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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 ひとり部屋追加

BOLIVIA（ボリビア）-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

（料金）お一人様あたり

ウユニ 空港/駅～ﾎﾃﾙ送迎(市内／片道) 英語ガイド プライベート ¥5,000 ¥2,600 ¥1,700

ウユニ 空港/駅～ﾎﾃﾙ送迎(市内／片道) ドライバーのみ プライベート ¥2,100 ¥1,100 ¥800

ウユニ 空港/駅～ﾎﾃﾙ送迎(コルチャニ村／片道) 英語ガイド プライベート ¥13,200 ¥6,600 ¥4,500

ウユニ 空港/駅～ﾎﾃﾙ送迎(コルチャニ村／片道) ドライバーのみ プライベート ¥9,200 ¥4,600 ¥3,200

uy1 ウユニ ウユニ塩湖観光 終日 英語ガイド プライベート 昼食込 ¥52,100 ¥26,700 ¥18,300

uy2 ウユニ

ウユニ塩湖観光

ウユニ市内発着

*ホテル⇔集合場所までの送迎は含まれません

終日 英語ガイド 混載 昼食込 ¥16,100 ¥16,100 ¥16,100

uy3 ウユニ ウユニ塩湖・トゥヌパ観光 終日 英語ガイド プライベート 昼食込 ¥59,100 ¥30,900 ¥21,500

uy4 ウユニ ウユニ塩湖・ギャラクシーケイブ観光 終日 英語ガイド プライベート 昼食込 ¥64,000 ¥33,000 ¥22,700

uy5 ウユニ 朝日鑑賞　(05:00-07:00) 英語ガイド プライベート ¥33,400 ¥16,800 ¥11,100

uy6 ウユニ 夕日鑑賞 英語ガイド プライベート ¥33,400 ¥16,800 ¥11,100

uy7 ウユニ 星空鑑賞  (21:00-23:00) 英語ガイド プライベート ¥33,400 ¥16,800 ¥11,100

uy8 ウユニ 朝日と星空観賞 (03:00-07:00) 英語ガイド プライベート ¥46,700 ¥23,400 ¥15,600

uy9 ウユニ
ウユニ１泊２日（BASIC)

塩のホテル泊
1泊2日 英語ガイド プライベート 昼１／朝１ ¥89,000 ¥45,400 ¥35,400 ¥13,700

uy9 ウユニ
ウユニ１泊２日（BASIC)

ウユニ市内ホテル泊
1泊2日 英語ガイド プライベート 昼１／朝１ ¥66,800 ¥36,200 ¥27,400 ¥4,500

uy10 ウユニ
ウユニ１泊２日（BASIC)

ウユニ市内ホテル泊泊
1泊2日 英語ガイド 混載 昼１／朝１ ¥89,000 ¥45,400 ¥35,400 ¥4,500

uy11 ウユニ
ウユニ１泊２日（INTERMEDIATE ＊トゥヌパ含)

ウユニ市内泊
1泊2日 英語ガイド プライベート 昼2／朝１ ¥116,600 ¥61,700 ¥44,900 ¥4,500

uy11 ウユニ
ウユニ１泊２日（INTERMEDIATE ＊トゥヌパ含)

塩のホテル泊
1泊2日 英語ガイド プライベート 昼2／朝１ ¥131,800 ¥67,500 ¥50,600 ¥13,700
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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 ひとり部屋追加

BOLIVIA（ボリビア）-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

（料金）お一人様あたり

uy12 ウユニ
ウユニ１泊２日（COMPLETE ＊ギャラクシーケイブ含)

ウユニ市内泊
1泊2日 英語ガイド プライベート 昼2／朝１ ¥111,000 ¥59,100 ¥43,100 ¥4,500

uy12 ウユニ
ウユニ１泊２日（COMPLETE ＊ギャラクシーケイブ含)

塩のホテル泊
1泊2日 英語ガイド プライベート 昼2／朝１ ¥126,000 ¥64,700 ¥48,800 ¥13,700

uy13 ウユニ
ウユニ２泊３日（雨季のみ　＊１月～３月）

ウユニ市内泊
2泊3日 英語ガイド プライベート 昼2／朝2 ¥130,000 ¥69,800 ¥52,700 ¥8,800

uy13 ウユニ
ウユニ２泊３日（雨季のみ　＊１月～３月）

塩のホテル泊
2泊3日 英語ガイド プライベート 昼2／朝2 ¥167,200 ¥84,900 ¥66,500 ¥27,400

uy14 ウユニ
ウユニ２泊３日(塩湖・ラグーン）

ベーシック・シェルター泊（ドミトリー）
2泊3日 英語ガイド 混載 昼3／朝2／夕2 ¥130,000 ¥83,900 ¥68,100 ¥8,800

uy15 ウユニ
ウユニ２泊３日(ESSENTIOAL ＊塩湖・ラグーン）

ウユニ市内ホテル＋ラスティックロッジ
2泊3日 英語ガイド プライベート 昼3／朝2／夕0 ¥216,800 ¥114,500 ¥86,000 ¥17,200

uy15 ウユニ
ウユニ２泊３日(ESSENTIOAL ＊塩湖・ラグーン）

塩のホテル＋ラスティックロッジ
2泊3日 英語ガイド プライベート 昼3／朝2／夕0 ¥231,800 ¥120,200 ¥91,700 ¥26,600

uy16 ウユニ
ウユニ３泊４日(COMPLETE ＊塩湖・ラグーン）

ウユニ市内ホテル＋ラスティックロッジ
3泊4日 英語ガイド プライベート 昼4／朝3／夕0 ¥288,400 ¥152,400 ¥114,500 ¥21,600

uy16 ウユニ
ウユニ３泊４日(COMPLETE ＊塩湖・ラグーン）

塩のホテル＋ラスティックロッジ
3泊4日 英語ガイド プライベート 昼4／朝3／夕0 ¥318,500 ¥165,200 ¥127,200 ¥40,200

ご案内 ・お一人様料金
・UY-11,12は雨季（１月～３月）は催行できません。
・１２／２３～２５、１２／３０～１／２　混載ツアーは催行されません。
・コルチャニのホテル（ルナサラダ、クリスタルサマーニャ、パラシオデサル、スマフリチャーリ）発着の場合は「列車の墓」の観光は含まれません。
・UY-2 混載ツアーはウユニ市内ホテル出発、ウユニ市内（列車駅前）解散となります。空港到着、出発に合わせての送迎やホテルへの送迎が別途必要な場合は追加料金がかかります。
英語とスペイン語のバイリンガルガイドによるご案内になります。
・ドライバーのみの送迎・観光手配はスペイン語対応になります。　ガイド案内はございません。
・UY-14　宿泊は簡易宿泊施設となります。　トイレ、シャワーは共同となります。　＊施設によってはシャワーなしの場合があります。
ドミトリー（大部屋）になります。　寝袋が必要です。
・バス停、列車駅からの送迎が必要な場合はお問い合わせ下さい。
・ラパス／ウユニ間の移動費用は含まれておりません。（国内線、列車、バスの手配別途可能です。お問い合わせ下さい。）
・クリスマス・年末年始・5/1・カーニバル時期や祝祭日は料金が変更となる場合があります。
〈注）料金は予告なしに変更される場合があります。　ご予約の際にご確認ください。
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ウユニ 旅程 観光内容（観光は４輪駆動車利用）

UY-1
９時間

UY-2 ８時間

UY-3
１１時間

UY-4
１１時間

UY-5 ２時間

UY-6 ２時間

UY-7 ２時間

UY-8 ４時間

UY-9 １日目

２日目

UY-10 １日目

２日目

UY-11 １日目

２日目

UY-12 １日目

２日目

UY-13 １日目

２日目 又は

３日目

ホテルより空港へ。 ウユニ市内ホテル泊

列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ、夕日）。　（市内または空港から出発。　市内またはコルチャニ村ホテル帰

+D65:J93着）

列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ）。　（市内発着）

列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ）、トゥヌパ火山、コケサミイラ、チクイニケイブ、夕日。（市内または空港から出発。

市内またはコルチャニ村ホテル帰着）

列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、ギャラクシーケイブ、夕日）。（市内または空港から発。　市内またはコルチャニ村ホテル帰

着）

朝日鑑賞　(05:00-07:00)

夕日鑑賞

星空観賞  (21:00-23:00)

星空と朝日鑑賞　(03:00-07:00)

市内または空港から出発。　列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ、夕日）。 塩のホテル　又は

市内または空港から出発。　列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ）。 ウユニ市内ホテル泊

ホテルより空港へ。

市内または空港から出発。　列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ、夕日）。 塩のホテル　又は

トゥヌパ火山、コケサミイラ、チクイニケイブ。　 市内ホテルまたは空港帰着。 ウユニ市内ホテル泊

市内または空港から出発。　列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目）、トゥヌパ火山、コケサミイラ、夕日。 塩のホテル　又は

塩湖（ギャラクシーケイブ、インカワシ）。　市内ホテルまたは空港帰着。 ウユニ市内ホテル泊

市内または空港から出発。　列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目）。 塩のホテル（２泊）　

塩の博物館、塩湖（ジャイアント・スカイ・ミラー、夕日）。

ホテルより空港へ。 　ウユニ市内ホテル（２泊）
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（料金）お一人様あたり

UY-14 １日目

２日目

３日目

UY-15 １日目

２日目 又は

３日目

UY-16 １日目

２日目 又は

３日目

４日目

市内出発。　列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ、夕日）　　 サンホアン（１泊）＋

オジャグエ火山ビューポイント、小ラグーン、シロリ砂漠、石の木、レッドラグーン ワイジャハラ（１泊）

ソルデマニャーナ、グリーンラグーン。　ウユニ市内帰着。

市内または空港から出発。　列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ、夕日）。 塩のホテル＋ロッジ（各１泊）

列車の墓、サンクリストバル、岩の谷、オジャグエ火山ビューポイント、小ラグーン

シロリ砂漠、石の木、レッドラグーン、ソルデマニャーナ間欠泉、グリーンラグーン。　市内または空港帰着。 ウユニ市内＋ロッジ（各１泊）

市内または空港から出発。　列車の墓、コルチャニ村、塩湖（塩の目、インカワシ、夕日）。 塩のホテル（２泊）＋ロッジ（１泊） 

トゥヌパ火山、コケサミイラ、チクイニケイブ。

列車の墓、サンクリストバル、岩の谷、オジャグエ火山ビューポイント、小ラグーン ウユニ市内（２泊）＋ロッジ（１泊）

シロリ砂漠、石の木、レッドラグーン、ソルデマニャーナ間欠泉、グリーンラグーン。　市内または空港帰着。

●気象条件により上記観光内容は変更又は割愛となる場合があります。

　雨季の塩湖観光は降雨量の影響により塩湖内に入り観光できる範囲が制限される場合があります。
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CL-1
サンペドロデ

アタカマ

サンペドロデアタカマ発－ウユニ着

ホテルタイカ・デル・デシエルト＋塩のホテル
2泊3日 英語ガイド プライベート 朝２／昼２／夕２

サンペドロデ

アタカマ

サンペドロデアタカマ発－ウユニ着

ホテルタイカ・デル・デシエルト＋ウユニ市内ホテル
2泊3日 英語ガイド プライベート 朝２／昼２／夕２

CL-2 ウユニ
ウユニ発－サンペドロデアタカマ着

ホテルタイカ・デル・デシエルト＋塩のホテル
2泊3日 英語ｶﾞｲﾄﾞ プライベート 朝２／昼２／夕２

ウユニ
ウユニ発－サンペドロデアタカマ着

ホテルタイカ・デル・デシエルト＋ウユニ市内ホテル
2泊3日 ドライバーのみ プライベート 朝２／昼２／夕２

CL-3 ウユニ
ウユニ発－サンペドロデアタカマ着

ロッジ（個室）泊
2泊3日 英語ｶﾞｲﾄﾞ 混載 朝２／昼3／夕２ ¥127,800 ¥83,600 ¥68,400

ご案内

観光内容（観光は４輪駆動車利用）

CL-1 １日目

２日目 ホテル泊

３日目

CL-2 １日目

２日目

３日目

CL-3 １日目

２日目

３日目

・お一人様料金

・12/25、1/1、カーニバル時期、５／１は料金が変更となる場合があります。

・ウユニでの観光は４輪駆動車利用

・ウユニ　ホテル⇔空港間、ヒトカホン（国境）⇔サンペドロデアタカマ間はドライバーのみとなります。（スペイン語対応）

・１１月~３月（雨季）や乾季の場合でも気象条件により上記観光内容は変更又は割愛となる場合があります。

・クリスマス・年末年始、カーニバル時期は別料金となります。都度お問合せください。

・CL-3宿泊予定はロッジ（簡易宿泊施設）となります。トイレ、シャワーは共同となります。　ロッジによってはシャワーなしとなります。（寝袋が必要です。）

・12/24-1/２　混載ツアーは催行されません。

（注）料金は予告なしに変更となる場合があります。

ウユニ⇔サンペドロデアタカマ

サンペドロデアタカマより国境（ヒト・カホン）へ。国境にてガイドが出迎え、グリーンラグーン、ソルデマニャーニャ間欠泉、

レッドラグーン、シロリ砂漠を観光後、オホ・デ・ペルディスへ
ロッジ泊

湖を観光しながら、ウユニ塩湖へ。ウユニ塩湖、塩の博物館、塩の目、インカワシ観光後ホテルへ

ウユニ空港へ

ウユニ空港にて出迎え、ウユニ塩湖、インカワシ、コケサ村、タヌパ火山観光 ホテル泊

列車の墓を観光後、サンクリストバル、岩の谷、湖を観光後ホテルへ ホテル泊

シロリ砂漠、石の木、レッドラグーン、ソルデマニャーナ間欠泉、グリーンラグーンを観光後、国境（ヒトカホン）へ。

その後、サンペドロデアタカマへ

ウユニ市内出発。列車の墓、コルチャニ村、塩の目、インカワシ観光後、サンファン村へ。 簡易宿泊施設泊

オジャグエビューポイント、小ラグーン、シロリ砂漠、石の木、レッドラグーン観光後、ワイジャハラ村へ。 簡易宿泊施設泊

ソルデマニャーニャ間欠泉、グリーンラグーンを観光後、国境（ヒトカホン）へ。その後サンペドロデアタカマへ。


