
訪問国：アルゼンチン・ブラジル・オランダ

実施時期：2016年2月 旅行人数：2名様

参考価格（お一人様）：3,754,350円 現地空港税、燃油サーチャージ込み

日次 都市 交通機関 現地時間
1

大阪（関西）空港 9:15 大阪関西国際空港にて、ロイヤルコレクション空港スタッフとお待ち合わせ

大阪（関西）発 KL-868 11:15
アムステルダム着 15:15

徒歩

徒歩 18:00

アムステルダム発 KL-701 20:55

2 ブエノスアイレス着 6:55

ブエノスアイレス発 AR-1872 13:40

カラファテ着 専用車 17:00
18:00

3 カラファテ 専用車 7:30

プエルト・バンデラス クルーズ船

専用車
カラファテ 18:00

4 カラファテ 専用車 8:00

ボート 昼
午後

専用車
カラファテ 18:00

5 カラファテ
専用車 10:30

カラファテ発 LA-4433 12:55
ブエノスアイレス着 専用車 15:53

20:00
20:30
22:00

専用車 23:30
0:00

6 ブエノスアイレス 専用車 8:00
ブエノスアイレス発 AR-1250 9:45

リオデジャネイロ着 専用車 13:45

18:00

7 リオデジャネイロ 専用車 8:00

午後
専用車 19:00

夜
深夜

8 リオデジャネイロ 専用車 7:30
リオデジャネイロ発 G31460 10:10
イグアス着 専用車 12:13

ロス・グラシアレ
ス国立公園

観光後、カラファテへ戻ります(約80km/約2時間)

空路、ゴル航空エコノミークラスにてイグアスへ【所要：約２時間０３分、時差なし】

ロス・グラシアレ
ス国立公園

ホテル着

ボートに乗って氷河の近くまで▲ミニクルーズをします。 夜：アサード（お席のみ予約）

ご昼食後、「展望台」に戻り、「ペリト・モレノ氷河」を再度ご覧頂きます。

ホテル着＜本日から３連泊です＞

【所要：約３時間２０分、時差なし】

テーブル、壁などが氷のバーで氷のグラスで乾杯！
観光後、ホテルへ戻ります（約50km/約1時間）

着後、日本語ガイドがお出迎え、専用車にてブエノスアイレス市内観光②へご案内

【カラファテ・『ロス サウセス』グランドスイート(135㎡)泊】

※午前と午後にわたり展望台からペリト・モレノ氷河をご覧頂くことで、

【カラファテ・『ロス サウセス』グランドスイート(135㎡)泊】

アムステルダム着
日本語係員がお出迎え、徒歩（約10分）にて空港隣接のホテルへご案内致します

現地ガイドがお出迎え、専用車にてホテルへ（約22km、約30分）

△7月9日通り、△オベリスコ、○コロン劇場、○レコレータ墓地

空路、日本語係員とともにアルゼンチン航空プレミアムエコノミーにてパタゴニア西南部のカラファテへ
観光後、空港へ

KLMオランダ航空ビジネスクラス利用　パタゴニア・リオのカーニバルとイグアスの滝アムステルダム立ち寄り　14日間

【ヒルトン・アムステルダムエアポート（ジュニアスイート/約47㎡）にてご休憩】
日本語係員がお出迎え、徒歩（約10分）にて空港へ
ご出発まではビジネスクラスラウンジでおくつろぎください

昼：×

日本語ガイドがお出迎え、専用車にてご昼食（シュラスコ）とリオデジャネイロ市内観光①へ
【所要：約３時間、時差：＋１時間】 夜：レストラン（お席のみ予約）

昼：×
日本語ガイドがお出迎え、専用車にてホテルへ（約15km、約15分） 夜：レストラン（お席のみ予約）

日本語ガイドがお出迎え、チェックアウト後、専用車にて空港へ（約22km、約30分） 昼：×

観光客が比較的少ない時間帯に「展望台」を訪れ、大迫力の「ペリト・モレノ氷河」をゆったりとご覧頂きます 昼：×

ホテル着

ホテルにてご朝食後、ご出発まではゆっくりとお過ごしください 朝：ホテル

観光後、ホテルへ戻りご休憩

▲氷河クルーズ(VIPサロン）にご案内します。（約5時間） 夜：ホテル（お席の予約）
クルーズ後、カラファテの氷河の歴史や自然について展示されている◎氷河博物館へご案内
★パタゴニアならではのアイスバー氷点下体験をお楽しみください

空路、KLMオランダ航空 ビジネスクラスにてアルゼンチンのブエノスアイレスへ

【機中泊】

夜：ホテル（お席の予約）

日本語ガイドがお出迎え、チェックアウト後、専用車にて空港へ（約3km、約10分）

チェックイン後、ビジネスクラスラウンジでおくつろぎください

空路、KLMオランダ航空 ビジネスクラスにてアムステルダムへ【所要：約１２時間００分、時差：－８時間】

昼：機内食

朝：機内食

【所要：約１４時間、時差：－４時間】

日本語ガイドがお出迎え、専用車にてブエノスアイレス市内観光①へご案内

食事
朝：×

夜：機内食

ホテル発、専用車にて本場のタンゴディナーショーへ
ご夕食

スケジュール

昼：×

専用車にてホテルへお送りします

◎ポンデアスーカル、◎カテドラル、△マラカナンサッカー場
観光後、ホテルへ

【ブエノスアイレス・『アルヴェルア パレス ホテル』ジュニアスイート(約51㎡)泊】

日本語ガイドがお出迎え、チェックアウト後、専用車にて空港へ（約25km、約40分）

タンゴショーをお楽しみください

【リオデジャネイロ・『ベルモンド・コパカバーナパレス』本館ジュニアスイートオーシャンフロント（約60㎡）泊】

朝：ホテル

市内レストラン（中華料理）にてご夕食

朝：ホテル
空路、アルゼンチン航空プレミアムエコノミーにてブラジルのリオデジャネイロへ

専用車にて、ロス・グラシアレス国立公園観光②へ(約80km/約2時間) 朝：ホテル

専用車にて、プエルト・バンデラスへ(約50km/約1時間) 朝：ホテル
終日、★世界遺産★ロス・グラシアレス国立公園観光①へご案内 昼：BOX弁当

http://www.casalossauces.com/en

氷河崩落の瞬間に遭遇するチャンスも２倍に広がります。

◎コルコバードの丘 昼：×
カーニバルに備えてホテルでお休みください 夜：中華料理

ホテル着＜本日から2連泊です＞

○5月広場、○大統領府、○カテドラル、○ボカ地区カミニート

現地ガイドがおすすめのレストランにてアサードのご夕食（※現地にてご精算）
【カラファテ・『ロス サウセス』グランドスイート(135㎡)泊】

日本語ガイドがお出迎え、専用車にてリオデジャネイロ市内観光②へ 朝：ホテル

空路、ラン航空エコノミークラスにてブエノスアイレスへ【所要：約２時間５８分、時差なし】 夜：タンゴショー

ホテルにてご夕食をお召し上がりください（※お席のみ予約/現地にてご精算）

パレードをお楽しみください。
【リオデジャネイロ・『ベルモンド・コパカバーナパレス』本館ジュニアスイートオーシャンフロント（約60㎡）泊】

リオのカーニバル・チャンピオンパレードをお楽しみください
6位→1位の順に登場します。21：30～04：20の予定です。
2日に渡って激戦が繰り広げられた本選を勝ち抜いた上位6チームのエキシビション



9 イグアス 専用車 8:00
ヘリコプター

ボート
イグアス

（アルゼンチン） トロッコ列車

専用車

イグアス 17:00

10 イグアス 午前

専用車 11:00
イグアス発 G31567 13:30
サンパウロ着 専用車 14:55

19:30
21:00

11 サンパウロ 専用車 9:00

12:30
午後

専用車 18:00

サンパウロ発 KL-792 21:10

12
アムステルダム着 専用車 11:50

13:30

ハーグ 16:30

18:00

アムステルダム 19:30

20:00

13 アムステルダム

徒歩 9:00
専用車 11:15

アムステルダム発 KL-867 14:30

14
大阪（関空）着 9:35

ご夕食は現地ガイドおすすめの日本食レストランへご案内（帰国後ご精算）
ホテル着

【所要：約１１時間４０分、時差：－３時間】

到着後、チェックイン。ラウンジでおくつろぎください
空路、KLMオランダ航空ビジネスクラスにてアムステルダムへ

ミシュラン2つ星レストラン「D.O.M.」にてご昼食（現地ご精算）<注>
※お部屋は14時までご利用いただけます 夜：和食弁当

空路、ゴル航空エコノミークラスにてサンパウロへ【所要：約１１時間２５分、時差なし】
日本語ガイドがお出迎え、専用車にてホテルへ

ホテル内レストランBord’Eau（ミシュラン2つ星）にてご夕食（※お座席のみ予約・現地ご精算）

観光後、専用車にてアムステルダムへ戻ります（約73km、約1時間15分）

ホテル着

【アムステルダム・『ホテル ドゥ ヨーロッパ』ジュニアスイート（約40～50㎡）】

イグアスの滝（アルゼンチン側）観光（注）

アムステルダム市内観光（◎アムステルダム博物館/17時閉館） 夜：ホテル（お席の予約）
観光後、専用車にてハーグへ向かいます（約73km、約1時間15分）

ハーグ観光（◎マウリッツハイス美術館/20:00閉館）

朝：機内食
到着後、日本語ガイドがお出迎え、専用車にてアムステルダム市内へ 昼：×

ホテルに戻りご休憩

ご夕食には和食のお弁当をご用意しております

※チェックインは１４時からとなりますが、お部屋がご用意でき次第ご案内いたします。
ホテルにてご夕食をお召し上がりください（※お席のみ予約/現地にてご精算）

着後、ホテルにてゆっくりご休憩ください※

空路、KLMオランダ航空ビジネスクラスにて大阪（関空）へ【所要：約12時間、時差：＋8時間】

【イグアス・『ベルモンド・ホテル ダスカタラタス』スイート（約94㎡）泊】

日本語ガイドがお出迎え、専用車にてサンパウロ市内観光へご案内

朝：ホテル

朝：ホテル
南米最大の商業都市の東洋人街 リベルダージ、イブラプエラ公園、パウリスタ大通りなどをご案内 昼：D.O.M.（お席のみ予約）

【サンパウロ・『チボリ サンパウロ モファレジ』スイートマスターコレクション（約70㎡）泊】

【機中泊】

専用車にて空港へ

着後、チェックイン。ご出発まではビジネスクラスラウンジでおくつろぎください

昼：×
日本語係員がお出迎え、チェックアウト後、専用車にて空港へご案内致します（約30km、約30分） 夜：機内食

ホテルにてご朝食後、ご出発まではゆっくりとお過ごしください 朝：ホテル
日本語ガイドと街歩きをお楽しみください（９時～）

朝：機内食
昼：×

【機内泊】

夜：×

【イグアス・『ベルモンド・ホテル ダスカタラタス』スイート（約94㎡）泊】
ご朝食後、ご出発まではゆっくりとお過ごしください

昼：×
日本語ガイドがお出迎え、チェックアウト後、専用車にて空港へ（約15km、約15分）

終日、世界遺産◎イグアスの滝観光へご案内。日本語ガイドがお出迎え、専用車にてヘリ乗り場へ

（トロッコ列車に乗って悪魔ののど笛と呼ばれるポイントより滝を上からご覧いただきます）

ご到着、通関後、ロイヤルコレクション空港スタッフがお待ちしております
お疲れ様でした

◎＝入場観光 ○＝下車観光（施設等へは入場しません） △＝車窓観光

ヘリコプター遊覧でイグアスの壮大な景色を上空からお楽しみください 昼：×
★さらに、アドベンチャーボートに乗り、水上から迫力あるイグアスの滝の全容に迫ります。 夜：レストラン（お席のみ予約）

ホテルにてご夕食をお召し上がりください（※お席のみ予約/現地にてご精算）

○三国国境地点展望台へご案内
観光後、ホテルへ戻ります（注）

ホテル着

夜：日本食

（注）アルゼンチンとは１時間の時差があります。
ブラジル⇒アルゼンチン：時計を１時間戻して、アルゼンチン⇒ブラジルは時計を１時間進めて下さい

朝：ホテル
ホテルの前の遊歩道を歩いて展望台より迫力のあるブラジル側のイグアスの滝観光をお楽しみください


