
成田空港発着７５８０００円　

一生に一度はアフリカへ行けたらな。でも一人で行くのはちょっと。
というみなさんへ、スペシャルなアフリカツアーのご案内です。
「地球の歩き方」などの旅雑誌や、「なるほどザワールド」「イッテＱ」
などのテレビ番組への撮影コーディネートをこなす現地ガイドと行
く特別プログラムなので本場の野生動物たちにたくさん出会えます。
ケニアのサファリで有名なアンボセリ＆マサイマラの２カ所を滞在
します。移動は特別チャーター機！お友達のマサイマラの村長さん
と子どもたちとも交流できるかも。ホテルはサファリの中にある高
級ホテル。朝、大草原を目の前に鳥のさえずりやカバの鳴き声で目
覚めます。少人数ののんびり優雅でリッチな旅です。

アフリカ・ケニア
感動の旅８日間

2017年 ８月 24日(木)～ 31日(木)

 ※サファリカーの乗車人数、外国為替変動により代金が増減することがあります。

，●
●

※燃油サーチャージ・日本海外空港税・ビザ代・当日あべ弘士さんへ謝礼などは
　別途かかります。
※１人部屋は追加料金がかかります。

●定員１８名

●プランニング開 (松村）
kai2@alpha.ocn.ne.jp
TEL090-6843-7076/TELFAX022-276-8840
〒981-0931 仙台市青葉区北山 1-5-22 

①旅行に参加ご希望の方は、まずは申込書にご記入いただき
  メール kai2@alpha.ocn.ne.jp もしくは FAX022-276-8840 で
　申込書とパスポートの顔写真ページをお送り下さい。
②１週間以内に松村から受付完了の返信をいたします。
　（返信がない場合は、お手数ですが 090-6843-7076 松村までお電話に
　てお問合せ下さい。）
③至急飛行機の予約をします。
④その後、詳しい参加詳細をお送りいたします。
(混雑時のため飛行機 &ホテルの予約が困難です。旅行２か月前まではキャンセル料 
 がかかりませんので、行く可能性がある方はまずはお申込み下さい。)

※お問合せはプランニング開松村
  までお気軽にどうぞ。

●お申込み・お問合せについて



 

 
	  
アフリカケニア感動の旅８日間	 	 
期間：2017 年 8 月 24 日（木）～31 日（木）	 
日付	 時間	 スケジュール	 食事	 

朝	 昼	 夕	 
８月 24 日	 

(木)	 

	 20:00	 20:00 成田空港集合	 22:00 成田空港発→ドバイ 03:40(8/25)着	 

ドバイ 10:25(8/25)発→ナイロビ 14:25(8/25)着	 
	 	 	 

8 月 25 日

（金）	 
14:25(EK)	 
	 

	 15:15	 
	 19:30	 

ナイロビご到着（EK719 便にて）	 
弊社専用車とガイドが空港へお迎えにあがります	 
アンボセリ国立公園へ向けご出発（約 5時間）	 
キリマサファリキャンプにチェックイン	 

ご宿泊：Amboseli	 /Kilima	 Safari	 Camp	 

	 	 ○	 

8 月 26 日

（土）	 
	 終日アンボセリにてお過ごしください	 

早朝・午後のゲームドライブ	 
（アフリカ最高峰キリマンジャロのもと、ゾウの大群サファリをお楽しみ下

さい。	 
キリマンジャロの雪解け水でできたスワンプは水鳥の楽園です）	 
	 ★マサイ村訪問	 

ご宿泊：Amboseli/	 Kilima	 Safari	 Camp	 

○	 ○	 ○	 

8 月 27 日

（日）	 
	 06:30	 
	 08:30	 

	 09:00	 

	 10:15	 

	 

	 15:30	 
	 18:30	 

ご朝食後、軽くサファリしながらアンボセリ滑走路までお送りします	 
軽飛行機（チャーター便）チェックイン	 
マサイマラに向けてご出発（直行）	 
マサイマラ（Kichwa	 airstrip）ご到着	 
キチュワテンボの車両がお待ちしています	 
ご昼食はロッジにて	 
午後のゲームドライブ	 
ロッジに戻りご夕食	 

ご宿泊：Masai	 Mara	 /Kichwa	 Tembo	 	 

○	 ○	 ○	 

8 月 28 日

（月）	 
	 06:30	 

	 

	 

	 

	 

	 11:30	 
	 	 

ピクニックブレックファーストをもってゲームドライブ	 
（ちょうどこの季節はタンザニアから移動してきたヌーの群れが河渡りする	 
時期です。ライオン、チーター、ヒョウなど肉食獣の動物層が充実し	 
マサイマラ動物王国をお楽しみ頂けます）	 
早朝ゲームドライブのあと、キチュワテンボに戻りムパタへ移動	 
Mpata	 Safari	 Club にチェックイン	 
ご昼食はロッジにて	 
午後のゲームドライブ	 
ご夕食はロッジにて	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ご宿泊：Masai	 Mara	 /Mpata	 Safari	 Club	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

○	 ○	 ○	 

8 月 29 日

（火）	 
	 06:30	 
	 
	 

	 

	 11:00	 
	 12:30	 	 
	 15:00	 
	 18:30	 

朝食ボックスをもってマサイマラの原生林デュポトの森へ向かいます	 
森のウォーキングサファリなど	 
森のなかでピクニック朝食	 
デュポトの森の長老、青年団、マサイ学校の子ども達と再会、植樹交流など	 
ムパタに戻りご休憩、	 
ご昼食	 、ご休憩	 
午後のゲームドライブ	 

ムパタに戻り、ご夕食	 
＊ウォーキングサファリ	 	 
＊マサイ学校訪問植林	 	 	 	 

ご宿泊：Masai	 Mara	 /Mpata	 Safari	 Club	 

○	 ○	 ○	 

8 月 30 日

（水）	 
	 06:30	 
	 08:30	 
	 09:00	 
	 09:45	 
	 
	 10:30	 
	 11:30	 
	 12:30	 
	 14:00	 
16:35(EK)	 

ご朝食	 
軽飛行機（チャーター便）にチェックイン	 
ナイロビ・ウィルソン空港に向けてご出発	 
ナイロビご到着	 
弊社専用車がお迎えにあがります。	 
ウタマドゥーニへ移動、お土産ショッピング、パッキング	 
日本食お弁当でご昼食	 
空港に向います	 
ジョモケニヤッタ空港ご到着	 
ナイロビご出発（EK720 便にて）	 

○	 ○	 	 

８月 31 日	 

（木）	 

	 

	 

	 17:35	 

ナイロビ 16:35(8/30)発→ドバイ 22:40(8/30)	 

ドバイ 02:50(8/31)発→成田 17:35(8/31)	 

成田空港着	 

	 	 	 

	 



●ケニアの旅の楽しみ方 その②交流
サファリは早朝と夕方に行くので、昼間は自由時間。この時間を利用
して、マサイの村や小学校に交流に出かけます。マサイの女性達がつ
くったビーズ細工の青空マーケットや、歓迎の踊りや歌での交流。お
宅に訪問したり象が出産しにくるという森に出かけたり、子ども達と
植樹をしたり、普通では体験できないスペシャルプログラムです。

小学校訪問

これぞ青空マーケット

象が出産しにくるというデュポトの森マサイのお宅訪問

子どものかわいさは世界共通

子ども達と歌で交流

マサイの女性はおしゃれ



●ケニアの旅の楽しみ方 その①サファリ
サファリツアーは１日に早朝と夕方の２回オープンサファリカーに
乗って行きます。今回は象の集団が見られることで有名な「アンボセ
リ国立公園」とライオンの王国と呼ばれ、ヌーの大移動やカバやサイ
を見ることもできる「マサイ・マラ国立保護区」の２カ所で計７回の
ゲームドライブを楽しみます。ビッグ５（ライオン ,ヒョウ ,チーター ,
サイ , ゾウ , バッファロー）に会えるか楽しみです。

野生のライオンは圧倒的にかっこいいハネムーン中のライオン

ヌーの大移動シマウマのきれいな模様

大自然の中で食べる朝食は最高

滅多に見れないクロサイチーターの兄弟

キリマンジャロとキリン

迫力あるゾウ 泳ぐカバ

サファリカーのすぐ近くに動物が

ヌーの大移動



●ケニアの旅の楽しみ方 その③ホテル
国立公園内にあるホテルは豪華リゾートホテル！
丘の上や大自然の中にあり、絶景です。朝、カバの鳴き声で目が覚め
たり、ホテルのすぐ近くまでゾウが遊びにくるかも。
レストランも充実。フレンチなど豪華食事を楽しめます。
広いプールやジャグジーもあり、のんびり優雅に過ごせます。

①キリマサファリキャンプ

②キチュワテンボ

③ムパタサファリキャンプ

アンボセリ国立公園内にある Kilima Safari Camp は、キリマ
ンジャロの麓にあります。
ロッジには蚊帳付きの四柱式ベッド、シーティングエリア、
専用バスルームが備わります。
併設のレストランではビュッフェとアラカルト料理を提供し
ています。

マサイマラ国立保護区にあるキチュワテンボは、予約するのが難しい大人気のテン
トホテル。テントと言っても超豪華リゾートホテルです。マラ河が見渡せる絶景は、
朝、鳥のさえずりやカバの鳴き声で目覚めます。

作家や俳優など著名人、文化人に愛されるケニア初の会員制サ
ファリ・ロッジ。マサイマラ国立保護区に隣接する「オロロロの丘」
の上。果てしなく広がるサバンナの眺望、名シェフ三國清三氏の
指導に寄る質の高い食事、曲線を活かした渦巻き状のユニークな
デザインの建物は、日本を代表する建築家、鈴木エドワード氏の
設計。ロビーや室内に置かれた家具や調度品はすべてオリジナル。
２３室だけのプライベート空間です。


