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ⒸICELAND TRAVEL

ⒸICELAND TRAVEL

ⒸICELAND TRAVEL

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

空港トランスファー

空港と市内の主要ホテルを結ぶシャトルバスです。

料金 大人　　　　　　  片道33ユーロ　往復58ユーロ
（お1人様） 子供（12～15歳）　片道17ユーロ　往復29ユーロ
運行時間  早朝（3:30頃）～深夜（22:30頃）まで30分～1時間30分おきに

運行。出発時はフライトの4時間前のバスにご乗車ください。

空港シャトルバス（FLY BUS）

※出発時は各自ホテルにてサービスのリコンファーム（確認）が必要です。※混載バスのため多く
のホテルに立ち寄ります。※10月以降、料金・詳細が変更される場合があります。※係員は含ま
れません。※一度、バスターミナルにてバスをお乗換いただく場合があります。※送迎はレイキャ
ビック市内の主要ホテル（または最寄りのバス停）に限ります。送迎サービスを承ることができ
ない場合は指定の場所、もしくは各自バスターミナル（市内中心部）までご集合いただきます。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

［催行会社］Reykjavik Excursions

［催行会社］Iceland Travel
※6/17、8/6は予約をお受けできません。※10/1以降は料金・詳細が変更される場合がありま
す。※車種は選べません。送迎は市内の主要ホテル（または最寄りのバス停）に限ります。※荷
物は1名あたり1個までとさせていただきます。2つ以上ある場合は事前にお知らせください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

ケプラヴィーク国際空港⇔レイキャビック市内ホテル

料　金 定員3名  231 ユーロ（1台あたり/片道）
定員7名  285 ユーロ（1台あたり/片道）

（英語ドライバー）

ホテルと一緒にお申し込みください

ホテルと一緒にお申し込みください

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

フランス

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

イタリア
マルタ

クロアチア
スロベニア
トルコ

ICELAND

料　金 大人 79ユーロ　子供（12～17歳）40ユーロ　
 ※10/1以降、料金・詳細が変更される場合があります。
催行日 毎日
出　発 6:30頃（5～10月限定）、8:30頃　
 ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）
所要時間 約9時間
解　散 ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）か市内中心部

レイキャビック発
ゴールデンサークル1日観光

［運行会社］Reykjavik Excursions

英語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

送迎バスでホテル（またはバス停）発
ターミナルでツアーバスに乗り換え
地熱を利用したグリーンハウス（立ち寄らない
場合があります）
ゲイシール間欠泉（下車）
グトルフォスの滝（下車）
シングヴェトリル国立公園（地球の割れ目「ギ
ャウ」）
レイキャビック市内着後、解散

アイスランド旅行のハイライト
黄金の滝という意味のグトルフォスの滝では水量に圧倒され、約60
メートルの高さまで温水を吹き上げることもあるゲイシール間欠泉で
は迫力に圧倒され、北米プレートとユーラシアプレートが引っぱり合
ってできた裂け目「ギャウ」では地球の力に圧倒されます。アイスラ
ンド旅行のハイライト観光は、大自然のスケールに驚きの連続です。

ツアーで効率よく観光
公共交通機関が極めて少ないアイスランドではバスツアーの観光
が基本となります。観光名所はもちろん、車窓に広がる大自然のパ
ノラマもアイスランド観光ならではの楽しみです。

IS301

料　金 大人108ユーロ　子供（12～15歳）54ユーロ
 ※10/1以降、料金・詳細が変更される場合があります。
催行日 毎日
出　発 8:30頃　ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）
所要時間 約11時間
解　散 ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）か市内中心部

レイキャビック発
アイスランド南海岸1日観光

［運行会社］Reykjavik Excursions

英語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

送迎バスでホテル（またはバス停）発
ターミナルでツアーバスに乗り換え
セリャランスフォス滝（下車）
スコガフォス滝（下車）
ヴィーク村（散策）
スコーガル民族博物館（入場）
ミールダルスヨークトル氷河（下車）
レイキャビック市内着後、解散

人気の南海岸エリア巡り
絶景スポットが続く南海岸もアイスランド観光で外せないエリア。
滝の裏側を歩け、透けるような滝の向こう側を眺められる裏見の滝
セリャランスフォス、虹がかかる光景が有名なスコガフォスの滝、
黒い砂浜など、南部アイスランドの大自然を堪能できる１日ツアー
です。

IS302

※送迎はレイキャビック市内の主要ホテルエリアに限ります。※天候不順等によりツアーが不催行となる場合があります。※天候によりツアーが 
キャンセルとなる場合も御座います（特に冬の場合）。その場合、ご宿泊先に連絡させていただく場合がございますので、お申込み時にご宿泊ホテ
ルをお知らせください。※天候不順等によりルートの変更や予定観光箇所がご覧いただけない場合があります。※変更取消料として、参加日の（土
日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

※送迎はレイキャビック市内の主要ホテルエリアに限ります。※天候不順等によりツアーが不催行となる場合があります。※変更取消料として、参
加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

世界最大の露天風呂ブルーラグーンへ
（入館料、タオル、1ドリンク、泥パック込）

レイキャビック発 ［運行会社］Reykjavik Excursions

※ブルーラグーンはご希望の時間にご予約が取れない場合があります。※係員は含まれません。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

IS307

1名催行

料　金 大人 ［4月］159ユーロ［5～9月］147ユーロ　
 子供（12～13歳）34ユーロ、幼児（2～11歳）12ユーロ　1歳以下参加不可
 ※10/1以降、料金・詳細が変更される場合があります。
催行日 毎日　（ブルーラグーンが閉館する場合を除く）
出　発 ブルーラグーンの入場希望時間（9時～18時頃）を第1～3希望までお知らせくだ

さい。送迎バスは予約時間の約45分～2時間前に出発します。
所要時間 滞在時間により異なる（市内から片道45分）
解　散 市内ご宿泊ホテル

大人気！事前予約必須です
送迎バス出発（午前～夕方まで1時間毎に出発）
▶ターミナルでツアーバスに乗り換え▶ブルーラグ
ーンへ（約45分）▶ブルーラグーン入場（入館料、
タオル、1ドリンク、泥パック含む）▶ブルーラグー
ンから市内ホテルへ（昼～夜まで1時間毎に出発。
最終便21時発頃（季節によって異なります）

人気

人気
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

北欧
バルト三国
アイスランド
ロシア

フランス

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

イタリア
マルタ

クロアチア
スロベニア
トルコ

ICELAND

料　金 大人 236ユーロ　子供（12～17歳）118ユーロ　
催行日 毎日　（4/1～4/30、10/1～3/31を除く）
出　発 7:30頃　ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）
所要時間 約15時間
解　散 ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）か市内中心部

レイキャビック発
ヨークルスアゥルロゥン氷河湖と美しき裏見の滝 1日観光

［運行会社］Grayline Iceland

英語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

送迎バスで出発、ターミナルでツアーバスに乗
り換え
スコガフォスの滝（下車）
ヨークルスアゥルロゥン氷河湖（下車、ボート遊
覧）
セリャランスフォス滝（下車）
レイキャビック市内着、解散

大自然の神秘。美しきブルーの氷河湖
多くの映画の舞台にもなっているヨークルスアゥルロゥン氷河湖。
氷河の氷がブルーに見える理由は、浮かぶ氷の気泡が厚い氷河に
圧縮されて極限まで抜けており、アイスランドの新鮮で淀みないフ
レッシュな空気のお陰で氷の中にも一切のゴミがないためです。氷
河湖でのボート遊覧は特別な体験です。

スコガフォスとセリャランスフォスの滝
フォスとはアイスランド語で「滝」の意味。氷河から溶け出した水
が流れ落ちる迫力のスコガフォスと、滝の裏側から豪快な流れを眺
めることができる珍しい裏見の滝セリャランスフォスを見学します。

IS303

※氷河湖でのボート遊覧は天候や氷河の状況等により乗船できない場合があります。また、その場合の返金はありません。※防寒着や雨具等のご
準備を推奨します。※送迎はレイキャビック市内の主要ホテルエリアに限ります。※天候不順や氷河の状況等によりツアーが不催行となる場合があ
ります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

市内を巡る　乗り降り自由観光バス
レイキャビック発 ［運行会社］Reykjavik Excursions

※10/1以降、料金・詳細が変更される場合があります。※コース内容は交通事情により変更され
る場合があります。※運行時間内であればいつでも使用開始できます。※所要時間並びに出
発・帰着時間は交通事情により変更される場合があります。※お時間に余裕をもって乗車される
ことをおすすめします。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

IS310

1名催行

料　金 大人 34ユーロ　子供（12～15歳）17ユーロ　
催行日 毎日
出　発 9:30～16:00の30分毎　市内中心部［約15箇所］
所要時間 1周約1時間
解　散 市内中心部（約15箇所）

市内観光に便利なバス
市内中心部を巡る観光用の乗り降り自由バス。
ハットルグリムス教会やペルトランなど市内の見
どころを周ります。車内では英語など8ヶ国語（日
本語はありません）のオーディオガイドが利用可
能です。

8月末から見られる！？　オーロラ鑑賞へ
レイキャビック発 ［運行会社］Reykjavik Excursions

※防寒具をご準備ください。※オーロラは自然現象のためご覧いただけない場合があります。
※天候不順等によりツアーが不催行となる場合があります。

IS304

英語ガイド 1名催行

料　金 未定（4月頃発表予定）
催行日 毎日　※ 例年8月末より運行
出　発 18:30～21:30頃（季節により異なります）　
 ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）
所要時間 約3～5時間
解　散 ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停か市内中心部）

壮大なオーロラ
送迎バスでホテル発▶ターミナルでツアーバスに
乗り換え▶オーロラ鑑賞へ

ⒸICELAND TRAVEL

ⒸICELAND TRAVEL

料　金 大人275ユーロ　子供（12～15歳）138ユーロ
 ※10/1以降、料金・詳細が変更される場合があります。
催行日 毎日
出　発 8:30頃　ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）
所要時間 約10時間
解　散 ご宿泊ホテル（または最寄りのバス停）か市内中心部

レイキャビック発
ラングヨークトルの氷のトンネルと西部アイスランドを巡る1日観光

［運行会社］Reykjavik Excursions

Siggi AntonⒸ

英語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

送迎バスでホテル（またはバス停）発
ターミナルでツアーバスに乗り換え
ヨーロッパ最大の地熱を利用したデイルダルトゥ
ングクヴェル温泉（下車）
川壁の溶岩のすき間から流れ落ちる珍しいフロ
インフォッサルの滝（下車）
モンスタートラック（8輪車）で氷の洞窟へ
ラングヨークトル氷河を掘った人工の氷のトンネ
ル（入場、約40分）
カルディダールル山岳道路とシンクヴェトリル国
立公園（車窓 ※6～9月のみ）
レイキャビック市内着後、解散

1年中入れる氷河を掘った氷のトンネル
アイスランドで第二の大きさを誇るラングヨークトル氷河。2015年
に氷河を掘って人工の氷のトンネルが作られ、アイスランドの新名
所として人気を集めています。アイスランドの氷の洞窟といえば 
ヴァトナヨークトルの洞窟が有名ですが、冬季で天候が安定してい
る期間にしか入れず、レイキャビックから移動に2日間を要します
が、この氷のトンネルは１年中入れて、日帰り観光が可能です。

西部アイスランドに広がる絶景とモンスタートラック

IS316

※防寒着や雨具等のご準備を推奨します。※カルディダールルの山岳道路とシンクヴェトリル国立公園は6～9月のみ行程に含まれます。※送迎はレ
イキャビック市内の主要ホテルに限ります。送迎サービスを承ることができない場合は最寄りの対象ホテル、もしくは各自バスターミナル（市内中
心部）までご集合いただきます。※天候不順や氷河の状況等によりツアーが不催行となる場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日
祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

ヨーロッパ最大の地熱を利用した温泉や、世界的に珍しい湧水の滝として知られ溶岩の隙間を流れるフロインフォッサ
ルの滝は必見です。また、途中で乗車する8輪車のモンスタートラックは寒冷地ならではの体験！お楽しみください。


