
 

 

2022 年 

コンドルトラベルペルー社主催 

7 日間混載ツアー 
 
 

※当ツアーは、ペルーの Condor Travel 社が募集している英語ガイドによる混載ツアー

です。お申し込みとツアー代金のお支払いは直接 Condor Travel 社にて米ドル建てにて

受け付けております。 

ペルーの Condor Travel 社リマオフィスに勤務する日本人スタッフへ、日本語にてお問

合せください。 

日本からペルーへの国際線航空券及び、ペルー国内線航空券は、株式会社コンドルトラ

ベルジャパンにて、お手配が可能です。お気軽にお申しつけください。 
 
 

2022 年 1 月～12 月の出発確定済ツアーのリマ集合日およびリマ出発日 
 

出発月  
リマ集合日 リマ出発日 

土曜日 金曜日 

1月 8 日 14 日 

2月 12 日 18 日 

3月 12 日 18 日 

4月 2 日 8 日 

5月 7 日 13 日 

5月 28 日 3 日 

6月 11 日 17 日 

6月 25 日 1 日 

7月 16 日 22 日 

8月 6 日 12 日 

9月 3 日 9 日 

10月 8 日 14 日 

11月 12 日 18 日 

12月 10 日 16 日 

 

TRIP SUMMARY  
Day 行程 宿泊地 食事 

1 ご自身にてお手配いただく国際線フライトにて、リマへご到着 リマ なし- 

2 リマ：市内観光 リマ 朝 

3 リマ―クスコ ご自身にて手配いただく国内線フライトにてクスコ

へ移動 （クスコ着後オプションツアー手配可能） 

クスコ 朝 

4 クスコ：終日聖なる谷観光 ウルバンバ 朝・昼 

5 日帰りマチュピチュ入場観光 クスコ 朝・昼 

6 クスコフリータイム（オプションツアー手配可能） クスコ 朝 

7 クスコ―リマ： クスコにてツアー解散。ご自身にてお手配いただ

く国内線フライトにてリマへ移動後、国際フライトにてご出発 

- 朝 



 

 

 

DETAILED ITINERARY（日程表） 
 
 

Day 1: リマ到着 
 

ご自身で手配された国際線航空便にてリマ空港へご到着。係の者がお出迎えしホテルへご案内いたしま

す。到着後、お困りのことがあれば、日本人スタッフが電話でご対応いたします。 

 

宿泊： リマ市内ホテル（最後のページのホテルリストをご参照ください。） 

食事： なし （この日は食事はツアー代金に含まれておりません） 

 

Day 2:リマ 
 

ホテルにてご朝食. 
 

半日リマ市内観光 

「王の都」と呼ばれるリマ市の近代的な部分と植民地時代の部分を、ミラフローレス地区とサン・イシ

ドロ地区を起点に訪問します。また、インカ時代の聖地であるワカを訪れます。その後、ミラフローレ

スのパルケ・デル・アモール（恋人たちの公園）に立ち寄り、太平洋を見渡す素晴らしい景色を堪能し

ます。また、大統領官邸、大司教館、リマ市庁舎、大聖堂などがあるメイン広場を中心とした歴史地区

と、植民地時代の最大級の修道院を見学します。 

 

 
 

宿泊： リマ市内ホテル（最後のページのホテルリストをご参照ください。） 

食事： 朝食（この日は朝食が含まれています。昼食、夕食はご自身で。別途ガイドまたは当社スタッ

フに手配をご依頼いただくことができます。） 

 

 
 

Day 3: リマ‐クスコ 
 

ホテルにてご朝食後、フライトの時間に合わせて、係の者が空港へ送迎いたします。 

お薦めのフライト:午前 9 時または 10 時発（例: LA2047 LIM/CUZ Departure 0930 – Arrival 1053) –ツアー代

金に含まれておりません  

 

 



 

 

 

終日クスコにてフリータイム 

インカ時代の素晴らしい建築物の跡地に建てられた、この美しいコロニアル都市の魅力をお楽しみくだ

さい。見逃せないのは 太陽の神殿（コリカンチャ）、職人の街サンブラス、カテドラル、インカの要塞

サクサイワマン.  

 

有料オプションツアー:（詳細と料金は最終ページをご確認ください） 

半日遺跡観光と市場での買い物ツアー（午後出発：2 名様より催行） 

帝都として知られ、ユネスコの世界遺産にも登録されているクスコの街を訪れます。ここでは、現代の

クスコの色、味、伝統を探求することができる地元の象徴的な市場、サンペドロ市場からツアーを開始

します。コリカンチャ寺院は、古代インカの宮殿であり、太陽神の信仰の中心地です。この寺院の上に

は、ドミニコ修道会が教会を建て、現在も残っています。続いて、インカの軍事建築の代表格であるサ

クサイワマン要塞を訪れます。その後、インカの重要な儀式が行われたケンコー遺跡を探索します。 最

後に、アルマス広場に到着し、街で最も重要な寺院であるカテドラルを見学します。 
 

宿泊： クスコ市内ホテル（最後のページのホテルリストをご参照ください。） 

食事： 朝食（この日は朝食が含まれています。昼食、夕食はご自身で。別途ガイドまたは当社スタッ

フに手配をご依頼いただくことができます。） 

 

 

Day 4: クスコ―ウルバンバ（聖なる谷） 
 

ホテルにてご朝食.  

 

終日聖なる谷ツアー 

チンチェロに向かい、PARWA センターを訪問します。ここでは美しい織物を鑑賞し、購入して持ち帰る

こともできます。その後、1607 年にスペイン人によって建てられ、現在も残っているチンチロ教会を訪

れます。チンチロの遺跡では、テラスや水道橋が建設されたインカの重要な中心地を見学します。その

後、ラッキ・ビューポイントに立ち寄り、インカの聖なる谷の全景を眺めます。昼食は地元のレストラ

ンでお召し上がりいただきます。その後、オリャンタイタンボの町に向かいます。オリャンタイタンボ

には、同じ名前を持つインカの要塞があります。この場所は、1538 年にマンコ・インカがスペイン軍を

打ち破った場所であり、歴史的に重要な場所です。その後、オリャンタイタンボの町に下ります。 

オリャンタイタンボの町は、インカ時代の都市計画の一部を今でも維持していることで際立っており、

いくつかの建物と狭い石の路地があります。町の見学や地元の市場を訪れることができます。 

 



 

 

 

 

宿泊： ウルバンバ市内ホテル（最後のページのホテルリストをご参照ください。） 

食事： 朝食＆昼食（この日は朝食と昼食が含まれています。夕食はご自身でお手配ください。別途ガ

イドまたは当社スタッフに手配をご依頼いただくことができます。） 

 

 
 

Day 5:ウルバンバ（聖なる谷）―マチュピチュ―クスコ 
     

ホテルにてご朝食. 
 

バスにてオリャンタイタンボ駅へ送迎。列車にてマチュピチュ村へご出発。   

(*) 列車の時刻は確定後のご案内となります。  
 

終日マチュピチュツアー  

世界で最も重要なエネルギーの中心地のひとつであるマチュピチュを訪れます。マチュピチュ。プロの 

ツアーガイドが、神秘的で魅惑的な場所にまつわるすべての歴史を教えてくれ、忘れられない体験とな

るでしょう。ガイドツアーが終わったあとは、ご自身で遺跡を散策したり、リラックスしたり、瞑想し

たりするための自由時間があります。お約束の時間にマチュピチュ村まで下り、昼食をとり、午後には

列車に乗って帰路につきます。 

 

 

マチュピチュ村からオリャンタイタンボへ、列車にてご出発。到着後、バスにてクスコへ。 

(*) 列車の時刻は確定後のご案内となります。 

 

宿泊： クスコ市内ホテル（最後のページのホテルリストをご参照ください。） 

食事： 朝食＆昼食（この日は朝食と昼食が含まれています。夕食はご自身でお手配ください。別途ガ

イドまたは当社スタッフに手配をご依頼いただくことができます。） 



 

 

 

Day 6: クスコ 

 

ホテルにてご朝食. 
 

終日フリータイム  

美しい景色、絶景、小さなコミュニティ、地元の野生動物を観察する機会など、ユニークな体験をお楽

しみください。冒険があなたを待っています。  

 

 

有料オプションツアー:（詳細と料金は最終ページをご確認ください） 

終日ビニクンカ レインボーマウンテンツアー (混載) – (2 名様より催行) 

早朝にクスコのホテルを出発し、南谷を越えてクシパタに向かいます。そこからプラワシパタに移動し、

散策を開始します。準備のための時間を経て、虹の山と呼ばれるビニクンカへのハイキングルートを開

始します。この場所は、その鮮やかな色と自然の美しさであなたを驚かせるでしょう。ここでは、写真

を撮ったり、この場所のエネルギーを感じたりすることができます。最後に、出発点まで歩いて戻りま

す。最後に、クスコのホテルまでお送りします。 
 

パルコヨツアー (混載) – (2 名様より催行) 

モンターニャ・コロラダとして知られているパルコヨは、ヴィルカノタ山脈の山並みに沿って示されて

いる驚くべき自然の形成であり、通常、この場所の主なアトラクションであるアプ・アウサンガテを囲

むルートを歩くアトラクションの一部となっています。アウサンガテ山は、アンデスの世界では「聖な

る山」または「山の精」と考えられており、インカ帝国以前の時代から崇拝されてきた場所であり、現

在まで続いています。この機会に、私たちはパルコヨ山に向かって歩き、このカラフルな場所に 1 日で

到達することができます。このルートでは、4,000 メートル以上の高さを歩き、素晴らしい風景、この

地域特有の動植物、そして何よりも、ルートの様々な場所から常にアプ・アウサンガテを臨みながらの

ハイキングとなります。 
 

ウマンタイラグーンツアー (混載) – (2 名より催行) 

早朝にクスコを出発し、トレッキングの出発点であるソライパンパに向かいます。途中、標高 2100m の

リマタンボを通過します。リマタンボは、インカ帝国時代にクスコ市への重要なアクセスポイントでし

た。ここでは、チンチャイスーヨに向かう人々の休憩所となっていたタラワシの考古学的な遺跡を見る

ことができます。その後、アプリマック川の右岸に沿って、ソライパンパまで移動します。ここからは、

フマンタイ・ラグーンを目指して山を登ることになります。到着後は、この素晴らしい場所の素晴らし

い景色を堪能し、リラックスした雰囲気を味わうことができます。出発前には、ラグーンの周りで写真

を撮る時間があります。その後、ソライパンパに戻り、ホテルに戻るための交通機関が待っています。 
 

 



 

 

宿泊： クスコ市内ホテル（最後のページのホテルリストをご参照ください。） 

食事： 朝食（この日は朝食が含まれています。夕食はご自身でお手配ください。別途ガイドまたは当

社スタッフに手配をご依頼いただくことができます。） 

 

 

Day 7: Friday: クスコ―リマ 
 

ホテルにてご朝食 
 

ご自身でお手配いただいた航空便の時間に合わせて、クスコ空港へ送迎いたします。 

航空便は、ツアー代金に含まれておりません。 
 

食事： 朝食（この日は朝食が含まれています。夕食はご自身でお手配ください。別途ガイドまたは当

社スタッフに手配をご依頼いただくことができます。） 

  

**END OF OUR PROGRAM** 
 
 

ツアー代金 
以下の価格は、2022 年の料金に基づくお一人様あたりの価格であり、ホテルの空室状況によって異なり

ます。 
Minimum 02 passengers – Jan-Dec 2022 

 お 2 人部屋利用の際のお一

人当たり料金 (米ドル) 

シングルルーム追加料金 

(米ドル) 

スタンダードクラス  594.00 210.00 

スーペリアクラス 764.00 333.00 

 

*このプログラムには特別な条件が適用されます。予約、支払い、キャンセルポリシーの詳細について
は、担当者にお尋ねください。* 
 

** グループ人数：1 グループ最大 16 名。一部の共有サービス（ツアー、列車、バス送迎）はより大き
なグループに合流することがあります。 
** 
 

有料オプションツアー料金表 (米ドル) おひとり様当たりの料金 

半日遺跡観光と市場での買い物ツアー（混載） 59.00 

終日ビニクンカ レインボーマウンテンツアー (混載) 56.00 

パルコヨツアー (混載) – (2 名様より催行) 83.00 

ウマンタイラグーンツアー (混載)  83.00 

 

 

 

 

 



 

 

ホテルオプション 
HOTELS BY 

CATEGORY 
スタンダードクラス スーペリアクラス 

リマ 
Arawi Express or Similar 

Standard room 

Pullman Miraflores or Similar 

Standard room 

ウルバンバ 
 Hotel Hacienda del Valle or Similar  

Standard room 

 Casa Andina Premium Sacred Valley or Similar  

Standard room 

クスコ 
Sueños del Inka or Yawar Inka or similiar 

Standard room  

Casa Andina Premium Cusco or Similar 

Standard room 

*ホテルは各宿泊地の空室状況により変更される場合があります。 

 
  

カーボンボンド： このプログラムでは、お一人様 10 米ドルの追加料金で、1 トンに相当するカーボンボ

ンドを購入することで、旅行中の二酸化炭素排出量をオフセットすることができます。これにより、ペ

ルー・アマゾンの自然保護プロジェクトに貢献することができます。 

お申し込みは、担当者まで。 

 

コンドル・アシスタンス（本プログラムに含まれるもの） 

コンドル・アシスタンスは、この旅程に含まれる国々をカバーする、無料の緊急援助プログラムです。

1 回の電話で、追加料金なしに、総額 4,000 米ドルまでの補償を受けることができます。 

*注：70 歳以上の方は 1 日 1 ドルの追加料金が必要です。 


