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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

ラパス 空港送迎(7:00-19:00) 片道 英語ガイド プライベート ¥7,600 ¥3,600 ¥3,300

ラパス 空港送迎(7:00-19:00) 片道 ドライバーのみ プライベート ¥5,800 ¥3,200 ¥2,400

ラパス 空港送迎(19:00-07:00) 片道 英語ガイド プライベート ¥8,900 ¥5,000 ¥3,900

ラパス 空港送迎(19:00-07:00) 片道 ドライバーのみ プライベート ¥6,900 ¥3,900 ¥3,400

ラパス バス停送迎(7:00-19:00) 片道 英語ガイド プライベート ¥5,100 ¥3,000 ¥2,600

ラパス バス停送迎(19:00-07:00) 片道 英語ガイド プライベート ¥5,600 ¥3,400 ¥3,200

ラパス
市内観光、ケーブルカー乗車（黄・緑）

月の谷観光
半日 英語ガイド プライベート ¥11,400 ¥7,100 ¥5,200

ラパス ティワナコ遺跡 半日 英語ガイド プライベート ¥21,800 ¥13,700 ¥10,800

ラパス ティワナク遺跡 終日 英語ガイド プライベート ¥29,900 ¥18,600 ¥14,900

TR1 ラパス

ラパス発着　チチカカ湖観光

(カタマラン SCENERY PROGRAM )

ラパス→コパカバーナ→太陽の島（インカ・ガーデン、石段、泉、

インティワタ）→港→ラパス

終日 英語ガイド 混載 1名催行 お一人様料金 ¥26,800 ¥26,800 ¥26,800

TR2 ラパス

ラパス発着　チチカカ湖観光

 (カタマラン COMMUNITY PROGRAM)

１日目 SCENERY PROGRAMと同じ。　（船中泊）

２日目 COMMUNITY TOURISM PROGRAM

（３時間） パリティ→カラウタ→パタパタニ→港→ラパス

1泊2日 英語ガイド 混載 2名催行 お一人様料金 ¥42,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥8,000

TR3 ラパス

ラパス発／プーノ着 チチカカ湖横断

 (カタマランSCENERY PROGRAM )

ラパス→港→太陽の島（インカ・ガーデン、石段、泉、

インティワタ）→コパカバーナ→プーノ

終日 英語ガイド 混載 1名催行 お一人様料金 ¥39,300 ¥39,300 ¥39,300

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
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TR4 ラパス

ラパス発／プーノ着

(カタマラン CULTURAL PROGRAM)

ラパス→コパカバーナ→太陽の島(インカ・ガーデン,石段,泉,

インティワタ)→コパカバーナ→プーノ

終日 英語ガイド 混載 1名催行 お一人様料金 ¥34,400

TR5 ラパス

ラパス発／プーノ着

(カタマラン COMMUNITY PROGRAM )

１日目 SCENERY PROGRAMと同じ。　（船中泊）

２日目 COMMUNITY TOURISM PROGRAM

（３時間）パリティ→カラウタ→パタパタニ→港→プーノ

1泊2日 英語ガイド 混載 2名催行 お一人様料金 ¥52,000 ¥8,000

CR1 ラパス

ラパス発着　チチカカ湖 （ハイドロフォイール）

ラパス→ワタハタ／インディアンルーツ・エコヴィレッジ

→ココトニ　（陸路）→月の島・太陽の島→

コパカバーナ　（船）

終日 英語ガイド 混載 1名催行 お一人様料金 ¥43,600 ¥43,600 ¥43,600

CR2 ラパス

ラパス発／プーノ着　（ハイドロフォイール 　＊ワタハタ経由）

 ＊ラパス→ワタハタ／インディアンルーツ・エコヴィレッジ

（陸路） ワタハタ→ココトニ→月の島・太陽の島→

コパカバーナ（船） コパカバーナ→プーノ　（陸路）

終日 英語ガイド 混載 1名催行 お一人様料金 ¥50,300 ¥50,300 ¥50,300

CR3 ラパス

ラパス発／プーノ着 （ハイドロフォイール

＊コパカバーナ経由）

ラパス→ワタハタ／インディアンルーツ・エコヴィレッジ→

コパカバーナ（陸路）コパカバーナ→月の島・太陽の島

→コパカバーナ　（船） コパカバーナ→プーノ　（陸路）

終日 英語ガイド 混載 2名催行 お一人様料金 ¥38,900 ¥38,900 ¥38,900

CR4 ラパス

ラパス発着 チチカカ湖　（ハイドロフォイール）

ワタハタ・インカウタマホテル泊

朝食１回、昼食１回、夕食１回

1泊2日 英語ガイド 混載 1名催行
お一人様料金

*ご参加1名様
¥55,800 ¥55,800 ¥55,800 ¥4,200

１日目　ラパス→ワタハタ　（陸路）

２日目　ワタハタ(陸路)→ココトニ(船)→

太陽の島・月の島(船)→コパカバーナ(陸路)→ラパス

お一人様料金

*ご参加2名様以上
¥50,800 ¥50,800 ¥50,800 ¥4,200
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CR5 ラパス

ラパス発／プーノ着 チチカカ湖横断　（ハイドロフォイール　）

ワタハタ・インカウタマホテル泊

朝食１回、昼食１回、夕食１回

1泊2日 英語ガイド 混載 1名催行
お一人様料金

*ご参加1名様
¥69,900 ¥69,900 ¥69,900 ¥4,200

１日目　ラパス→ワタハタ　（陸路）

２日目　ワタハタ→ ココトニ→太陽の島・月の島→

コパカバーナ　（船）コパカバーナ→プーノ　（陸路）

お一人様料金

*ご参加2名様以上
¥64,600 ¥64,600 ¥64,600 ¥4,200

CR6 ラパス

ラパス発／プーノ着　チチカカ湖横断　（ハイドロフォイール）

ワタハタ・インカウタマホテル泊

朝食１回、昼食１回、夕食１回

１日目　ラパス→ワタハタ　（陸路）

２日目　ワタハタ(陸路)→コパカバーナ(船)→

太陽の島・月の島→コパカバーナ(陸路)→プーノ

1泊2日 英語ガイド 混載 2名催行 お一人様料金 ¥50,600 ¥50,600 ¥50,600 ¥4,200

ご案内

・　クリスマス、年末、年始、カーニバル期、祝祭日は別料金となる場合がございます。　都度お問い合わせ下さい。

・　TR-1～5及びCR-1～6 は船会社主催の混載ツアーです。（英語とスペイン語のバイリンガルガイド）
・　ご参加人数が少ない場合、催行されない場合があります。

・　プーノのご宿泊ホテルが湖畔の場合、送迎代金の追加が発生する場合がございます。


