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共同企画ならではのコース！この機会に是非ご参加ください

お問い合わせ

ツアーの詳細は裏面をご覧ください！

地球上の多肉植物の約1/3が存在するとい
われる南アフリカは、多肉植物の宝庫です。
茎が太く短いものや、幹が極端に肥大したも
のなど、思わず目を惹くようなユニークな形
の様々な植物と出会うことができます。 
専門家の解説付きで多肉植物の深遠に迫る
旅へ出かけませんか。

多肉植物の聖地・南アフリカへ

2018年8月10日発行

私は子供の頃からサボテンや多肉植物に夢中で、自生地に行く事がひとつの目標でした。
南アフリカの自生地ツアーは高額なことが多く、長年思いを募らせ、いつか行こうと思いながらも、なかなか実現できずに年月が経っていました。
2015年に雑誌の珍奇植物の取材で、初めて南アフリカの自生地を訪れましたが、行く前はどれほどの植物を見られるのか…期待と不安が入り
混じった気持ちでしたが、現地南アフリカへ行くと、植生の豊かさに衝撃を受けました。 次々に多肉植物やケープバルブと呼ばれる球根植物に
出会うことができ、南アフリカは私にとって驚きと感動の連続でした。
今回は南アフリカ観光局とクラブツーリズムさんとの協力で、お求めやすい価格にてツアーを実施することが出来ました。
この時期の南アフリカは気候も涼しく過ごしやすく、植物を見るにはベスト
シーズンです。 皆さん一緒に多肉植物やケープバルブの聖地、一生忘れら
れない旅を目指して南アフリカに行きましょう！／藤川史雄

藤川史雄氏プロフィール

藤川 史雄

ふじかわふみ お

幼少の頃から植物好きだった特色を
生かし、2001年SPECIES NURSERY
（スピーシーズナーサリー）を立ち上げる。
ティランジア（エアプランツ）・多肉植
物・その他個性の強い植物を取扱い、
その普及に努めており、雑誌取材等の
経験も豊富。

ふじかわふみ お

■旅行期間：2018年9月27日（木）～10月4日（木） 8日間
■旅行代金（2名1室おひとり）：399,000円
■コース番号：12005-848

クラブツーリズム×南アフリカ観光局×藤川史雄氏共同企画

藤川史雄氏同行 南アフリカ 多肉植物・
ケープバルブ自生地の旅 8日間
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シンガポール航空利用
成田～シンガポール～
ケープタウン間

,
最大18名様限定

燃油サーチャージ込

※写真はすべてイメージです。

藤川史雄氏からのメッセージ



コース内の
マークの見方

    旅行代金に含まれる食事回数（機内食を除く）   　添乗員同行の有無　   最少受付人員　   ツアー実施人数。この人数に達しない場合、実施しない場合あり　  利用予定航空会社　　　利用予定ホテル。現地事情により変更する
場合あり     相部屋の可否            １人部屋の追加料金  （SP）スーペリアクラスホテル（弊社基準）   ■観光場所： ◎ 入場観光  ○ 下車観光  △ 車窓観光　■歩程約●時間：休憩時間を含まない歩行時間のこと
■食事：　朝食　  昼食　  夕食　  機内食　■交通機関： 　航空機　　専用バス　　列車　　船　　ロープウェイ 　　ヘリコプター　　ケーブルカー　　オプショナルツアー（別途料金が必要です）　

食
1人部屋

TD 宿泊受 催
相
朝 昼 機夕 OP

TEL03（4355）1772 ご予約はホームページからも承っております。
クラブツーリズム 南アフリカホームページ 検索

お申し込み
お問い合わせ

月～土 9：15～17：30／日･祝日 9：15～13：00

海外旅行センター■旅行企画・実施

●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様のご旅行を取扱う当センターでの取引に関する責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 ●このパンフレットに使用
している写真はすべてイメージです。●旅行サービスの内容、発着時間等については、2018年8月1日を基準日としています。 ※詳しい旅行内容・旅行条件を記載した書面（パンフレット）をお送りしますので、事前にご認のうえ、お申し込みください。

管理番号：81765　2018年8月10日発行
〒１６０-８３０８ 東京都新宿区西新宿６－３－１  新宿アイランドウイング　　

観光庁長官登録旅行業第１６９３号 　 　　　　　     　　　旅行業公正取引協議会会員 ［総合旅行業務取扱管理者：伊藤 崇］  　

お電話でのお問い合わせの際は をお申出くださいコース番号：12005-848

■ケープタウン到着後、入国審査へご案内
■　　　　カーステンボッシュ植物園（入場）～南アフリカに
生育する約９千種類の植物の栽培・研究されています～

■一路、バスにてナマクワランド地域へ
■ホテルにてツアーメンバーと藤川氏による多肉植物勉強会
＆懇談会をお楽しみください    　     （クラウンウイリアム泊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■空路、シンガポール航空エコノミークラスにてシンガポール
乗継にてケープタウンへ（ヨハネスブルグ経由便）

（機内泊）

コース番号

12005
-848

機 機

機 機

機 ー 夕

夕朝 昼

夕朝 昼

夕朝 昼

夕朝 昼

成田発（14：45）
シンガポール
（21：00／01：25）
ケープタウン着（9：25）

　 
クラウンウイリアム 
　 

■ニューウッドビル・ハンタムボタニカルガーデン周辺にて
多肉植物見学をしながらスプリングボックへ
■植物見学後、ホテルへご案内 ～うれしい２連泊です～

（スプリングボック泊）

クラウンウイリアム

スプリングボック

■スプリングボック・オキープ・ナバビープ・グーギャップ　
自然保護区周辺にて多肉植物見学しながら、南下し、シトラスダルへ  

（シトラスダル泊）

スプリングボック

シトラスダル
■一路、多肉植物を見学しながらワインの街・ステレンボッシュへ
■ワイナリー併設ホテルに宿泊

（ステレンボッシュ泊）

シトラスダル
ステレンボッシュ

■空路、シンガポール航空エコノミークラスにて帰国の途に
（ヨハネスブルグ経由便となります）                     （機内泊） 

ケープタウン発（11：00）

■通関手続き後、解散となります             
シンガポール（6：10/9：25）
成田着（17：30）

■ナミビアとの国境に隣接するリフタスフェルト国立公園の
南側周辺にて多肉植物見学をお楽しみください

■観賞後、ホテルへ戻ります　　　　　 （スプリングボック泊）

スプリングボック

9月27日
（木）

9月28日
（金）

9月29日
（土）

9月30日
（日）

10月1日
（月）

10月2日
（火）

10月4日
（木）

10月3日
（水）

日次 都　市月日曜 行　　　程
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2

3

4

5
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8
7

■食 朝食5回、昼食4回（弁当）、夕食5回付  ■TD 同行  ■受 1名  ■催 12名  ■シンガポール航空指定（エコノミークラス）  
■宿泊  クラウンウイリアム／クラウンウイリアムホテル（ST）、スプリングボック／スプリングボックイン（SP）、
シトラスダル／シトラスダルカントリーロッジ（ST）、ステレンボッシュ／クラインザルゼ（SP） ※宿泊ホテル
は同等クラスまたはそれ以上のクラスのホテルに変更になる場合があります  ■相 不可  ■三人部屋  不可

出発日と帰着日

2018年9月27日（木）出発～10月4日（木）帰着 399,000円
45万円
26万円

【別途かかる費用】 ①国内空港施設使用料／2,090円  ②旅客保安サービス料／520円 　　
③海外出入国税／目安9,000円（日本円に換算） ※詳しくは契約書面をご確認ください。

世界遺産

燃油サーチャージは旅行代金に含まれております。
※燃油サーチャージが増額または廃止された場合でも旅行代金の増減はありません。

※1名１室（シングルルーム指定）：35,000円（相部屋不可）

国内線 国内線の手配は承っておりません。

ビジネスクラス追加手配代金（おひとり様／往復）
プレミアムエコノミー追加手配代金（おひとり様／往復）

旅行代金（2名1室おひとり）
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藤川史雄氏同行 多肉植物の宝庫･南アフリカのナマクワランド地域へ行く旅

出発日と帰着日 旅行代金（2名1室おひとり）

藤藤藤藤川史雄氏同同同行
南アフリカ 多肉植物・ケープバルブ自生地の旅 8日間

燃油サーチャージ込

氏同行 多肉植物の宝庫 南アフリカのナマクワラ
シンガポール航空 エコノミークラス利用

ランド地域へ行く旅ラ
最大18名様限定

機朝 機

多肉植物ガイドブック

●多肉植物に精通した藤川史雄氏がツアーに同行。
一緒に植物見学や撮影、夜は星空を見たり食事をしなが
ら植物の話しなどで盛り上がりましょう。
●初日の夕食（２日目）には藤川氏による多肉植物の
プチ講座とメンバーのお顔合せ会を開催します♪
●滞在最終日の6日目の夕食は本場南アフリカ
ワインと共にツアーの講評会を開催

●多肉植物の宝庫といわれるナマクワランドエリアに
4日間滞在。移動しながら、多種多様な多肉植物
を見学します。
●シンガポール航空利用でらくらくケープタウンへ。
乗継空港での荷物の取出しも不要で無駄なく移動可能。

●滞在最終日は南アフリカワインの　　　　　　　
産地、ステレンボッシュに宿泊。

●最大18名様限定！　　　　　　　　　　　　　
少人数で巡る旅行です。

●出発前に南アフリカ観光局製作の　　　　　　　
多肉植物ガイドブック進呈

▲⚠ご予約前に必ずご確認ください
①多肉植物・ケープバルブがご覧いただけない場合でも返金はございません。
②多肉植物を見学するコースのため、通常の観光地へはご案内いたしません。
また、見学地等は自生状況により変更する場合があります。
③18歳未満の子供がご参加の場合は戸籍謄本または出生届受理証明書、英文
宣誓供述書の提出が必要です。詳細はお問い合わせください。
④急な体調不良、その他やむを得ない理由で同行出来ない場合は、代理講師が
同行しツアーを催行いたします。

※航空座席のランクアップは空席状況により手配できない場合がございます。

植物に精通した藤川史雄氏がツアー
藤川氏ならではのポイント

宝庫といわれるナマクワラ
ツアーのポイント


