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ニュージーランド・トレック フリープラン

2007.07.12現在

【受注型企画旅行・手配旅行で行くニュージーランド・フリープラン】

お問い合せ・お申し込みは･･・・・・株式会社アトラストレック
オーダーメイドの個人旅行でニュージーランドの観光、ハイキング、トレッキング、
登山などを楽しむことができます。また、ニュージーランド各地域の豊富な経験を持
つハイキングガイドや山岳ガイドの手配も可能です。お客様オリジナルの行程や日
程から、各地をベースとした各ガイドウォークまで、いずれもお一人様からの出発
が可能です。
■オーダーメイドプランの具体例（ニュージーランド北島・南島を例に）■
海外線と美しいビーチを楽しむなら北島の「ノースランド」
、
「コロマンデ
ル」あるいは南島の「ネルソン＆マールボロ」地方など。北島の火山地帯で知
られる「トンガリロ」や「タラナキ」
、南島のクライストチャーチ、メスベン
などをベースとする「カンタベリー地方」
、ニュージーランド最高峰マウント
クックの周辺、クイーンズタウン、ワナカなどベースに「ルートバーン・トラ
ック」、テ・アナウなどをベースに「ミルフォード、ホリフォード・トラッ
ク」で知られる「フィヨルドランド地方」など。
”トランピング”と呼ばれる
ハイキング・トレッキングからマウント・アスパイアリング、マウント・クッ
クなどの本格的なガイド登山まで。お一人様だけでのプランから、お仲間やハ
イキングクラブ、登山同好会、山岳会単位でご出発いただくグループ旅行をご
手配いたします。
現地人山岳ガイドや日本人国際山岳ガイドを雇用するガイド登山などの手配
も可能です。
旅行代金の算出の基本は、往復の航空運賃＋現地各国際空港～各地間送迎車
手配代金＋各地宿泊代金(1泊のホテル代金Ｘ泊数)＋各地間の交通代金（送迎車、
国内線航空機）＋その他の手配代金＋各種手数料（手配実費の10～１5％相当額）
等々の合計で、これを参加人数に応じて算出します。
また、受注型企画旅行契約の場合、ご旅行代金を包括（合計金額の表示で）
してご請求いたします。

営業時間 平日/10：00ａｍ.～6：00ｐｍ. 土曜日/10：00ａｍ.～3：30ｐｍ.
《東京》〒160-0008 東京都新宿区三栄町25番地三栄ハウス202
電話： ０３－３３４１－００３０ FAX： ０３－３３４１－９２００
振込先：
三菱東京UFJ銀行
四谷支店 普通４７６２９７５
みずほ銀行
四谷支店 普通１１３９９９６
《大阪》〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目4番5号中央谷町ビル501
電話： ０６－６９４６－９１１１ FAX： ０６－６９４０－３７９９
振込先：
三井住友銀行
堂島支店 普通６６５９１３０
三菱東京UFJ銀行
堂島支店 普通３９５２３８０
《名古屋》〒464-0807 名古屋市千種区東山通り5丁目113番地ｵｰｸﾗﾋﾞﾙ6F
電話： ０５２－７８８－２４２２ FAX： ０５２－７８８－２４２３
振込先：
三菱東京UFJ銀行
藤ヶ丘支店 普通２５７７８３４
１．旅行プランの作成
旅行契約は、「受注型企画旅行契約」と「手配旅行契約」の２種類があります。
どちらの旅行契約もお客様のご要望、リクエストにそって旅行をプランニングして
まいりますが、両者の大きな違いは、受注型企画旅行は一般的な募集型企画旅行
（パンフレット等で募集する一般的なツアー）に準じた、｢旅程管理｣「特別補償」「旅
程保証」の対象となり、手配旅行はこれらが対象外となる点です。

■出発日 ： １１月～３月の間 （トレックシーズン）
■出発地 ： 東京（成田）･大阪（関空）・他各地
■予定航空便 ：
ニュージーランド航空（NZ）、カンタス・オーストラリア航空（QF）、シンガポール航
空（SQ)、大韓航空（KE)など、お客様のご希望とご都合によりお選びいただけま
す。
■利用予定ホテル：
ホテルリストを参照下さい。お客様のご希望によりお選びいただけます。

ニュージーランドの山旅は、個人による自由なトレックから、現地の会社がコース
を設定し募集する、現地ガイド同行の「ガイドウォーク」に参加するというスタイルが
ポピュラーです。特に南島で人気の高い「ミルフォードトラック」「ルートバーントラッ
ク」などは、ニュージーランドの自然保護省（DOC）により“グレートウォーク“と呼ば
れ、入山が1日４０人と制限された完全予約制となっています。
予約が必要なシーズンは１０～４月中旬までで、12月、1月は特に混雑すること
から３ケ月前の予約が望ましいとされています。
各ガイドウォークの料金は、本パンフレットＰ４を参照下さい。
各ガイドウォークの申込みは、予約金お一人様、NZ$200（約￥19,600）の支払い
を持って完了いたします。空き状況等を早めにお問い合わせ下さい。
予約後すぐに、キャンセル料が発生します。予めご了承下さい。

モデル日程

モデルとなるガイドウォーク各コース

NO

都市名

１

東京（成田）・関空発
（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ航空
以外は各地経由）
クライストチャーチ
（オークランド）

２

□□□□

３

□□□□
○○○○

４

○○○○

X

○○○○
クライストチャーチ発
オークランド着

X

オークランド
（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ航空
以外は各地経由）
東京（成田）・関空着

時間 交通機関
午前
午後
午後
夕方
夜

航空機
航空機
送迎車

摘要
空路、クライストチャーチやオークランド
へ。到着後、送迎車等にて各宿泊施設ヘ
向かいます。
【クライストチャーチ他泊】

【各地ホテル・山小屋泊】
移動日。
【各地ホテル・山小屋泊】

食事

機食

朝食
夕食
朝食
夕食

【各地ホテル・山小屋泊】

朝食
夕食

朝 （送迎車） クライストチャーチよりオークランドへ。
午前 航空機
午後
【オークランド泊】

朝食
機食

朝
航空機
夕方

空路、帰国の途へ。空港到着後、解散で
す。

ミルフォード・トラック 現地発着４泊５日間
＊「世界一美しい散歩道」で知られるNZの代表的なトレックコース
11月＆4月(Lowシーズン) NZ$1,590（約￥155,820）
12月～3月（Highシーズン） NZ$1,740（約￥170,520）
発着地：クィーンズタウンまたはテ・アナウ
上記は相部屋利用の場合の料金です。個室をご利用の場合は１部屋につき
NZ$700（約￥68,600）の追加代金が必要となります。
ルートバーン・トラック 現地発着２泊３日間
＊NＺ随一の山岳展望トレックコース
11月＆4月(Lowシーズン) NZ$990（約￥97,020）
12月～3月（Highシーズン） NZ$1,120（約￥109,760）
発着地：クィーンズタウンまたはテ・アナウ
上記は相部屋利用の場合の料金です。
グランド・トラバース 現地発着５泊６日間

朝食
機食

※天候・現地事情等により、日程・宿泊先等が予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

●企画・募集・実施： 株式会社アトラストレック
〒160-0008 東京都新宿区三栄町25番地 三栄ハウス202 総合旅行業取扱管理者 浅井 武
-----------------------------------------------------------------------------国土交通大臣登録旅行業1167号 (社)日本旅行業協会正会員
（社）日本山岳ガイド協会賛助会員

＊グリーンストーントラック＋ルートバーン・トラック
11月＆4月(Lowシーズン) NZ$1,340（約￥131,320）
12月～3月（Highシーズン） NZ$1,480（約￥145,040）
発着地：クィーンズタウン
上記は相部屋利用の場合の料金です。
■詳細はＰ４を参照下さい。
■上記ガイドウォーク各プログラムは、現地ガイドウォーク会社（Ultimate Hikes社/
コロミコトレック社）主催の募集ツアーです。
■円 ←→ NZドル換算レート

ＮＺ＄１＝約９８円 （２００７年７月１２日現在）

■ ご依頼からご出発までの流れ

「受注型企画旅行契約の場合」

１、ご希望のプラン
ご旅行の簡単なプランをお電話・お手紙・ファックス・Ｅ-メールにてお聞か
せください。
（お名前、ご連絡先、ご希望地域、ご出発日、ご帰国日、予定の
ご参加人数、現地でのご希望等、ガイドの有無など）
↓

降機することも可能です。
３
シンガポール航空
＊比較的お求め安い料金が魅力。シンガポール経由。
４
大韓航空
＊ソウル経由。シンガポール航空と同様、比較的お求め安い料金が魅力。
＊航空券料金が安い出発日や年末年始等のピークシーズンは予約がとりにく
いことがあります。ご出発日、ご帰国日だけでも早めに決めて準備されるこ
とをお勧めします。上記以外の航空便も手配が可能です、ご相談下さい。

２、モデル日程と見積書の作成

３．現地交通について
各地でバス、タクシー、レンタカー、国内線航空機、船等々、ご希望に応じて
ご希望のプランにあわせてモデル日程と旅行代金の見積もりを作成いたします。
アレンジが可能です。
お見積の計算は外貨送金レートを基準に計算いたします。
４．宿泊について
↓
経済的なホテル（☆なしあるいは１つ☆）から、５つ☆まで、ご希望に応じて
予約いたします。全て日本で予約し、日本でお支払いが前提条件となります。
３、日程、手配内容、料金の確認
クーポン券または予約確認証（日本渡し、または現地渡し）をご用意いたします。
山小屋の予約も可能です。
作成した日程と見積もりを再度ご確認ください。ご希望に沿ってさらに調整を
５．ガイド付のハイキングや登山について
いたします。
↓
ニュージーランド各地の認定ガイド、および日本人ガイドがご案内します。夏
のシーズンは多くのガイドの需要があり、現地で急に手配することは大変困難
４、お申し込み
です。各地ガイド組合への予約代行もさせていただきます。ハイキング、トレッ
クのガイドも同様です。
日程内容が決定しましたら正式なお申し込みです。申込書のご送付と、お申込
６．その他の手配について
金お一人様５０，０００円を銀行口座にお振込み下さい。急なご都合の変更等
１．から５．の諸手配以外にも、現地国際空港での日本語アシスタント、長期
にも対処できる時間的な余裕があるとさらに安心です。また、年末年始やピー
滞在者向きのアパート・コンドミニアム予約、ヘリコプター遊覧まで、みなさま
ク時の手配はご希望の航空機便等の予約がとれない場合もございますので、お
のご用命に応じて、各種手配を承ります。
早めにお申込み下さい。
７．海外旅行保険について
■ 旅行申込書
旅行中の全ての日程を補償するもので、傷害本体のみではなく、救援費用
「旅行申込書」をご記入の上、お送り下さい。申込金、旅行代金等は「旅行申込書」
等にも有効な疾病特約の付保をお勧めします。
をご送付いただきました、上記各営業所の銀行口座宛にお振込み下さい。
８．一般的な旅行代金計算の基礎資料について
旅行申込書、申込金が到着次第、必要な書類及び海外旅行保険のご案内をお送
別表、航空券料金表、宿泊料金表、定期バス、送迎車料金表、ガイド料金表、
りいたします。
↓
各ガイドウォーク費用等々をご参照下さい。
５、渡航準備
ご旅行に必要な旅券（パスポート）の取得、海外旅行保険申し込み等の準備を
始めます。
■ 海外旅行保険 万一の事態に備え、海外旅行保険のご加入をお勧め致します。
↓
６、手配の開始
お申し込み内容に基づき手配を開始させていただきます。
↓
７、ご旅行代金のお支払い
手配完了時にご請求書をお送りし、旅行代金の残金をお支払いいただきます。
（ご出発の約1ヶ月前）
。混雑状況等によりキャンセル待ちなどの手配途中の場
合でも旅行代金のお支払いをお願いする場合がございます。
↓
８、最終書類のご送付
ご出発の約10日前～1週間前頃までに最終のご案内書類をお送りいたします。
ご旅行の内容をご確認ください。不明な点等ございましたら、お気軽にお問い
合わせください。ご希望があれば出発説明会も、随時開催致します。
↓
９、ご出発
ご自分で作る旅に出発です。国内の出発空港にて係員がお待ちしております。
２．航空機（航空会社）について
便利なニュージーランド航空、比較的経済的なアジア系航空会社など選択
が可能です。下記の４つ（１ から ４ まで）をご検討下さい。
１
２

ニュージーランド航空（成田・関空発着のみ）
＊クライストチャーチ直行便、クライストチャーチ経由オークランドなど。
カンタス・オーストラリア航空
＊メルボルン、ブリスベン、シドニー各地を経由。オーストラリアに途中

９．旅行代金の出し方（その１）
ご相談しながら、ご希望に応じたオリジナル・プランを作成し、日程案をご案
内し包括で旅行代金をお見積するもので、 旅行契約のタイプは、「受注型企
画旅行」となります。
２．の航空券から６．のその他手配まで、各要素を全て包括してご案内する
場合です。ガイド料等をも含めて、組み合わせのパッケージとお考え下さい。
この場合には、日程内容に沿って見積書・モデル日程表をお作りいたします。
この方法でご旅行代金を算出いたしますと、ご旅行全体が(株)アトラストレック
の責任範囲となり、現地での事故等に際しての特別補償規程（海外２，５００万
円）が適用され、日程内容が旅程保証、旅程管理の対象となります。
旅行代金の出し方（その２）
お客様のお決めになった日程に従って、それぞれ航空機、宿泊、交通等々
をご手配申し上げるものです。旅行契約のタイプは、「手配旅行」となります。
（その１）の「受注型企画旅行」とは異なり、お客様がご自分でご用意の諸日
程表または、ご指示に従い、１．の航空券から７．の保険まで、お客様が必要
な各項目を組み合わせて、手配させていただくものです。
ご依頼をいただき、ご予約を開始させていただいた時点で、申込金50,000円
と申込書を頂戴いたします。この申込金は旅行代金に充当させていただきま
す。このご旅行では、それぞれの項目についてアドバイスは申し上げますが、
特に弊社で作成する日程表や現地資料を差し上げることはございません。ご
出発前に空港集合のご案内、航空券、宿泊券、現地各種予約確認書等々をお
渡し致します。
この場合には、組み合わせ手配総額の約10％を手配手数料として頂戴いた
します。また、現地への各種送金、通信、予約証の郵送費等々に係わる送金
通信費としてお一人様 ５，０００円を頂戴いたします。
（例）

旅行実費 （航空券代金＋現地交通代金＋宿泊代金＋ガイド手配等）
（それぞれの項目ごとに、単体で金額を明示いたします）
＋手配手数料（旅行実費×１０％）
＋航空券空港受け渡しサービス等実費
＋送金通信費（￥５，０００）
＋海外旅行保険料
ご請求合計額

★取消料等詳細は（その１）
（その２）ともに別表「ご旅行条件（受注型企画
旅行・手配旅行）
」をご覧下さい。

航空券料金表（成田発着）
ニュージーランド航空

NZ

料金
出発日
出発日
２４８，０００円
12/21-12/27
1/5-1/31
２７３，０００円
12/28-12/30
2/1-2/29
２１２，０００円
12/31-1/4
3/1-3/31
利用
名古屋
札幌
大阪
日本国内都市発着追加料金（片道）
JAL
無料
１０，０００円 お問合せください
※直行またはオークランド経由クライストチャーチ往復料金です。他都市料金はお問合せください。
出発日
10/1-10/31
11/1-12/13
12/14-12/20

QF

料金
１２７，０００円
１５２，０００円
１７２，０００円

カンタス航空

料金
１４７，０００円
１３１，０００円
土・日
1/13-1/14,2/10-2/11
特定日到着追加料金
成田着
1/2-1/6
※オーストラリア各地経由オークランドまたはクライストチャーチ往復料金です。
※日本国内線利用の特別料金はありません。
出発日
料金
10/1-12/13
１１１，０００円
12/14-12/20
１３１，０００円
週末到着追加料金

SQ

料金
１６１，０００円
１７３，０００円
１６１，０００円

出発日
12/21-12/30
12/31-1/4
成田着

出発日
1/5-1/31
2/1-3/31
５，０００円 UP
１０，０００円 UP
２０，０００円 UP

料金
１１１，０００円
１２６，０００円

シンガポール航空

料金
出発日
１７９，０００円
12/28-12/31
１０６，０００円
1/1-1/4
シンガポール発
1/4-1/6
利用
名古屋
札幌
日本国内都市発着追加料金（片道）
ANA
１５，０００円
９，０００円
JAL
１６，０００円
※シンガポール経由オークランドまたはクライストチャーチ往復料金です。
※成田発日本国内都市着は差額なしの同料金でご利用いただけます。
出発日
料金
10/1-10/31
９６，０００円
11/1-12/27
１０６，０００円
特定日出発追加料金

料金
出発日
９６，０００円
1/5-1/31
１０６，０００円
2/1-3/31
５，０００円 UP
大阪
福岡
１０，０００円
１６，０００円
１１，０００円
１７，０００円

★ニュージーランド国内線追加料金
クライストチャーチ=クィーンズタウン
クライストチャーチ=オークランド
オークランド=クィーンズタウン

１７，０００円（片道）
１９，０００円（片道）
２３，５００円（片道）

＊関西空港発着の各航空会社、中部エリアからのご出発の場合はお問い合わせ下さい。

ニュージーランド各地での宿泊

ニュージーランド各地の交通手配

山小屋を除き、原則として１部屋あたりの料金です。ツインの場合、お二人での料金になりま
す。「朝食付」とないものは原則お部屋料金のみで朝食代は別となります。
朝食・昼食・夕食をお付けになる場合には、別途、夕食・昼食代が必要ですので、別途、お問い
合わせ下さい。
オークランド
ホテル名/宿泊日
11/1～1/31
2/1～2/28
コプソーンハーバーシティ （中間クラス）
シングル
１７，８００円
２０，１００円
ツイン
１７，９００円
２０，１００円
セントラ オーランド エアポート （エコノミークラス）
宿泊日
11/1～12/14、2/1～2/28
12/15～1/31
シングル
１４，３００円
１３，０００円
ツイン
１４，３００円
１３，０００円
クライストチャーチ
グランド チャンセラー クライストチャーチ（中間クラス）
シングル
２０，３００円
ツイン
２０，３００円
エルムス （エコノミークラス）
スタンダートルーム
１３，８００円
シングル
スーペリアルーム
１６，０００円
スタンダートルーム
１３，８００円
ツイン
スーペリアルーム
１６，０００円
クィーンズタウン
ノボテル ガーデンズ クイーンズタウン （中間クラス）
宿泊日
11/1～11/30、2/1～2/28
12/1～12/27、1/3～1/31
シングル
２０，２００円
１７，１００円
ツイン
２０，２００円
１７，１００円
エーライン （エコノミークラス）
宿泊日
11/6～11/30、2/1～2/28
12/1～12/29、1/3～1/31
シングル
１７，５００円
１６，３００円
ツイン
１７，５００円
１６，３００円

12/28～1/2
２９，６００円
２９，６００円
12/30～1/2
２３，８００円
２３，８００円

４５，２００円
５５，０００円
２５，０００円
２９，３００円
２５，４００円
２９，８００円
メスベン
１５，０００円
１５，０００円

テ・アナウ
テアナウ ホテル アンド ヴィラズ （中間クラス）
シングル
２２，８００円
ツイン
２２，８００円
１６，８００円
１６，８００円

ワナカ
マウント アスピリン （エコノミークラス）
シングル
ツイン

７，０００円

クライストチャーチ ⇔ クィーンズタウン （片道） ＊ﾏｳﾝﾄｸｯｸ経由の定期バス利用の場合
定期バス運賃
２６，６００円
１～４人（日本語ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ同行）
２５８，２００円
クィーンズタウン ⇔ テ・アナウ （片道）
定期バス運賃
１～４人（日本語ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ同行）

４，０００円
５５，９００円

クィーンズタウン ⇔ マウント・クック （片道）
定期バス運賃
１～４人（日本語ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ同行）

１１，２００円
９４，２００円

NZ$２０５
NZ$１７９
NZ$１２５
NZ$１７９

ミルフォード・トラック 現地発着４泊５日間

＊下記は、お部屋指定なしの料金です。事前にご希望がある場合にはお問い合わせ下さい。お部屋によっ
て料金は異なります。

キングスゲート テアナウ （エコノミークラス）
シングル
ツイン

お一人様料金

モデルとなるガイドウォーク各コース

ハミテージ （★★★★クラス）

メスベン リゾート （エコノミークラス）
シングル
ツイン

空港～ホテル間送迎（片道） ＊混載車使用。ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ、ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ、ｸｨｰﾝｽﾞﾀｳﾝ各地

定期観光バス（Ｇｒｅａｔ Ｓｉｇｈｔ社主催） ＊英語ガイド同行
クイーンズタウン～ミルフォード（クルーズ含む）～クイーンズタウン
クイーンズタウン～ミルフォード（クルーズ含む）～テ・アナウ
テ・アナウ～ミルフォード（クルーズ含む）～テ・アナウ
テ・アナウ～ミルフォード（クルーズ含む）～クイーンズタウン

マウントクック

シングル
ツイン
モーテル （中間クラス） *朝食付
スタジオ（１名様用）
ファミリーユニット（2名様用）
シャレー （エコニミークラス） *朝食付
お一人様用
３人様用

送迎車手配： * ドライバーへのチップは別です。

１６，７００円
１６，７００円

◎この他に、登山に利用する山小屋（自炊）や、各地（ロトルア、ウエリントン、テカポ、ハンマー
スプリングス、ウェストコースト等）及び、各経由地の宿泊等ご手配いたします。お問い合わせ
下さい。
*2007年7月現在の料金です。料金改定やホテルの都合により予告無く変更になる場合がござい
ます(2007/07/12)。

＊「世界一美しい散歩道」で知られるNZの代表的なトレックコース
11月＆4月(Lowシーズン) NZ$1,590
12月～3月（Highシーズン） NZ$1,740
発着地：クィーンズタウンまたはテ・アナウ
上記は相部屋利用の場合の料金です。個室をご利用の場合は１部屋につき
NZ$700の追加代金が必要となります。
ルートバーン・トラック 現地発着２泊３日間
＊NＺ随一の山岳展望トレックコース
11月＆4月(Lowシーズン) NZ$990
12月～3月（Highシーズン） NZ$1,120
発着地：クィーンズタウンまたはテ・アナウ *上記は相部屋利用の場合の料金です。
グランド・トラバース 現地発着５泊６日間
＊グリーンストーントラック＋ルートバーン・トラック
11月＆4月(Lowシーズン) NZ$1,340
12月～3月（Highシーズン） NZ$1,480
発着地：クィーンズタウン *上記は相部屋利用の場合の料金です。
＊円 ←→ NZドル換算レート

ＮＺ＄１＝約９８円 （２００７年７月１２日現在）

■キャンセル料
キャンセル料は、予約後すぐに発生しますのでご注意下さい。
90日前まで
NZ$１００
89日～60日前まで
NZ$２００
予約開始後、出発の
59日～21日前まで
手配代金の５０％
20日前以降
全額（１００％）
■上記ガイドウォーク各プログラムは、現地ガイドウォーク会社（Ultimate Hikes社/
コロミコトレック社）主催の募集ツアーです。
■前日説明会
上記ガイドウォーク各コースとも、出発日前日にUltimate Hikesクィーンズタウン
オフィスにて、説明会が行われます。翌日の出発についてのご案内や、コース説
明、トレッキングに必要な配布物がありますので、必ず参加して下さい。
・ ミルフォードトラック
５：００pm～（日本語説明会）
・ ルートバーントラック
２：００pm～（英語説明会、日本語DVDあり）
・ グランドトラバース
３：００pm～（英語説明会、日本語DVDあり）
その他のガイドウォーク
北島：キーウィ・ダンディ・ネィチャーウォーク（3～4時間）、トンガリロ・クロッシング（8～10時間）、
タラナキ山周遊ウォーク（4日間） 南島：アベル・タスマン・コースト・トラック（3日間）、フッカー
バレー・ウォーク（4～5時間）、フォックス氷河「ヘリハイク」（4時間）、ロブロイ氷河ウォーク（5～7
時間）、ホリフォード・トラック（3日間）、ワイタケレ・ウォーク（～5時間）、ワイポウア・フォレスト・
ウォーク（～3時間）など。 ＊料金、催行人員、ガイド同行の有無等お問い合わせ下さい。

現地日本語アシスタント料金
到着～送迎車までの案内や帰国に際しての、空港到着から搭乗手続きまでなど。各1回。
（クライストチャーチ空港、オークランド空港、クィーンズタウン空港）
国際線・・・￥１１，６００ 国内線・・・・￥９，３００

日本語ガイド同行費用（各ホテル発着）： ガイド料 ：半日/￥１７，３００、一日/￥２５，４００
＊このガイド料を同行する日数で乗算して、参加人数で割ることでお一人様分の負担金額が
算出できます。尚、ガイドの山小屋費用、現地交通費、食費等の経費も参加人数で分担して
いただくことになります。町の観光ガイドも同様の条件となります。
2007/07/12

