
全てお一人様あたりの料金です。

下記以外にも多数ご用意しております。

【オプショナルツアーのご案内と注意事項】

1．オプショナルツアーは現地旅行会社等が企画・実施し、株式会社 旅工房

　（以下、「当社」という。）が企画・実施するものではありません。

2．以下のオプショナルツアーは、アイスランドの旅行会社である

　「レイキャヴィーク・エクスカーションズ社」「グレイ・ライン社」が企画・実施し、これを当社が代理販売しております。

3．取消料など各種詳細・旅行条件は現地旅行会社等が定めたものが適用となります。

　 また、企画・実施会社の所在する国・州・地域の法律により、参加年齢に制限がある場合があります。

4．オプショナルツアーは各旅行企画・実施会社が所在する国・地域の法律に準拠して

　　実施され、当社の旅行条件は適用されません。最少催行人員に満たない場合や天候、

　　その他の現地事情により、容やスケジュールなどが変更または中止になることがあります。

5．旅行企画・実施会社の都合により、内容や料金の変更、または催行中止になることがあります。

企画・実施：グレイ・ライン社

ツアー料金

所要時間

催行日

含まれるもの
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企画・実施：レイキャヴィーク・エクスカーションズ社

ツアー料金

所要時間

催行日

含まれるもの

②

アイスランド南海岸ツアー　　　　　  　　 (AH37)

17,000円～

約10時間

毎日

バス代、ガイド代(英語)

アイスランドの見どころのひとつ。南海岸をたっぷり巡るツアーです。

特に人気の高いセリャラントスフォスやスコゥガフォスなどの滝を訪れるのはもちろ

ん、ヴィーク村にある黒砂海岸レイニスフィヤラやその海岸沿いにそびえ立つレイニ

スドランガル（岩柱群）を見ることができます。

道中では氷河やアイスランド最大規模の火山をご覧いただけるかもしれません。

③

ブルーラグーン（入場券および往復バス）　　　　　 　   　　　 　(BL01)

22,000円～

お好きなお時間にお戻りください。

毎日

往復バス代、入場料、タオル、シリカ泥マスク体験、ラグー

ンバーでのワンドリンク

往路出発時間（レイキャヴィックからブルーラグーン）： 要指定

・09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,17:00・・・

復路出発時間（ブルーラグーンからレイキャヴィーク）：

お好きな時間にお帰りいただけます

・10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15・・・

※水着はご持参ください。

※当日天候不良等の理由でバスが運休となった場合でも、ブルーラグーンの入場チ

ケット代金は、ご返金はできませんので、ご了承ください。

＜旅工房　アイスランド/人気オプショナルツアー＞

①

ゴールデンサークル・クラシック　　　　　　　　　　　　     (AH12） 

13,100円～

約8.5時間

毎日

バス代、ガイド代(英語)

アイスランド観光の王道、ゴールデンサークル！

レイキャヴィーク出発後、ネーシャヴェトリル、シングヴェトリル国立公園、

黄金の滝グトルフォス、そして間欠泉ゲイシール、ストロックルへ向かいます。

日本語オーディオガイド付のツアーも別途ございます。
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南海岸大自然探訪ツアー　 　　　　　　　　　　　　　　   　　　　(RE15)

15,500円～

約10時間半

毎日

バス代、ガイド代(英語)、スコゥガル民俗博物館の入場料

アイスランドで唯一フィヨルドでない南海岸沿いを走り、荘厳な山岳地帯、氷河地帯

等大自然の神秘的な世界に浸り切るコース。セリャランスフォス滝、スコゥガフォス

滝、そしてスコーガル民族博物館の入場訪問をお楽しみ頂けます。日本語オーディオ

ガイド付のツアーも別途ございます。

⑦

南海岸とヨークルサルロン氷河湖　　　　　　　　　　　　　　　  　(AH35)

1月～4月・9月～12月　25,000円～、5～10月　31,500円～

約14時間

毎日

バス代、ガイド代(英語)、氷河湖でのボートツアー(5～10月)

アイスランドの美しい南海岸、氷河からの氷が浮かぶ氷河湖を訪ねるツアーです。セ

リャランスフォス滝、スコゥガフォス滝の後、世界遺産ヴァトナヨークトル国立公園

を目指します。氷河から落ちてきた氷塊が氷山のように浮かぶヨークルサルロン氷河

湖では氷の青い美しさをご堪能ください！

※天候などの理由でボードツアーが催行なれない場合は、湖畔の散歩のみとなりま

す。（返金はございません）

⑥

ラングヨークトル氷河洞窟ツアー　　　　　　　　　　　 　　　   　(SRE96)

40,000円～

約9時間 最小催行人数 4名

毎日

バス代、ガイド代(英語)、入場料、モンスタートラック乗車代

ラングヨークトル氷河のど真ん中に人工的に作られた氷の洞窟を訪ねるツアーです。

レイキャヴィークを出発し、フーサフェットルへ。途中、フロインフォッサルとバル

ナフォス滝を経由します。ジャキ村へ到着、バスから下車し、8輪のタイヤで走る「モ

ンスタートラック」に乗り換え、氷の洞窟へ。人工的に造成された地下300メートル

の氷の世界をお楽しみ下さい。日本語オーディオガイド付のツアーも別途ございま

す。

⑤

ミニバスで巡るレイキャヴィック市内観光　　 　   　    　　　　　 (AH10)

8,800円～

約3時間（09:00～、14:00～）

毎日

バス代、ガイド代(英語)、展望台入場料

市内の人気スポットを巡るツアーです。ホフジハウス、ハルパコンサートホールへ

行った後、市内中心部を散策し、ハトルグリムスキルキャ教会を見学します。その

後、市内を360度見渡すことのできるペルトラン展望台を訪れ、最後にベッサスタ

ジール邸を見学します。

④

オーロラハント・ツアー　　　　　　 　　　　　　　　　   　　  　(AH33)

9,000円～

約3-5時間

8/23～4月中旬　21:00～、　9/15～3月末　20:00～

バス代、ガイド代(英語)

街の光が明るいレイキャヴィークから離れ、オーロラを探しに行ってみませんか。

※天候道路状況により、18 時頃催行の可否が決定されます。ご宿泊先レセプションか

運行会社までお問い合わせください。

※運行会社の判断でツアーがキャンセルになった場合、翌日以降の同ツアーに振り替

えかご帰国後にご返金となります。

※防寒具のレンタルはありません。オーロラを待つ間はバスの中にいます。



企画・実施：グレイ・ライン社

ツアー料金

所要時間

催行日

含まれるもの

企画・実施：グレイ・ライン社

ツアー料金

所要時間

催行日

含まれるもの

企画・実施：グレイ・ライン社

ツアー料金

所要時間

催行日

含まれるもの

企画・実施：グレイ・ライン社

ツアー料金

所要時間

催行日

含まれるもの

⑩

ホエールウォッチング　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　(AH75)

18,000円～

約3時間

毎日

バス代、ガイド代(英語)、ホエールウォッチング代、博物館入場料

レイキャヴィックのファクサフローイ湾からミンククジラ、ザトウクジラ、ネズミイ

ルカ、ハナジロカマイルカなどに会いにいきます。野鳥の種類も豊富でバードウォッ

チングも楽しめます。その後、ホエールエキシビションセンターへ。

※復路、湾からホテル までのバスは含まれておりませんのでご注意ください。

※クジラが見られなかった場合は、翌日以降に再チャレンジできます（ホテルからの

送迎は無し）。ツアー終了後、ガイドにお問い合わせください。ご返金はできません

ので、ご了承ください。

⑫

南海岸とAVTアドベンチャー　　　　 　　　　　　　　　　　   　　(AH41)

48,800円～

約10時間

毎日

バス代、ガイド代(英語)、AVTツアー

スコゥガフォスとセリャラントスフォスを訪れます。その後、2名1組でAVTでミーダ

ラスヨークトル氷河を見ながら、黒い溶岩砂を走り、1973年に墜落した米国海軍の飛

行機の残骸をご覧いただきます。この墜落事故では全員無事が確認されています。

＊運転される方は、国際免許が必要です。

＊1名で1台のAVTを利用する場合はシングルライダー料金が別途必要です。

⑪

ゲームオブスローンズのロケ地巡り

18,000円～

約8時間

毎日

バス代、ガイド代(英語)

アイスランド氷河湖のように深くダークな神話ドラマ「Game of Thrones」のロケ地

巡りツアーです。”ノース・オブ・スザ・ウォール”と呼ばれる北国のシーンは全てア

イスランドで撮影されています。ドラマ内では凍てつくアイスランドの風景が描かれ

ています。

※9歳以下は参加不能

⑨

スナイフェルスネス半島国立公園　    　　(AH38) 

24,500円～

約11時間

6月～9月：毎日、10月～5月：月、木、金、日

バス代、ガイド代(英語)

レイキャヴィーク出発後、小さなフィヨルド地帯のボルガルフィヨルズルへ向かいま

す。スナイフェルスネス半島ではじめに訪れるイートゥリ・トゥンガでは、運が良け

れば野生のアザラシや野鳥をご覧いただくことができます。その後、美しい崖の風景

が広がるアルナルスターピへ。

昼食の後、スナイフェルスネス半島の先端にある黒い石の海岸にも立ち寄った後、グ

ルンダルフィヨルズルへ。グルンダルフィヨルズルでスナイフェルスネスの象徴的存

在であるキルキュフェットル山をご覧いただき、レイキャヴィックに戻ります。※ハ

イキングシューズでご参加ください。
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＜＜ご予約の取消料について＞＞

旅行開始日の前日より起算して下記日程より取消料が発生します。

22日前より16日前まで：ツアー料金の20％

15日前より9日前まで ：ツアー料金の30％

8日前より4日前まで ：ツアー料金の50％

3日前以降：ツアー料金全額

※日数のカウントについて

上記該当の日付が土日・祝日にあたる場合は、前営業日の10:00までが期日となります。

※⑬のツアーは別途で取消料について規定があるため、こちらに該当しません。

※食事は特別な記載がない限りツアー代金には含まれません。ツアー途中でご購入いただくほか、

　 ご自身でお持ちいただくこともできます。

※現地にて、参加前日もしくは当日に催行状況を御確認いただく必要がございます。

 　詳しくは担当コンシェルジュまでお問い合わせください。

⑬

【冬季限定】1泊2日間　南海岸とアイスケイブ　　　 　　　　　(AH355)

¥84,000-(12/21～1/4発は¥89,000-) ※1名様参加は+7,000円かかります

1泊2日間

11/15～2020年3/31:毎日（12/23～12/26・12/31～1/1は不催行）

送迎、ガイド代(英語)、宿泊1泊(朝食付き)

上記以外の食事

【1日目】南海岸探索　ホテル出発後、最も美しいとされる滝スコゥガフォス、黒砂海岸レイニ

スフィヤラを見学します。その後、ヨーロッパ最大の氷河ヴァトナヨークトル氷河を目指しま

す。ヨークルサルロン氷河湖や、光輝く氷塊が黒砂海岸に点在するダイヤモンドビーチを訪れま

す。夜は天気が良ければオーロラを探しましょう！

【2日目】アイスケイブへ！スーパージープに乗って、氷上のドライブ。そして冬の間限定の神

秘、美しい氷の洞窟に潜入します。レイキャヴィックへ戻る前に滝の裏側を通ることができる滝

セリャラントスフォスを訪れます。（凍結時除く）18：00にレイキャヴィックのホテルに到着

予定です。

【注意】■アイスケイブの見学は、お客様の安全を最優先しており、氷の状態と天候により見学

を中止する場合がございます。見学が中止された場合は、アイスケイブの見学代のみ返金をさせ

ていただきます。■くるぶし以上のハイキングブーツ、フリース等の暖かい洋服、防水加工の上

着、厚手の防水手袋、暖かい帽子をご準備下さい。

【保険のご案内】アイスケイブ内では危険を回避するため、登山用のアイゼンとピッケルを使用

する可能性がございます。そのため万一のお怪我にあたり海外旅行保険の加入を強く推奨してお

ります。　登山やそれに類似するスポーツ（やツアー）を行う場合、通常の海外旅行保険では保

険料が一切おりず、運動割増保険の追加オプションが必要です。

※キャンセル料に関して

出発の4週間前+1日から2週間前+2日まで：50％

出発の2週間前+1日から4日前まで：75％

出発の3日目以降から：全額

※上記該当の日付が土日・祝日にあたる場合は、前営業日の10:00までが期日となります。


