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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

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

クスコ 空港/駅～ﾎﾃﾙ送迎(片道) 日本語ガイド プライベート ¥4,800 ¥2,400 ¥1,800

クスコ 空港/駅～ﾎﾃﾙ送迎(片道) ドライバーのみ プライベート ¥2,300 ¥1,200 ¥1,100

クスコ ﾎﾟﾛｲ駅～ﾎﾃﾙ送迎　(片道) 日本語ガイド プライベート ¥7,000 ¥3,500 ¥2,400

クスコ ﾎﾟﾛｲ駅～ﾎﾃﾙ送迎 (片道) ドライバーのみ プライベート ¥4,600 ¥2,300 ¥1,800

クスコ ｸｽｺ市内～聖なる谷送迎 (片道) 日本語ガイド プライベート ¥25,800 ¥13,700 ¥9,600

クスコ ｸｽｺ市内～聖なる谷送迎　(片道) ドライバーのみ プライベート ¥13,500 ¥7,500 ¥5,400

クスコ 空港～ｸｽｺ市内～聖なる谷送迎 (片道) 日本語ガイド プライベート ¥30,500 ¥16,100 ¥11,300

クスコ 空港～ｸｽｺ市内～聖なる谷送迎　(片道) ドライバーのみ プライベート ¥15,600 ¥8,700 ¥6,400

クスコ
半日市内+近郊の遺跡観光

コリカンチャ（入場）、マヨール広場、１２角の石、
半日 日本語ガイド プライベート ¥26,000 ¥15,800 ¥12,400

クスコ
聖なる谷１日観光

チンチェーロ遺跡、ラチ展望台、オリャンタイタンボ遺跡、ピサック
終日 日本語ガイド プライベート 1名催行 昼食込 ¥44,100 ¥26,300 ¥20,300

クスコ 半日ピサック朝市観光 半日 日本語ガイド プライベート 1名催行 ¥25,800 ¥13,700 ¥9,600

クスコ
①クスコ市内観光

コリカンチャ（入場）、マヨール広場、
半日 英語ガイド 混載 2名催行 午後のみ ¥8,300 ¥8,300 ¥8,300

クスコ
②クスコ市内観光

コリカンチャ（入場）、カテドラル（入場）
半日 英語ガイド 混載 2名催行 午後のみ ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

クスコ
聖なる谷１日観光(毎日出発)

ピサック市場・遺跡、オリャンタイタンボ遺跡、チンチェーロ遺跡
英語ガイド 混載 2名催行 昼食込 ¥10,700 ¥10,700 ¥10,700

クスコ
マラス塩田＋モライ遺跡観光

(毎日出発)
英語ガイド 混載 2名催行 昼食なし ¥9,200 ¥9,200 ¥9,200

クスコ
レインボーマウンテン観光

出発：4時30分／帰着：18時30分
英語ガイド 混載 4名催行

昼食込

4月～11月の毎日出発

※馬使用の場合は、追加

¥6,300 ¥6,300 ¥6,300
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クスコ
列車チケット　　（片道）チチカカトレイン

【クスコ／プーノ 】
混載

チケットのみ

送迎なし
昼食付 ¥33,900 ¥33,900 ¥33,900

【プーノ ／クスコ】

月・木・土　プーノ発 07:30／クスコ（ﾜﾝﾁｬｸ）着 17:50
混載

チケットのみ

送迎なし
昼食付 ¥31,600 ¥31,600 ¥31,600

クスコ
バスチケット　　（片道）　クスコ／プーノ

毎日 クスコ(06:50)→プーノ(17:00)
混載

チケットのみ

送迎なし
昼食付 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700

クスコ
バスチケット　　（片道）　クスコ／プーノ

毎日 クスコ(08:00)→プーノ(14:30)
混載

チケットのみ

送迎なし
昼食なし

クスコ
バスチケット　　（片道）　クスコ／ラパス

ｸｽｺ(22:00）→
混載

チケットのみ

送迎なし
昼食なし

ご案内

マチュピチュ 終日 日本語ガイド
プライベート

ツアー

PERU RAIL

ビスタドーム
昼食付 ¥140,200 ¥94,400 ¥79,100

終日 日本語ガイド
プライベート

ツアー

PERU RAIL

エクスペディション
昼食付 ¥123,000 ¥81,500 ¥67,700

マチュピチュ 終日 英語ガイド 混載
PERU RAIL

ビスタドーム
昼食なし ¥53,100 ¥53,100 ¥53,100

終日 英語ガイド 混載
PERU RAIL

エクスペディション
昼食なし ¥47,200 ¥47,200 ¥47,200

ご案内

◆　プライベート手配：1/01, 5/01, 6/24, 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
◆　ドライバーはスペイン語対応となります。

日本語ガイド同行　１日観光

（含まれるもの）

列車乗車券

クスコ市内ホテル～駅までの往復送迎(専用車）
英語ガイド　１日観光

（含まれるもの）

列車乗車券

アグアリエンテス駅～遺跡入口：バス往復料金

◆　プライベート手配：1/01, 5/01, 6/24, 7/28, 7/29, 12/25は上記料金の50%割増となります
◆　ドライバーはスペイン語対応となります。
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マチュピチュ 　チケット手配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

マチュピチュ・チケットセット

　　　　（ＰＥＲＵ　ＲＡＩＬ）

(a)　ﾋﾞｽﾀﾄﾞｰﾑ(ﾎﾟﾛｲ発着)

　　 ﾋﾞｽﾀﾄﾞｰﾑ(ｳﾙﾊﾞﾝﾊﾞ発着)

　　 ﾋﾞｽﾀﾄﾞｰﾑ(ｵﾔﾝﾀｲﾀﾝﾎﾞ発着)

(b)　ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝ(ﾎﾟﾛｲ発着)

　　 ｴｸｽﾍﾟﾃﾞｨｼｮﾝ(ｵﾔﾝﾀｲﾀﾝﾎﾞ発着)

マチュピチュ遺跡のみ （午前または午後の４時間）

マチュピチュ遺跡のみ （午前４時間＋午後４時間）

月の神殿・ワイナピチュ入場料を含む

マチュピチュ山入場料を含む

ﾏﾁｭﾋﾟﾁｭ遺跡のみ 月の神殿・ ﾏﾁｭﾋﾟﾁｭ山

入場料含む

(午前または午後の４時間) ﾜｲﾅﾋﾟﾁｭ入場料含む

¥42,300 ¥45,000 ¥45,000

¥41,200 ¥44,000 ¥44,000

¥42,300 ¥45,000 ¥45,000

¥33,800 ¥48,000 ¥36,500

¥33,800 ¥48,000 ¥36,500

◆　列車往復乗車券、ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ駅～遺跡入口バス往復料金、遺跡入場料（４時間）が含まれます。

◆　列車発着駅までの移動は含まれていません。

往復バス（アグアスカリエンテスー遺跡）＋マチュピチュ遺跡入場料金

¥11,300

¥18,900

¥14,100

¥14,100

◆マチュピチュまでの列車代金は含まれていません。

◆ワイナピチュへの登頂は、危険を伴う為　弊社ではおすすめしておりません。ご入場をご希望の場合はお客さまの自己責任にてお願い致します。

◆ワイナピチュ入場時間及び入場者数

（マチュピチュ遺跡滞在時間も含め、マチュピチュ遺跡入場から最大６時間滞在可）

　　第一入場　　０７：００～０８：００　　２００名　／　第二入場　　１０：３０～１１：３０　　２００名

◆マチュピチュ山入場時間及び入場者数

（マチュピチュ遺跡滞在時間も含め、マチュピチュ遺跡入場から最大７時間滞在可）

　　第一入場　　０７：００～０８：００　　２００名　／　第二入場　　０９：００～１０：００　　２００名


