
ビクトリアフォールズ1泊2⽇
お時間の無い⽅向けの最短ツアーです。

含まれるもの:
・空港ーホテル間の往復送迎

・宿泊代⾦

・⽇程表記載の観光、⻝事費⽤

発着地: ビクトリアフォールズ空港
（以下の空港着・発時間は、ヨハネスブルクからのフライトを想定）

利⽤ホテル:
THE KINGDOM HOTEL (★★★★)

DAY 1

DAY 2

ビクトリアフォールズ空港 着
// ZIMBABWE SINGLE ENTRY VISA(USD 30)を空港で購⼊ //
専⽤⾞+英語ドライバーガイドがお出迎え
ホテルへご案内

（ホテル到着後は⾃由⾏動）

※ホテルチェックインは14:00以降となります。

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

①ヘリコプター遊覧(滝上空を12〜13分⾶⾏します)       USD 165
②ザンベジ川のサンダウナークルーズ           USD 55
③ボマディナー(ゲームミートのビュッフェとドラムショー)  USD 68
④ザンベジ川のサンダウナー＆ディナークルーズ      USD 96

                  THE KINGDOM HOTEL STANDARD ROOM 泊

MEAL:

設定期間：

２０２１年１⽉〜２０２１年１２⽉

※ピークシーズンを除く

料⾦（２名１室利⽤の場合）:
USD２５０/お⼀⼈様あたり 

含まれないもの:
・航空券代

・オプショナルツアー代

・⽇程表記載以外のご飲⻝代、

 チップ、ビザ代、その他個⼈的費⽤

ホテルにて朝⻝

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
ジンバブエ側のビクトリアの滝観光（+/- 2時間）
※例年、１０−１２⽉は⽔量が少なくなります。
ツアー終了後は、ホテルまでお送りします

※ホテルチェックアウトは10:00となります。

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発   
空港へご案内 

ビクトリアフォールズ空港 発
                       

 

朝 MEAL:
朝⻝

+/-12:30〜
+/-13:00頃

+/-07:30

+/-13:30〜
+/-14:00頃



ビクトリアフォールズ2泊3⽇
滝とサファリ！⾒どころをギュッと凝縮した３⽇間。

含まれるもの:
・空港ーホテル間の往復送迎

・宿泊代⾦

・⽇程表記載の観光、⻝事費⽤

発着地: ビクトリアフォールズ空港
（以下の空港着・発時間は、ヨハネスブルクからのフライトを想定）

利⽤ホテル:
THE KINGDOM HOTEL (★★★★)

DAY 1

DAY 2

ビクトリアフォールズ空港 着
// ZIMBABWE DOUBLE ENTRY VISA(USD 45)を空港で購⼊ //
専⽤⾞+英語ドライバーガイドがお出迎え
ホテルへご案内

（ホテル到着後は⾃由⾏動）

※ホテルチェックインは14:00以降となります。

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

①ヘリコプター遊覧(滝上空を12〜13分⾶⾏します)   USD 165
②ザンベジ川のサンダウナークルーズ         USD 55
③ザンベジ川のサンダウナー＆ディナークルーズ    USD 96

                THE KINGDOM HOTEL STANDARD ROOM 泊

MEAL:

設定期間：

２０２１年１⽉〜２０２１年１２⽉

※ピークシーズンを除く

料⾦（２名１室利⽤の場合）:
USD５３５/お⼀⼈様あたり 
  

含まれないもの:
・航空券代

・オプショナルツアー代

・⽇程表記載以外のご飲⻝代、

 チップ、ビザ代、その他個⼈的費⽤

ホテルにて朝⻝

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
ジンバブエ側のビクトリアの滝観光（+/- 2時間）
※例年、１０−１２⽉は⽔量が少なくなります。
ツアー終了後は、ホテルまでお送りします

※ホテルチェックアウトは10:00となります。

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発 
空港へご案内
 

ビクトリアフォールズ空港 発

 

朝 MEAL:
朝⻝

昼⻝

DAY 3

MEAL:
朝⻝

朝

ホテルにて朝⻝

混載⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
＜チョベ⽇帰りツアー＞

チョベ国⽴公園でレイトモーニングゲームドライブ、昼⻝、

アフタヌーンボートサファリをお楽しみいただけます

ツアー終了後は、ホテルまでお送りします

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

ボマディナー(ゲームミートのビュッフェとドラムショー)  USD 68

           THE KINGDOM HOTEL STANDARD ROOM 泊
 

+/-12:30〜
+/-13:00頃

+/-07:00

+/-18:00

+/-07:30

+/-13:30〜
+/-14:00頃



ビクトリアフォールズ3泊4⽇
ビクトリアフォールズにゆっくり３連泊♪ジンバブエとザンビア両側から滝を鑑賞します！

含まれるもの:
・空港ーホテル間の往復送迎

・宿泊代⾦

・⽇程表記載の観光、⻝事費⽤

発着地: ビクトリアフォールズ空港
（以下の空港着・発時間は、ヨハネスブルクからのフライトを想定）

利⽤ホテル:
THE KINGDOM HOTEL (★★★★)

DAY 1

DAY 2

ビクトリアフォールズ空港 着
// KAZA UNI VISA (USD 50)を空港で購⼊ //
専⽤⾞+英語ドライバーガイドがお出迎え
ホテルへご案内

（ホテル到着後は⾃由⾏動）

※ホテルチェックインは14:00以降となります。

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

ヘリコプター遊覧(滝上空を12〜13分⾶⾏します)     USD 165

                 THE KINGDOM HOTEL STANDARD ROOM 泊

MEAL:

設定期間：

２０２１年１⽉〜２０２１年１２⽉

※ピークシーズンを除く

料⾦（２名１室利⽤の場合）:
USD６５５/お⼀⼈様あたり 

含まれないもの:
・航空券代

・オプショナルツアー代

・⽇程表記載以外のご飲⻝代、

 チップ、ビザ代、その他個⼈的費⽤

ホテルにて朝⻝

混載⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
ジンバブエ・ザンビア両側のビクトリアの滝観光（移動含め計+/- 5時間）
※例年、１０−１２⽉は⽔量が少なくなります。
ツアー終了後は、ホテルまでお送りします

フリータイム (記載のツアー以外のアクティビティもございます。お問合せください。) 

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

①ザンベジ川のサンダウナークルーズ          USD 55
②ザンベジ川のサンダウナー＆ディナークルーズ     USD 96
                       
                 THE KINGDOM HOTEL STANDARD ROOM 泊
 

朝 MEAL:
朝⻝

+/-12:30〜
+/-13:00頃

DAY 3

MEAL:
朝⻝

昼⻝

朝 ホテルにて朝⻝

混載⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
＜チョベ⽇帰りツアー＞

チョベ国⽴公園でレイトモーニングゲームドライブ、昼⻝、

アフタヌーンボートサファリをお楽しみいただけます

ツアー終了後は、ホテルまでお送りします

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

ボマディナー(ゲームミートのビュッフェとドラムショー)   USD 68

                 THE KINGDOM HOTEL STANDARD ROOM 泊
 

ホテルにて朝⻝

※ホテルチェックアウトは10:00となります。

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発 
空港へご案内
 

ビクトリアフォールズ空港 発

午後

DAY 4

朝 MEAL:
朝⻝

+/-08:00

+/-07:00

+/-18:00

+/-13:30〜
+/-14:00頃



ビクトリアフォールズ&チョベ2泊3⽇
ビクトリアフォールズとチョベに１泊ずつ。こちらもお時間の無い⽅向けです。

含まれるもの:
・空港ーホテル間の往復送迎

・宿泊代⾦

・⽇程表記載の観光、⻝事費⽤

出発地: ビクトリアフォールズ空港
終了地: カサネ空港
（以下の空港着・発時間は、ヨハネスブルクからのフライトを想定）

利⽤ホテル:
THE KINGDOM HOTEL (★★★★)
CRESTA MOWANA SAFARI RESORT & SPA (★★★★)

DAY 1

DAY 2

ビクトリアフォールズ空港 着
// ZIMBABWE SINGLE ENTRY VISA(USD 30)を空港で購⼊ //
専⽤⾞+英語ドライバーガイドがお出迎え
ホテルへご案内

※ホテルチェックインは14:00以降となります。

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
ジンバブエ側のビクトリアの滝観光（+/- 2時間）
※例年、１０−１２⽉は⽔量が少なくなります。
ツアー終了後は、ホテルまでお送りします

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

ボマディナー(ゲームミートのビュッフェとドラムショー)  USD 68

            THE KINGDOM HOTEL STANDARD ROOM 泊

MEAL:

設定期間：

２０２１年１⽉〜２０２１年１２⽉

※ピークシーズンを除く

料⾦（２名１室利⽤の場合）:
USD６３０/お⼀⼈様あたり 
  

含まれないもの:
・航空券代

・オプショナルツアー代

・⽇程表記載以外のご飲⻝代、

 チップ、ビザ代、その他個⼈的費⽤

早朝ゲームドライブ(+/-3時間)  (ロッジ主催の混載アクティビティ)

ロッジにて朝⻝

    
※ロッジチェックアウトは11:00となります。

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとロッジを出発   
空港へご案内 
                       
カサネ空港 発

 

朝 MEAL:
朝⻝

昼⻝

⼣⻝

DAY 3

MEAL:
朝⻝

ホテルにて朝⻝

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

ヘリコプター遊覧(滝上空を12〜13分⾶⾏します)   USD 165

混載⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
国境を越えてボツワナのチョベへ移動（⽚道+/-2時間）

ロッジにて昼⻝

 
アフタヌーンボートサファリ(+/-3時間)  (ロッジ主催の混載アクティビティ)
  
ロッジにて⼣⻝

    CRESTA MOWANA SAFARI RESORT & SPA STANDARD ROOM 泊
 

+/-10:00

+/-06:00

+/-12:30〜
+/-13:00頃

+/-14:30

+/-12:30

+/-15:00(冬期)
+/-15:30(夏期)

+/-19:00

+/-14:00



ビクトリアフォールズ&チョベ3泊4⽇
チョベでのサファリをたっぷり楽しみたい⽅におすすめ！

含まれるもの:
・空港ーホテル間の往復送迎

・宿泊代⾦

・⽇程表記載の観光、⻝事費⽤

出発地: ビクトリアフォールズ空港
終了地: カサネ空港
（以下の空港着・発時間は、ヨハネスブルクからのフライトを想定）

利⽤ホテル:
THE KINGDOM HOTEL (★★★★)
CRESTA MOWANA SAFARI RESORT & SPA (★★★★)

DAY 1

DAY 2

ビクトリアフォールズ空港 着
// ZIMBABWE SINGLE ENTRY VISA(USD 30)を空港で購⼊ //
専⽤⾞+英語ドライバーガイドがお出迎え
ホテルへご案内

※ホテルチェックインは14:00以降となります。

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
ジンバブエ側のビクトリアの滝観光（+/- 2時間）
※例年、１０−１２⽉は⽔量が少なくなります。
ツアー終了後は、ホテルまでお送りします

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

ボマディナー(ゲームミートのビュッフェとドラムショー) USD 68
 
                   THE KINGDOM HOTEL STANDARD ROOM 泊

MEAL:

設定期間：

２０２１年１⽉〜２０２１年１２⽉

※ピークシーズンを除く

料⾦（２名１室利⽤の場合）:
USD９３５/お⼀⼈様あたり 

含まれないもの:
・航空券代

・オプショナルツアー代

・⽇程表記載以外のご飲⻝代、

 チップ、ビザ代、その他個⼈的費⽤

朝 MEAL:
朝⻝

昼⻝

⼣⻝

ホテルにて朝⻝

★オプショナルツアー（ホテルとの往復送迎付き）★

ヘリコプター遊覧(滝上空を12〜13分⾶⾏します)  USD 165

混載⾞+英語ドライバーガイドとホテルを出発
国境を越えてボツワナのチョベへ移動（⽚道+/-2時間）

ロッジにて昼⻝

アフタヌーンボートサファリ(+/-3時間) (ロッジ主催の混載アクティビティ)

 
ロッジにて⼣⻝

    CRESTA MOWANA SAFARI RESORT & SPA STANDARD ROOM 泊
 

+/-10:00

+/-12:30〜
+/-13:00頃

+/-14:30

+/-12:30

+/-15:00(冬期)
+/-15:30(夏期)

+/-19:00

次⾴へ続く



早朝ゲームドライブ(+/-3時間) (ロッジ主催の混載アクティビティ)

ロッジにて朝⻝

ロッジにて昼⻝

 
アフタヌーンボートサファリ(+/-3時間) (ロッジ主催の混載アクティビティ)

 
ロッジにて⼣⻝

 
    CRESTA MOWANA SAFARI RESORT & SPA STANDARD ROOM 泊

DAY 3

MEAL:
朝⻝

昼⻝

⼣⻝

+/-12:30

+/-15:00(冬期)
+/-15:30(夏期)

+/-19:00

MEAL:
朝⻝

DAY 4

早朝ゲームドライブ(+/-3時間) (ロッジ主催の混載アクティビティ)

ロッジにて朝⻝

    
※ロッジチェックアウトは11:00となります。

専⽤⾞+英語ドライバーガイドとロッジを出発   
空港へご案内 
                       
カサネ空港 発

 

+/-06:00

+/-14:00

+/-06:00

ビクトリアフォールズ&チョベ3泊4⽇

+/-06:00


