催会社の都合により催行を中止する場合がござい
ます。
*食事は含まれておりません。お一人様$10追加にてお弁当
手配可

料金に含まれるもの

観光ポイント

最少催行

11,500円
お子様の参
加は要問合
せ

11/1~3/31

約7時間
TEE OFFの
約1.5時間前
出発です。 車代、日本語アシスト代、
グリ−ンフィ、パワーカート代
＊クラブ、シューズのレンタル代金、
食事は含まれません。
降雪・雨天等で施設が閉鎖してし
まった場合は催行中止とさせて頂き
ます。

15,500円
お子様の参
加は要問合
せ

11/1~3/31

約7時間
TEE OFFの
約1.5時間前
出発です。 車代、日本語アシスト代、
グリ−ンフィ、パワーカート代
＊クラブ、シューズのレンタル代金、
食事は含まれません。
降雪・雨天等で施設が閉鎖してし
まった場合は催行中止とさせて頂き
ます。

2名

19,300円
お子様の参
加は要問合
せ

11/1~3/31

約7時間
TEE OFFの
約1.5時間前
出発です。 車代、日本語アシスト代、
グリ−ンフィ、パワーカート代
＊クラブ、シューズのレンタル代金、
食事は含まれません。
降雪・雨天等で施設が閉鎖してし
まった場合は催行中止とさせて頂き
ます。

2名

＊スパイクレスシューズ（スニーカー可）をご用意下さい。
＊３名以下でお申込みの場合は他のお客様と一緒に
プレーとなる可能性もございます。
４名以下でプライベートでプレーご希望のお客様は
追加料金が必要となります。
＊キャンセレーションポリシーに関しては、ゴルフ場で
異なりますので、予約時にご確認下さい。
＊お申込み後の手配となります。

15♪ バンクーバーゴルフ 2

予定時間
所要時間

22,500円〜
11/1~3/31
要問合せ 詳細はお問合わせ
下さい。

2名

4名

07:00~
14:00~
約6時間
車代、日本語ガイド代、
クルーズ使用料、
一日ライセンス、釣具一式

主催会社：M&M CHARTERS

17☆ バンクーバースキー
ウィスラーまで行かなくても、気軽にスキーを楽しめます！
ローカルの集まるバンクーバーのスキー場グラウスマウンテ
ン、サイプレス、シーモアのいずれかにご案内いたします。
グラウスマウンテンのナイトスキーでは、バンクーバー市内の
夜景が一望できます。
*食事は含まれておりません。

18☆ 終日ウィスラースキー
早朝にバンクーバーを出発し、北米最大のスキー場ウィス
ラー・ブラッコムへ向かいます。 その後はフリータイムでご自
由にスキーをお楽しみ下さい。
*食事は含まれておりません。

8,500円
子供同料金

11,300円

12月〜４月
スキー場の
営業期間

11月末〜４月中旬

子供同料金 スキー場の営業期
間

2名

応相談
約5時間
車代、日本語ガイド代
追加料金にてレンタルスキー・ボー
ド及びリフトチケットの手配が可能で
す。

2名

06:00~18:00
約12時間 車代、日本語ガイド代、
追加料金にてレンタルスキー・ボー
ド及びリフトチケットの手配が可能で
す。
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19☆ スカイトレインとショッピング
バンクーバーっ子の足、無人トレインに乗って、ショッピングに
お出掛けしませんか？
日本語ガイドがアシストいたしますので、お買い物も心配無
し！
*食事は含まれておりません。

20☆ お散歩で巡るバンクーバーAコース

販売価格

期間

4,000円

11/1~3/31

子供同料金

4,000円

11/1~3/31

バンクーバーをゆっくり歩いて散策してみませんか？市民の
子供同料金 詳細はお問合わせ
憩いの場スタンレー公園のイングリッシュベイ、グランビルア
下さい。
イランド、イエールタウンなど市内観光スポットを徒歩で写真
など撮りながらゆっくり廻ります。新しい発見があるかもしれま
せん。
当日は履き慣れた靴でご参加ください。

21☆ お散歩で巡るバンクーバーBコース

4,000円

11/1~3/31

バンクーバー第１の面積を誇る、都会のオアシス「スタンレー 子供同料金 詳細はお問合わせ
公園」を散策します。公園までは市民の通勤・通学の足となっ
下さい。
てるバスで移動、文字の無い時代に先住民によって作られた
木彫りのトーテムポールをご覧頂いた後、真っ白いイルカ・ベ
ルーガで有名な水族館に立ち寄ります（注意：入場はしません
が、白イルカに会えるチャンスあり！！）。
その後、スタンレー公園外周をゆっくり散策します。平坦な
コースですので、どなたでも参加頂けます。
当日は履き慣れた靴でご参加ください。

22☆ お散歩で巡るバンクーバーCコース

4,000円

11/1~3/31

市民の通勤・通学の足となってるスカイトレインに乗ってチャイ 子供同料金 詳細はお問合わせ
ナタウンへ、北米第２の規模を誇るチャイナタウン、バンクー
下さい。
バー発祥の地ガスタウンを散策し、2010年冬季オリンピックの
シンボル・聖火台をご覧頂きます。
その後は、景色の綺麗なコールハーバー沿いを歩き、スタン
レー公園へ。園内のロストラグーン湖にはカナダガン・白鳥・
アライグマが生息し、自然と人々の生活が調和をとりながら共
存しているバンクーバーを体験いただけます。
当日は履き慣れた靴でご参加ください。

23

温泉♪ハリソンホットスプリングス1日ツアー
55分のリラクゼーションマッサージ付き！
ブリティッシュ・コロンビア州はカナダの温泉の80％が集中す
ると言われるほど、実は温泉天国なのです！その中でも代表
的なハリソンホットスプリングへご案内。日本とは一味違った
温泉をお楽しみ下さい。
必要な持ち物：水着、サンダル、写真付きID
*食事は含まれておりません。
* 17歳以上に限ります。
* マッサージの時間はご予約後の確定となります。

24

バンクーバー プチ留学体験 ツアー
バンクーバーは世界的にも語学留学で有名な街です。普段、
英語学校に通っている人も、そうでない人も、この機会に、
ちょっとだけ留学生気分を味わって見ませんか？
ガイドと共にホテルより、公共交通機関にて、英会話学校へ。
学校日本人カウンセラーからの説明の後、初心者コース（約
50分）のクラスへ。1クラスが5-8人の少人数です。
受講後は、お客様ご自身のみでお帰り頂きますが、学んだ英
語を駆使しながら、街歩きしてみてはいかがでしょうか？
*食事は含まれておりません。
予定校：International House Vancouver校、その他弊社提携
校

25

ヨガ先進国カナダで1日体験ヨガレッスン

23,300円
17歳未満は
参加不可

11/1~3/31

予定時間
所要時間

料金に含まれるもの

観光ポイント

2名

10:00~13:30
土・日・祝は
13:00~16:30
約3.5時間 日本語ガイド代、一日乗車券代

09:00~
13:00~
約3.5時間

最少催行

下車：ショッピングセンター
メトロタウンなど

2名
徒歩：イングリッシュベイ
グランビルアイランド
イエールタウン
乗車：ポンポン船

車代、日本語ガイド代、
ポンポン船代

2名

09:00~
13:00~
約3.5時間

徒歩：スタンレー公園、
（トーテムポール）
水族館（入場はしません）
乗車：バス

車代、日本語ガイド代、
バス乗車代(片道）

2名

09:00~
13:00~
約3.5時間

徒歩：チャイナタウン
ガスタウン、聖火台
スタンレー公園
（ロストラグーン）
乗車：スカイトレイン

車代、日本語ガイド代、
スカイトレイン乗車代（片道）

2名

08:00〜17:00
約9時間
車代、日本語ガイド代、
マッサージ代（55分）、
温泉プール入場代

下車：ハリソンホットスプリングス

11:30〜14:30
6,800円
11/1~3/31
約3時間
子供要確認 毎週 火水木金

2名

学校側の都合によ 学校側の都合
り変更になる場合 により変更に 日本語ガイド代、授業料、
なる場合があ 学校への公共交通機関交通費
があります。
ります。

6,800円

ヨガでキレイと健康と癒しをゲット!!
子供同料金
色々な運動要素を取り入れたヨガのポーズを行い、ゆったりと
した呼吸を繰り返しながらカラダを癒やしていきます。
日頃のストレス発散、心も体も美しくなり、女度UP必須オプ
ショナルツアー!!
ヨガの後は、キツラノのおしゃれなカフェで軽食を召し上がって
頂き、キッチン用品や雑貨店などが立ち並ぶキツラノ散策へ
ご案内します。 ヨガアウトフィット専門店のルルレモンでお買
い物も楽しめます。
＊実際のヨガの時間は1時間25分となります。
＊日本語でレッスン希望の方は、火・金のみとなります

11/1~3/31

入場：英会話レッスン

2名

10:30〜14:00
約3.5時間
日本語クラスは
火・金曜のみ
火：11:15˜12:30
金：14：00˜15：
車代、日本語ガイド代、レッスン代
15
時間が変更にな カフェ軽食代
る可能性がござ
います。
詳細はお問合せ
下さい。

入場：ヨガレッスン
カフェ
下車：キツラノ

2011-2012年 Maple Fun Tours

メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー(ビクトリア）
1☆

半日ブッチャートガーデン観光
ビクトリアで最も有名な庭園、ブッチャートガーデンにご案内
致します。
景色のよいビーチドライブや高級住宅地をドライブ、マウントト
ルミー公園からのビクトリアの眺望も見事です。
四季折々に美しいブッチャートガーデンを心ゆくまでご堪能く
ださい。
2011年12月1日〜2012年1月6日は同料金にて、
ブッチャート・ガーデン・クリスマス・イルミネーションツアー
となります。
イルミネーションツアーの出発時間は16:30です。

販売価格

期間

12,000円
(10,500円)

11/1〜3/15
*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。

予定時間
所要時間

料金に含まれるもの

観光ポイント

最少
催行
２名

09:30/13:30
午前・午後の
１日２回
約4時間
車代、日本語ガイド代、
ブッチャートガーデン入場料

下車：ブッチャートガーデン
マウント・トルミー
ビーコンヒルパーク
車窓：アップランド
シーニックドライブ

*食事は含まれておりません。
運行会社：ASTER TOURS

2

アンティーク街巡りとヘリテージツアー
ダウンタウンに点在する歴史的価値のある建物や広場にご
案内致します。アンティーク街はきれいなアクセサリーや陶器
などいろいろなアンティークが揃っています。ツアーの最後は
紅茶の老舗「マーチーズ」で美味しい紅茶とスコーン（又は
クッキー）をお楽しみ下さい。マーチーズでは各種の紅茶を取
り揃えております。お土産としてもお薦めです。
＊徒歩観光になります。
＊マーチーズでお茶の後は現地解散、又は一緒にホテル
まで戻ります。
＊お茶の時間は途中で取る事もあります。観光の順番は
変更になる場合がございますので、ご了承下さい
＊日曜日は13:00出発のみの催行です。
運行会社：ASTER TOURS

3

ブッチャートガーデンでｱﾌﾀｰﾇｰﾝﾃｨｰ＆ﾜｲﾅﾘｰ
世界的に有名なブッチャートガーデンへ。四季の花々とアフタ
ヌーンティーをお楽しみ下さい。また、地元のワイナリーを訪
れてワインのテイスティングをして頂きます。ビクトリアでお薦
めのツアーです。
＊ワインのテイスティングは20歳以上のお客様のみ可能で
す。
写真付きID（パスポート）を念の為ご持参下さい
＊ワインテイスティングを行わない場合でも返金は
ございません
運行会社：ASTER TOURS

4

クレイダーロック城とアフタヌーンティー
石炭王と言われたダンズミュア家がビクトリアに築いたクレイ
ダーロック城を訪れます。１８９０年に建てられたビクトリア朝
の建築とオーク材の内装、見事なステンドグラスや装飾品を
ご覧頂けます。お城は４階建てで８７段の階段があります。最
上階の見晴台からの素晴らしい眺めもお楽しみ下さい。お城
の観光の後は焼きたてのスコーンやサンドイッチ、スイーツ等
のアフタヌーンティーをお楽しみ頂きます。ビクトリアのダウン
ダウンにある唯一のお城と英国伝統のアフタヌーンティーを
楽しめるビクトリアならではのツアーです。ゆったりとしたひと
時をお過ごし下さい。
＊お城はエレベーターは設置されていません。
運行会社：ASTER TOURS

6

ゴールドストリーム公園の森林浴とアップルサイダー
ゴールドストリーム公園では樹齢数百年の木々に囲まれた森
林浴のお散歩をして、メリデールサイダリーでアップルサイ
ダーの試飲をします。アップルサイダーはワインの様なアル
コール飲料です。色々な美味しいサイダーが販売されていま
す。途中、マラハト峠からは見事な眺望もご覧になれます。
＊試飲は２０歳以上のお客様のみ可能です。
＊写真付きID（パスポート）を念の為ご持参下さい。
＊試飲を行わない場合でも返金はございません。
*食事は含まれておりません。
運行会社：ASTER TOURS

7

先住民の街「ダンカン」と壁画の街「シュメイナス」
カウチン族の住むダンカンにはネイティブセンターがあり、カ
ウチン族の歴史やトーテムポールについて学ぶことができま
す。カウチンセーターの発祥の地でもあり、手編みのセーター
や見事な工芸品の購入もできます。近くにはユニークな『壁
画の街』シュメイナスがあります。30以上の壁画に街の歴史
や伝統が描かれています。壁画を見ながら散策をお楽しみく
ださい。

6,500円
(5,300円)

11/1〜3/15
*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。

2名

10:00/13:00
午前・午後の
１日２回
約2.5時間
*日曜日は
13:00出発の 日本語ガイド代
紅茶とスコーン（又はクッキー）代
みとなります

18,800円
(14,800円)

11/1〜3/15
水曜〜日曜

車代、日本語ガイド代、
入園料、テイスティング代
アフタヌーンティー代

*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。
11/1〜3/15
*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。

11,800円
(9,500円)

11/1〜3/15

11/1〜3/15
*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。

下車：ブッチャートガーデン
ワイナリー

２名

09:30/13:30
午前・午後の
１日２回
約3時間
車代、日本語ガイド代、
クレイダーロック城入園料
アフタヌーンティー代

入場：クレイダーロック城

２名

9:30-13:00
約3.5時間

*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。

20,300円
(18,500円)

２名

9:30~14:00
約4.5時間

*月曜・火曜は
催行致しません。

12,500円
(9,300円)

散策：ワーフ通り、ガバメント通り
アンティーク通り

車代、日本語ガイド代、
試飲代

下車：ゴールドストリーム公園
マラハト峠
入場：メリデールアップルサイダー
リー

2名

09:30-15:30
約6時間
車代、日本語ガイド代
軽食代（昼食）
ネイティブセンター入園料

入場：カウンチンネイティブセンター
下車：シュメイナス
ｺﾞｰﾙﾄﾞｽﾄﾘｰﾑ州立公園

運行会社：ASTER TOURS

2011-2012年 Maple Fun Tours

メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー(ビクトリア）

販売価格

期間

8

ビクトリアでゴルフ

19,500円

11/1〜3/15

♪

バンクーバー・アイランドには合計50以上のゴルフコースが
子供同料金
あり、その内22コースが18ホールのコースとなっています。中
でもビクトリアは地中海性の温暖な気候条件を備えており、ビ
ジターにも優しいコースが整えられ、一年中ゴルフが楽しめる
場所です。専用車にてオリンピックビュー、コルドバベイ、ベ
アーマウンテンなどへ日本語ガイドがご案内致します（ガイド
は一緒にプレイは致しません）。

*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。

予定時間
所要時間

ホエールウオッチングツアー
インナーハーバーから屋根付きボート又はゾディアックで行く
ホエールウォッチングはビクトリアで最も人気のあるアトラク
ションの一つです。大自然を身近に感じるエキサイティングな
ツアーです。
日本語ガイド同行の場合はお1人様CA$165（お子様：$150)
にてお手配可能です。
＊お客様ご自身で移動、受付を行って頂きます。
＊悪天候で不催行の場合、ご返金となります。尚、野生動物
となりますので、日によってはご覧頂けない場合もございま
す。返金の対象外となりますので、ご了承下さい。
＊食事は含まれておりません。
運行会社：ASTER TOURS

10

馬車とシーフードディナー

9,000円
(6,700円)
日本語ガイ
ド同行

12,500円

最少
催行
2名

往復送迎、
グリ−ンフィ、パワーカート代
注意
＊レンタル代金（クラブ、シューズ）は
含まれません。
参考：レンタルクラブ 約50.00

11/1〜3/15
*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。

11/1〜3/15
*12/20〜1/5は
お問合わせ下さ
い。

1名

10:00
約3.0時間

*日本
語ガ
イド同
行の
場合
2名

ホエールウォッチング代
*ボートの発着場所（ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝのｲﾝ
ﾅｰﾊｰﾊﾞｰ）までのご移動は
お客様ご自身になります

15,500円
（14,400
円）

雰囲気の良い馬車でインナーハーバーをゆっくり巡って、レス 子供同料金
トランへ。ビクトリアの旅行の素敵な思い出に馬車とディナー
をお楽しみ下さい。
＊馬車の出発はエンプレスホテル前又はレストラン前から
となります。
＊ガイドは馬車に乗るときとレストランでのドリンクの
オーダーをお手伝い致します。
運行会社：ASTER TOURS

観光ポイント

約6時間
TEE OFFの
約1.5時間前
出発です。

＊スパイクレスシューズ（スニーカー可）をご用意下さい。
＊３名以下でお申込みの場合は他のお客様と一緒に
プレーをしていただく場合がございます。
＊お申し込み後に空き状況を確認させて頂きますので、ご希
望のお日にち、お時間が用意出来ない場合もあります。
＊予約時のプレー時間により出発時間が異なります。予約完
了後に出発時間をご案内します。
＊食事は含まれておりません。
＊催行日の１０日前よりキャンセル料がかかります。
運行会社：ASTER TOURS

9

料金に含まれるもの

2名

18:30~21:00
約2時間半
日本語ガイド代、馬車代、
シーフードディナー代

車窓：インナーハーバー沿い
（州議事堂など）

2011-2012年 Maple Fun Tours

メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー（バンフ）
1☆

終日 冬のカナディアンロッキー観光
世界一美しい氷河観光道路と評される９３号線をボウ湖まで走
り
3000Ｍ級の山々の雪化粧を真近で楽しみます。レイクルイー
ズの
絶景を満喫しバンフ市内ではボウ滝、サプライズコーナーへ
ご案内。
サルファー山ゴンドラに乗車頂き山頂からのパノラマに
感動！です。

販売価格

期間

16,500円
(14,800
円)
12歳まで

10/24~4月中旬

予定時間
所要時間

バンフ＆レイクルイーズ観光
冬期は湖面が凍るレイクルイーズ、山岳リゾートならではの
静寂を体感。バンフ市内観光では、ゴンドラでサルファー山
の頂上へ。眼下にはバンフの街と360℃に広がるカナディア
ンロッキーの美しい山々をご覧いただきます。
下山後はバンフの象徴とも言われるバンフスプリングスホテ
ルが一望できるサプライズコーナーや映画のロケ地となった
ボウ滝にご案内します。

14,800円
(13,000
円)
12歳まで

10/24~03/31

観光ポイント

車代、日本語ガイド代、昼食代、
サルファー山ゴンドラ代

下車
レイクルイーズ、ボウレイク、ボウ
滝、
サプライズコーナー、
乗車
サルファー山ゴンドラ
車窓
キャッスル山、クロウフット氷河、
バーミリオン湖、

2名

車代、日本語ガイド代、昼食代、
サルファー山ゴンドラ代

下車
レイクルイーズ、ボウ滝、
サプライズコーナー、他バンフ市内
乗車
サルファー山ゴンドラ
車窓
キャッスル山、バーミリオン湖、

2名

09:00~15:00
約6時間

＊サルファー山ゴンドラはメンテナンスのため2011年12月
25日と2012年1月上旬が運休予定です。
その間はお一人様CA$23を現地で返金します。
＊天候等の諸事情により催行中止・途中引き返し等の
場合もございます。

3

NEW! 冬期限定 絶景のペイト湖でスノーエンジェル
昨冬特別企画したこちらのツアー、お客様皆様に大好評でし
た！

16,800円

11/15〜5/15

11歳以下は 詳細はお問合わせ
下さい。
参加不可

最少催行

09:00~17:00
約8時間

＊アサバスカ氷河前まで行くコースもございます。
CA$20（お一人様）追加で手配可能です。
10時間観光になります。
観光当日の変更はお受け兼ねます。
＊サルファー山ゴンドラはメンテナンスのため、2011年12月
25日と2012年1月上旬が運休予定です。
その間はお一人様CA$23を現地で返金します。
＊天候等の諸事情により催行中止・途中引き返し等の
場合もございます。

2☆

料金に含まれるもの

9:00~16:00
約7時間

2000Ｍ近いペイト湖駐車場まで車で上がりそこから湖と絶景
の展望台を目指してスノーシューでサクサク歩きます。散歩に
いける体力で充分なのでご家族でもOK! パウダースノーに寝
転がってスノーエンジェルになる、カナディアンロッキーの山を
満喫する新しい楽しみ方を提案します。

下車
ペイト湖
車窓
バーミリオン湖、キャッスル山、
クロウフット氷河、ボウ湖、

車代、日本語ガイド、
昼食(お弁当）＆ホットドリンク、
スノーシューレンタル、ポール、税
金、チップ、

2名

*外気温-２０度以下の日は催行中止とします
*防寒の為スキーウェア上下とハイキング用靴の準備が必要で
す。装備を現地でレンタルも可能です（有料）

4☆

5

温泉&ディナー

13,000円

バンフ国立公園唯一の温泉、アッパーホットスプリングスの
露天温泉プールにつかり、カナディアンロッキーの山々の
景色も堪能。
夕食はメープルファン厳選レストランの中からお選びいた
だきます。
＊カナダの温泉プールは全て水着着用です。
水着は各自ご用意下さい。
＊レンタル水着もあります(追加料金 CA$3)
＊バンフ発着以外の料金はお問い合わせ下さい。

(10,000円)
12歳まで

半日･終日スキー/スノーボード ガイド

お問い合わせ要

日本語ガイドがレイクルイーズまたはサンシャインビレッジの
スキー場をご案内いたします。 ゲレンデの一般的な内容、
コース案内、標識の意味、リフトの並び方や乗り方、そして
忘れてはならないレストラン情報などをご案内いたします。
わからない事は恥ずかしがらずにガイドにお尋ね下さい。
＊こちらのオプショナルはガイドがゲレンデのご案内をさせて
いただきます。インストラクターとは異なります。

6

ヘリスキー (現地申し込みのみ）
今や、カナダスキーと言えば、へリスキーは当たり前！！
カナディアンロッキーの深雪に思い描くまま、ご自分の
シュプールを刻んでください。 技術的には、中級レベルの
方であれば問題ありません。またボーゲンで、、、と言う方
でも体力とガッツに自身があれば ＯＫ！です。
これで貴方もパウダースノーのと・り・こ！
＊スノーボードでのヘリスキーをご希望の方は現地ガイド
までお問い合わせ下さい。
＊送迎に関しましては上記料金に含まれておりません。
別途CA$75+ＨSTが掛かります。（３名以上にて催行）
＊FAT SKI レンタルご希望の方は、CA$42/DAYで
アレンジ可能です。
＊ご予約と同時にCA$400/ppのキャンセルチャージが
掛かります。
＊お客様のクレジットカード番号が必要となります。
運行会社：PURCELL HELI SKIING

80,000円
お問い合
わせ要

11/01~03/31

18:00~21:30
約3.5時間
車代、 日本語ガイド、
入場
アッパーホットスプリングス入場料、
アッパーホットスプリングス
レンタルタオル代、
下車＆車窓
夕食代（ミールクーポン）
時間があればバンフ市内をご案内

2名

日本語ガイド
＊リフト券、シャトルバス代は
含みません。

2名

３回滑走料、 山岳スキーガイド（英
語）、
日本語アシスト、昼食、
記念ピン、税金、
英語ガイドへのチップは現地払いで
お願いします

2名

スキーシーズン中 08:00~12:00
08:00~16:00

12/01~05/15
詳細はお問合わせ
下さい。

8:00~16:00
約8時間

2011-2012年 Maple Fun Tours

メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー ( バンフ）
7☆

星空鑑賞 （バンフ発着のみ）
カナディアンロッキーの満天の星空を星座の説明などを
交えながらご紹介。観賞地は人工の光のないカスケード
ポンド周辺を予定。夜更かししてよかった！とはツアー
参加者多数の方からの感想です。流れ星やオーロラが
ご覧いただける事も？
＊ツアー催行決定は出発１時間前です。
催行有無はフリーダイヤルへお客様より確認して
いただくことになります。
＊天候によるツアー不催行の場合は100％返金いたします。
運行会社：ＲＶＡ

8

日本語で指圧マッサージ

販売価格

期間

5,000円

11/01~03/31

(3,500円)
2歳〜11歳

NEW! 本場NHLアイスホッケー観戦ツアー

11/01~03/31

8,000円

ご予約は9時から
２2時の間で
承ります

問い合わせ要

カルガリーを本拠地としてNHLで活躍しウエスタン地区チャンピ
オンにもなった事があるカルガリーフレームスの熱戦を見に行
きませんか?
夜の長いカナダの過ごし方といえばホッケー観戦! シーズン
シートを確保してのご案内ですからお得です！
*申し込み後の取り消しは出来ません
*往復のバスは英語混載バスとなり日本語ガイドは同行しませ
ん
*日本語ガイドでの送迎希望は追加料金で承ります

11

NEW! 犬ぞり体験

料金に含まれるもの

観光ポイント

最少催行

20:00~22:30
約1.5時間
観賞予定地
レイクミネワンカループ
カスケードポンド
ノーケイ山ビューポイント

車代、日本語ガイド、税金、チップ

バンフ在住日本人＆日本語話せるカナダ人カップルが日本人
なじみの指圧マッサージで旅の疲れをほぐしてくれます。ス
キーの後、観光の後、２名様以上でご予約の場合はご宿泊ホ
テルのお部屋まで出張いたします。お気軽にお問い合わせ下
さい。
（１名様でお申し込みの場合でも弊社予約に限りホテルへ出張
いたします）

9

予定時間
所要時間

2名

要確認
１時間
１時間の出張マッサージ代、
マッサージ師へのチップ、諸税

2名

約６時間
試合開始時
間
によってバ
バス代（英語混載）、税金、
ンフ
出発時間が ホッケー観戦チケット代金、
異なります

2名

問い合わせ要

バンフ近郊ではシベリアンハスキー犬を使っての犬ぞりツアー
が楽しめます。雄大なカナディアンロッキーの景色と共にそり体
験も良い思い出になる事でしょう

2名

*英語混載ツアーのため日本語ガイドは同行しません

12

NEW! アイスフィッシング
バンフのとなりまち、キャンモアにあるスプレイ湖では冬のアイ
スフィッシングが人気です。 初心者だからこそイチから楽しめ
る体験となる事間違いなし! 必要な道具は全部そろっています
よ。釣った魚はその場で調理して食べます!これが最高！
*英語混載ツアーのため日本語ガイドは同行しません

21,200円

12/01〜03/31
*4/1以降は氷の
溶け具合次第の
為
お問い合わせ下
さい。

約７時間

車代（英語送迎）、
英語フィッシングガイド、
フィッシングライセンス、
釣り用具、税金
＊英語ガイドへのチップは現地払い
でお願いします

2名

＊全てのツアーはバンフ発着の料金です。レイクルイーズ地区発着＄30/ＰＰ追加、キャンモア発着＄20/ＰＰ追加
＊ツアーによっては追加料金不要で対応できる場合もありますので、お問い合わせ下さいませ。

2011-2012年 Maple Fun Tours

メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー（トロント）
1

販売価格

終日 ナイアガラ観光

15,500円

テーブルロックから壮大な滝を見下ろした後、ジャーニー・
ビハンド・ザ・フォールズにて滝の裏側ツアーにご参加
いただきます。
IMAX シアターでナイアガラの歴史を鑑賞していただきます。
ナイアガラ・オンザレイクの街を散策もお楽しみいただきま
す。

(13,500円)

＊春先に霧の乙女号が運行再開しましたら
霧の乙女号へご案内致します。
ジャーニー。ビハインド・ザ・フォールズ（滝の裏側ツアー)、
IMAXシアターの入場は致しません。
＊トロント発ナイアガラのホテル着をご希望される方は、
同料金でご案内します。所要時間は短くなります。

2

3

4

終日トロント市内観光

11,700円

カナダ最大の都市トロント。街のシンボルCＮタワーからの
景色やオンタリオ州議事堂などご案内します。
＊CN タワーが入場できない場合はカサロマへ
ご案内いたします。
カサロマも入場が出来なかった場合は、現地にてお一人様
$ 10.00 を返金させて頂きます。

(9,500円)

期間

予定時間
所要時間

料金に含まれるもの

08:15~18:00
11/1~3/31
12/25は
約9.5時間
催行致しません。
1/1は
車代、日本語ガイド代、昼食代、
アトラクションが
滝の裏側ツアー入場料、
クローズのため
IMAX シアター入場料
内容を変えて催行
アイス・赤・白ワイン試飲代
いたします。
＊19歳未満のお客様はワインの
12/25, 26, 1/01 は
試飲は出来ませんが返金は
ワイナリーが閉店
ございません。
しますので
立ち寄りません。
これに伴う返金は
ございません。

11/1~3/31
12/25, 26, 01/01
は催行致しませ
ん。

ＣＮタワー・ディナーツアー

14,000円

世界一高いＣＮタワーの展望レストランにて、トロントの
夕暮れを見ながらスペシャルディナーをお楽しみください。
＊SKYPODへは別途料金が掛かります。
＊CN タワーが入場できない場合はツアーは中止となりま
す。
＊お申し込み後の手配となります。

(12,200円) 12/24, 25, 26, 31,

11/1~3/31
01/01
は催行致しませ
ん。

トロントロブスターディナー＆ＣＮタワー

14,000円

カナダと言えばロブスター！新鮮なロブスターをご賞味
いただいた後は、世界一高いＣＮタワーからの眺望を
お楽しみいただきます。
＊SKYPODへは別途料金が掛かります。
＊CN タワーが入場できない場合はお一人様 $ 10 を
返金します。

(12,200円) 12/24, 25, 26, 31,

11/1~3/31
01/01
は催行致しませ
ん。

1000~16:00
約6時間
車代、日本語ガイド代、昼食代、
ＣＮタワー入場料

18:30~21:00
約2.5時間 車代、日本語アシスト代、
ＣＮタワー入場料、夕食代

18:30~21:30
約3時間

車代、日本語アシスト代、
ＣＮタワー入場料、夕食代

観光ポイント

最少催行

下車
テーブルロック、ワールプール、
ナイアガラオンザレイク
入場
滝の裏側ツアー、IMAXシアター
ワイナリー
車窓
コントロールゲート、
ウエイサイドチャペル
注）霧の乙女号運行再開後は
ジャーニービハインド・ザ・フォールズ
(滝の裏側ツアー)及び IMAXシアター
の入場は致しません

2名

下車
オンタリオ州議事堂
入場
CN タワー
車窓
トロント大学、オンタリオ湖畔

2名

入場
CN タワー

2名

入場
CN タワー

2名

2011-2012年 Maple Fun Tours

メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー（ナイアガラ）
1

販売価格

終日 ナイアガラ観光 （ナイアガラ発着）

11,300円

テーブルロックから壮大な滝を見下ろした後、ジャーニー・
ビハンド・ザ・フォールズにて滝の裏側ツアーにご参加
いただきます。
IMAX シアターでナイアガラの歴史を鑑賞していただきます。
ナイアガラ・オン・ザ・レイクの街を散策したりやワイナリーで
美味しいワインの試飲もお楽しみに。

(9,500円)

＊春先に霧の乙女号が運行再開しましたら
霧の乙女号へご案内致します。
ジャーニー。ビハインド・ザ・フォールズ（滝の裏側ツアー)、
IMAXシアターの入場は致しません。

2

半日ナイアガラ観光

7,500円

テーブルロックから壮大な滝を見下ろした後、ジャーニー・
ビハンド・ザ・フォールズにて滝の裏側ツアーにご参加
いただきます。
IMAX シアターでナイアガラの歴史を鑑賞していただきます。

(6,000円)

＊春先に霧の乙女号が運行再開しましたら
霧の乙女号へご案内致します。
ジャーニー。ビハインド・ザ・フォールズ（滝の裏側ツアー)、
IMAXシアターの入場は致しません。

期間

予定時間
所要時間

料金に含まれるもの

08:30~16:30
11/1~3/31
約8時間
12/25は
催行致しません。
車代、日本語ガイド代、昼食代、
1/1は
滝の裏側ツアー入場料、
アトラクションが
IMAX シアター入場料
クローズのため
アイス・赤・白ワイン試飲代
内容を変えて催行
＊19歳未満のお客様はワインの
いたします。
試飲は出来ませんが返金は
12/25, 26, 1/01 は
ございません。
ワイナリーが閉店
しますので
立ち寄りません。
これに伴う返金は
ございません。
11/1~3/31
08:30~12:30
約4時間
12/25は
催行致しません。
1/1は
車代、日本語ガイド代、
アトラクションが
滝の裏側ツアー入場料、
クローズのため
IMAXシアター入場料
内容を変えて催行
いたします。

観光ポイント

最少催行

下車
テーブルロック、ワールプール、
ナイアガラオンザレイク
入場
滝の裏側ツアー、IMAXシアター
ワイナリー
車窓
コントロールゲート、
ウエイサイドチャペル
注）霧の乙女号運行再開後は
ジャーニービハインド・ザ・フォールズ
(滝の裏側ツアー)及び IMAXシアター
の入場は致しません

2名

下車
テーブルロック、ワールプール
入場
滝の裏側ツアー、IMAXシアター
車窓
コントロールゲート
注）霧の乙女号運行再開後は
ジャーニービハインド・ザ・フォールズ
(滝の裏側ツアー)及び IMAXシアター
の入場は致しません

2名

*昼食は含まれていません。

3

4

ナイアガラ・オン・ザ・レイクとワイナリー観光

5,000円

英国植民地時代の面影を残すナイアガラオンザレイクと、
その周辺のワイナリーにご案内いたします。
アイスワインの試飲もお楽しみいただけます。

(4,000円)

終日 ナイアガラ観光 （ナイアガラ発トロントホテル着）
テーブルロックから壮大な滝を見下ろした後、ジャーニー・
ビハンド・ザ・フォールズにて滝の裏側ツアーにご参加
いただきます。
IMAX シアターでナイアガラの歴史を鑑賞していただきます。
ナイアガラ・オン・ザ・レイクの街を散策もお楽しみに。

15,500円
(13,500円)

＊春先に霧の乙女号が運行再開しましたら
霧の乙女号へご案内致します。
ジャーニー。ビハインド・ザ・フォールズ（滝の裏側ツアー)、
IMAXシアターの入場は致しません。

5

6

終日 トロント観光

16,500円

カナダ最大の都市トロントをご案内。
街のシンボルCＮタワーからの景色やオンタリオ州議事堂など
ご案内します。ショッピングタイムもおとりしています。
＊CN タワーが入場できない場合はカサロマへ
ご案内いたします。
カサロマも入場が出来なかった場合は、現地にてお一人様
$ 10.00 を返金させて頂きます。

(15,000円)

アウトレット & スーパーマーケットショッピング

6,300円

USA側のファクトリーアウトレットを訪問。150店舗以上の
カジュアルブランドが並ぶモールにてお買い物をお楽しみ
いただきます。
その後、北米特有の大型スーパーマーケットにも立寄ります。

(5,000円)

11/1~3/31
13:30~16:30
12/25, 26, 1/01は
約3時間
車代、ガイド代、
催行致しません。
アイス・赤・白ワイン試飲代
＊19歳未満のお客様はワインの
試飲は出来ませんが返金は
ございません。

08:30~17:30
11/1~3/31
約9時間
12/25は
催行致しません。
車代、日本語ガイド代、昼食代、
1/1は
滝の裏側ツアー入場料、
アトラクションが
IMAX シアター入場料
クローズのため
アイス・赤・白ワイン試飲代
内容を変えて催行
＊19歳未満のお客様はワインの
いたします。
試飲は出来ませんが返金は
12/25, 26, 1/01 は
ございません。
ワイナリーが閉店
しますので
立ち寄りません。
これに伴う返金は
ございません。
11/1~3/31
08:30~18:00
約9.5時間
12/24, 25, 26,
車代、日本語ガイド代、昼食代、
01/01 は
CN タワー入場料
催行致しません。

ナイアガラ・ナイトイルミネーションコントロール
＆ ディナー
夜空に映えるナイアガラのナイトイルミネーションの色を
ご自身の手で変えて見ませんか？．．．
＊ご予約はご希望日の５日前（５営業日）までに
お願いします。
＊出発時間は前後する場合があります。

車代、日本語ガイド代

9,500円
13,000円
(L)
(7,500円)
(11,300円
(L))

2名

下車
テーブルロック、ワールプール、
ナイアガラオンザレイク
入場
滝の裏側ツアー、IMAXシアター
ワイナリー
車窓
コントロールゲート、
ウエイサイドチャペル
注）霧の乙女号運行再開後は
ジャーニービハインド・ザ・フォールズ
(滝の裏側ツアー)及び IMAXシアター
の入場は致しません

2名

下車
オンタリオ州議事堂
入場
CN タワー
車窓
トロント大学、オンタリオ湖畔

2名

入場
ファクトリーアウトレットモール (US側)
スーパーマーケット

2名

入場
イルミネーションコントロールタワー

2名

13:30~16:45
11/1~3/31
約3時間
11/24, 12/25, 26,
01/01 は
催行致しません。

＊必ずパスポートをご持参下さい。
＊アメリカ入国許可証 (I-94) 所持が必要となります。お持ち
で 無い方は入国審査代金に別途 US$ 6.00 が掛かります。
入庫審査代金はお客様ご自身でお支払いいただきます。
＊当日は、アメリカ入国時90日以上有効なパスポート・日本
ご帰国の航空券をご持参下さい。 外国籍の方はビザが
必要となる場合がございます。

7

下車
ナイアガラオンザレイク
入場
ワイナリー
車窓
ウエイサイドチャペル

11/1~3/31
12/24, 25, 31,
01/01 は
催行致しません。

17:45~20:15
約2.5時間
車代、日本語ガイド代、夕食代、
イルミネーションコントロール代

注 (L) は

2011-2012年 Maple Fun Tours

メープルファンツアーズ
2011-2012年 下期
【混載送迎サービス ＆ オプショナルツアー】
オプショナルツアー（モントリオール）
1☆ 半日モントリオール観光
北米のパリ と呼ばれるカナダ第２の大都市モントリオール
は、近代的な都会喧騒の中にもフランスの雰囲気の漂う
歴史を感じさせる素敵な街です。ノートルダム大聖堂、
旧市街やモンロワイヤル公園を訪れます。
＊ノートルダム大聖堂はミサ等で入場が出来ない場合も
ございます。 その場合は外からの観光となります。

2☆ モントリオール地下散策散歩ツアー
モントリオールの中心地をガイドと一緒に歩きます。
モントリオールの地下街は北米でも有数の規模を誇り、
お洒落な店も数多く並びます。お店が休みの日曜日は
市内のみどころをご案内します。

3

地下鉄で行くマーケット巡り
モントリオールの地下鉄を乗り継ぎ、地元の人たちで賑わう
マルシェ (マーケット)、ジャンタロンマーケット、
アットウォーターマーケットを訪れます。

4

終日ケベック観光
世界文化遺産のケベックシティへの日帰り観光。
州議事堂、戦場公園やプチシャンプレン通りなどを訪れま
す。

販売価格
13,800円
(11,800円)

8,300円
(6,500円)

8,300円
(6,500円)

27,300円
(25,500円)

期間

予定時間
所要時間

料金に含まれるもの

09:00~12:00
11/1~3/31
12/25, 26, 31,
約3時間
1/01は
車代、日本語ガイド代、
催行致しません。
ノートルダム大聖堂への寄付金

11/1~3/31
13:00~16:00
12/25, 26, 31,
約3時間
1/01は
日本語ガイド代
催行致しません。

09:00~13:00
11/1~3/31
約4時間
12/25, 26, 31,
1/01 及び祝日は
日本語ガイド代
催行致しません。

11/1~3/31
08:00~20:00
12/25, 26, 31,
約12時間
車代、日本語ガイド代、昼食代
1/01は
催行致しません。

観光ポイント
入場：ノートルダム大聖堂
下車：セントジョセフ教会
モンロワイヤル公園
ジャックカルチェ広場

最少催行

2名

地下鉄、徒歩：モール、マギル大学
イートンセンター、プラスビルマリー

2名

地下鉄、徒歩： マルシェ、ジャンタロ
ン
マーケット、アットウォーターマーケッ
ト

2名

下車：州議事堂、ダルム広場、
徒歩：ノートルダム教会、旧市街
王の広場、プチシャンプラン

4名

2011-2012年 Maple Fun Tours

