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都市名 手配内容 所要時間 ガイド 手配形態 備考1 備考2 1名様 2名様 3名様

リマ 空港送迎(08:00-20:00) 日本語ガイド プライベート ¥12,600 ¥6,400 ¥4,200

リマ 空港送迎(20:00-08:00) 日本語ガイド プライベート ¥15,200 ¥7,600 ¥5,100

リマ 空港送迎 ドライバーのみ プライベート ¥6,900 ¥3,500 ¥2,300

リマ 市内観光 3時間 日本語ガイド プライベート ¥19,200 ¥9,600 ¥6,500

リマ 天野博物館 3時間 日本語ガイド プライベート ¥22,600 ¥12,400 ¥8,900

リマ 黄金博物館 3時間 日本語ガイド プライベート ¥23,000 ¥12,600 ¥9,200

リマ 市内観光と天野博物館 4時間 日本語ガイド プライベート ¥29,000 ¥15,500 ¥8,400

リマ パチャカマ遺跡 4時間 日本語ガイド プライベート ¥24,000 ¥12,500 ¥8,700

リマ パチャカマと黄金博物館 6時間 日本語ガイド プライベート ¥36,600 ¥20,000 ¥14,400

A リマ 市内観光 4時間 英語ガイド 混載 1名催行 ¥4,100 ¥4,100 ¥4,100

B リマ パチャカマック遺跡 3時間半 英語ガイド 混載 1名催行 月曜を除く ¥5,600 ¥5,600 ¥5,600

C リマ ラルコ博物館 (３名以上催行) 3時間 英語ガイド 混載 3名以上催行 午前のみ ¥5,200 ¥5,200 ¥5,200

D リマ 黄金博物館  (３名以上催行) 3時間 英語ガイド 混載 3名以上催行 午後のみ ¥5,200 ¥5,200 ¥5,200

E リマ 噴水ショー（光と音のショー） 3時間 英語ガイド 混載 1名催行 火～日　午後 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000

F リマ バランコ + ディナーショー 3時間 英語ガイド 混載 1名催行 ¥7,400 ¥7,400 ¥7,400

G リマ 噴水ショー（光と音のショー） + ディナーショー 4時間半 英語ガイド 混載 1名催行 火～日　午後 ¥7,600 ¥7,600 ¥7,600

H リマ グルメツアー 3時間半 英語ガイド 混載 1名催行 ¥12,800 ¥12,800 ¥12,800

PERU（ペルー）-地上手配料金表
◎一覧にない料金、グループ料金についてはお問い合わせください

最終更新日:

（料金）お一人様あたり
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I リマ 市内観光 +昼食 + パチャカマック遺跡 終日 英語ガイド 混載 火～土 ¥12,300 ¥12,300 ¥12,300

L リマ パチャカマック遺跡 + 昼食 + ホースショー 終日 英語ガイド 混載 パチャカマック月曜休み 毎日 ¥12,800 ¥12,800 ¥12,800

M リマ
市場＋セビーチェ作り体験+昼食

+市内観光又はパチャカマック遺跡
終日 英語ガイド 混載 パチャカマック月曜休み 毎日 ¥16,600 ¥16,600 ¥16,600

N リマ カラル遺跡 12時間 英語ガイド 混載 2名以上催行 毎日 ¥31,600 ¥31,600 ¥31,600

リマ

ナスカ１日観光　　＊MOVIL AIR

リマ⇔イカ　MOVIL AIR社　混載バス

◇ナスカ遊覧飛行（イカ発着）・ワカチナ観光込

終日 英語ガイド 混載 昼食込
バス　2名以上催行

セスナ　6名以上催行
¥42,900 ¥42,900 ¥42,900

リマ

ナスカ１日観光（A)　*AERODIANA

リマ⇔イカ　専用車

◇ナスカ遊覧飛行（ピスコ発着)

終日 ドライバーのみ
プライベート

セスナ混載
昼食込 ¥105,800 ¥69,800 ¥57,900

リマ

ナスカ１日観光（B)*MOVIL AIR

リマ⇔イカ　CRUZDELSUR社　混載バス

送迎　ホテル⇔バス停（リマ）　バス停⇔空港（イカ）

◇ナスカ遊覧飛行（イカ発着)

終日 ドライバーのみ

送迎　プライベート

バス　混載

遊覧飛行　混載

昼食なし
バス

ＶＩＰクラス
¥47,300 ¥37,000 ¥34,400

バス

REGULARクラス
¥45,300 ¥35,100 ¥32,300

リマ

ナスカ１日観光（C)　*AERODIANA

３：４５リマ発－２３：４５リマ着

リマ⇔ナスカ　CRUZDELSUR社　混載バス

送迎　ホテル⇔バス停（リマ）　バス停⇔空港（ナスカ）

◇ナスカ遊覧飛行（ナスカ発着)

終日 ドライバーのみ

送迎　プライベート

バス　混載

遊覧飛行　混載

昼食なし
バス

ＶＩＰクラス
¥47,300 ¥37,000 ¥34,400

バス

REGULARクラス
¥45,300 ¥35,100 ¥32,300
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リマ

イカ泊／ナスカ地上絵観光１泊２日（D)*MOVIL AIR

リマ⇔イカ　CRUZDELSUR社　混載バス

送迎　ホテル⇔バス停（リマ）

バス停→ホテル→空港→バス停（イカ）

◇ナスカ遊覧飛行（イカ発着)

◇ラス・ドゥーナス宿泊（朝食付）

1泊2日 ドライバーのみ

送迎　プライベート

バス　混載

遊覧飛行　混載

昼食なし
バス

ＶＩＰクラス
¥71,100 ¥53,300 ¥49,600

バス

REGULARクラス
¥70,400 ¥52,500 ¥48,800

リマ

ナスカ泊／ナスカ地上絵観光１泊２日（E)

リマ⇔ナスカ　CRUZDELSUR社　混載バス

送迎　ホテル⇔バス停（リマ）

バス停→ホテル→空港→バス停（ナスカ）

◇ナスカ遊覧飛行（ナスカ発着)

◇カサ・アンディーナ宿泊（朝食付）

1泊2日 ドライバーのみ

送迎　プライベート

バス　混載

遊覧飛行　混載

昼食なし
バス

ＶＩＰクラス
¥58,800 ¥42,900 ¥40,100

バス

REGULARクラス
¥56,900 ¥40,800 ¥38,200
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ご案内 

リマ

地区 午前 午後 夜 午前 午後

リマ旧市街 08:45 / 09:10 13:45 / 14:10 16:45 / 17:10 08:45 / 09:10 13:00 / 13:15

ミラフローレス 09:10 / 09:45 14:10 / 14:45 17:00 / 17:30 09:10 / 09:45 13:15 / 13:35

サンイシドロ 09:10 / 09:45 14:10 / 14:45 17:00 / 17:30 09:10 / 09:45 13:15 / 13:35

地区 午後 午後

リマ旧市街 16:45 / 17:10 18:00 / 18:15

ミラフローレス 17:00 / 17:30 18:30 / 19:15

サンイシドロ 17:00 / 17:30 18:30 / 19:15

地区 午前 午前

リマ旧市街 09:00 / 09:15 07:00 - 07:15

ミラフローレス 09:10 / 09:45 07:00 - 07:15

サンイシドロ 09:10 / 09:45 07:00 - 07:15

◆　リマ市内混載ツアー　含まれるもの：公認観光ガイド（英語・スペイン語）／／／　観光に含まれる博物館又は施設入場料

◆　プライベート手配：1/01, 5/01, 7/28, 7/29, 12/25は上記料金の50%割増となります
　　入場料が含まれます
◆　ナスカ観光はセスナ会社主催による遊覧飛行にご参加頂きます
　　空港税は含まれていません。（現地払)　*モービルエアーの１日観光はイカ空港税が含まれます
◆　1/01,5/1,7/28,7/29,12/25は割増料金が加算されます
　　（Ａ） : １名様 US$248／２名様 US$124／３名様 US$83加算　／／／　　（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）:　１名様US$50／２名様 US$25／３名様 US$17加算
◆　（Ｂ）～（Ｅ）の料金はバス料金の変動によって変更される場合があります
◆　送迎手配はガイドは付きません。ドライバーのみ（スペイン語）となります
◆　宿泊を含む場合：１名様／シングルルーム　２名様／ツイン又はダブルルーム　３名様／ツイン又はダブルルームに追加ベッドとなります

(L) パチャカマック＋昼食＋ホースショー (N) カラル遺跡

(ご注意）　観光内容は現地事情により内容変更・割愛となる場合があります。

［ツアー出発時間］ミラフローレス、サンイシドロ、リマ旧市街　ホテル発着　*出発時間が別に設定されているコースがあります。

** 集合場所：ホテルロビー　　時間は多少前後する場合があります。

** ミラフローレス、サンイシドロ、リマ旧市街以外からの出発はリクエストにてお受け致します。（追加料金あり）

基本 (B)パチャカマック遺跡　日曜日発

(E)(G) 噴水ショー又は噴水ショー＋夕食 (F) バランコ＋ディナーショー


