
 

 

 

⼈気の NY オプショナルツアー 

 
 

 

■予定時刻 

5:00-22:00（所要時間：約 17 時間） 

 

■料⾦ ￥67,000   

(6/15〜9/15：\68,500)  

 

■集合・解散場所  

 ・グランドハイアット 

 ・ウェスティンタイムズスクエア 

 ・ニューヨークヒルトン 

 

■概要 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

アメリカとカナダにまたがる世界三⼤瀑布の1つです。夏は遊覧船、冬は滝の裏側のトンネルから

滝を間近から⾒学できます。往復航空券、滝の⾒える展望レストランでの昼⾷が付くのでお得。 

⽇本語ガイドと⼀緒で安⼼のツアーです。ぜひ、⼤⾃然の驚異を体験してください！ 

⼈気 NO.1 『ナイアガラ 1 ⽇観光ツアー』 

▲滝野周りに広がる⼤⾃然 

※利⽤フライトによっては早朝(4:00 前後）の集合時間となる場合があります。 

※ご利⽤フライト情報・集合時間は決定次第、ご連絡をいたします。（通常、ツアー⽇から３〜４週間前のご

案内となります。） 

※お名前はパスポートと同じつづりで必ずご⼊⼒ください。ご予約後のお名前の変更・訂正はお受けできま

せん。あらかじめご了承ください。 

※航空機燃料代の値上がりになどにより、ツアー代⾦が変更になる場合があります。 

※搭乗の際にお荷物を預ける場合、お客様ご負担で以下の料⾦が発⽣いたします。 

（ジェットブルー航空 & デルタ航空:1 つ⽬$25、2 つ⽬$35<⽚道の料⾦>) 

※料⾦は変更になる場合があります。 

▼2018 年 4 ⽉〜2019 年 3 ⽉(除外⽇) ※10 ⽉までは毎⽇設定有り(4/7 を除く) 

11 ⽉：⽉・⽔・11/22  

12 ⽉：⽉・⽔・⾦・12/25 (12/26・12/28 は設定有り) 

1 ⽉：⽉・⽔・⾦ (1/2 は設定有り) 

2 ⽉：⽉・⽔・⾦ 

3 ⽉：⽉ 

※予約後、キャンセルの場合は 30 ⽇前から 50％、
7 ⽇前から 100％のキャンセル料がかかります。



 

 

 
⼈気 NO.2 『ニューヨーク 1 ⽇市内観光 

（マンハッタン・ストーリー・デラックス）』 
 

 

■予定時刻 8:00-15:30（所要時間：約 7 時間 30 分） 

■料⾦ ￥14,500  

■概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

⼈気 NO.3  『夜景ざんまいツアー 
エンパイアステートビルチケット付き』 

 

 

 

■予定時刻 20:00-23:15（所要時間：約 3 時間 30 分） 

■料⾦ ￥11,500  

■概要  

 

 

 

 

 

 

 

ニューヨークのベスト夜景ツアー！ 
クイーンズ、ブルックリン、ニュージャージー
まで⾜を伸ばします。絵になるマンハッタンの
夜景を、様々な⾓度からお楽しみください。ま
た、最後にはエンパイヤーステートビルの86
階からの夜景をご覧いただけます。 

マンハッタンの⾒所がたっぷり詰まった1⽇市
内観光ツアーに、トップ・オブ・ザ・ロックのチ
ケットが付いたお得なプランです。 
主要観光スポットのタイムズスクエアやエン
パイアステートビル、ソーホーを⾞窓観光しま
す。その後、トップ・オブ・ザ・ロックへ向かいま
す。展望台からは、エンパイアステートビルを真正
⾯に⾒ることができます。 

▲マンハッタンの夜景 

▲ソーホーの街並み 

※チケットはエンパイヤーステートビル86階 
展望台の⼊場チケットです。 

※ガイドは展望台へは同⾏しません。 
※エンパイアステートビルでの解散です。 
※除外⽇：7/4, 12/24, 12/25, 12/31 
※予約後、キャンセルの場合は、5 ⽇前から
100％のキャンセル料がかかります。 

※ロックフェラーセンターにて下⾞、 
「トップ・オブ・ザ・ロック」⼊場。

※展望台より摩天楼眺望後、解散。 
※予約後、キャンセルの場合は 5 ⽇前か
ら 100％のキャンセル料がかかります。



 

 

 

 

 

 

ニューヨーク １⽇市内観光 
所要時間：約7時間 \10,500 

 

■概要（8:00-15:15） 

ニューヨークに来たら、まずはコレ！ 

マンハッタンの⾒所がたっぷり詰まった市内観光ツアーです。主要観光スポットのタイムズスク

エア、5番街、メトロポリタン美術館、エンパイアステートビル、ソーホーを⾞窓観光できます。

マンハッタンのお洒落な街並みをお楽しみください。 
 

※ご予約後、キャンセルの場合は、5 ⽇前から 100％のキャンセル料がかかります。 
 

 

メトロポリタン美術館 

「美術専⾨ガイドによる解説ツアー」 
所要時間：約2時間30分 ￥9,000 

 

■概要（9:30-12:00） 

世界4⼤ミュージアムの1つであるメトロポリタン美術館を訪れます。 

200万点以上もあるコレクションの中から、代表作品を美術専⾨ガイドが丁寧にご案内します。 

 
※ニューヨークヒルトンにて集合し、ガイドと共にメトロポリタン美術館へ移動いたします。（公共交通
機関を利⽤） 
※開催⽇：⽉・⽊・⼟・⽇ 
※除外⽇：11/22, 12/31 
※ご予約後、キャンセルの場合は、5⽇前から100%のキャンセル料がかかります。 
 

 

 

 

 
 

旅⼯房 おすすめプラン⼀覧 

 
 



 

 

 

アムトラックで⾏く 

⾸都ワシントン 1 ⽇観光 
所要時間：約15時間 \41,000 

 

■概要（6:00-21:00） 

⼀度は⾏ってみたいアメリカの⾸都ワシントンDC！ 

ニューヨーク発アムトラックで⾏くワシントンDCへの快適な列⾞の旅をお楽しみいただけます。

リンカーン記念堂、ホワイトハウス、スミソニアン博物館など⾒所が満載です。 
 

※ツアー当⽇は、必ず写真付⾝分証明書(パスポート)をご持参ください。 
※ご参加⼈数が少ない場合(2-3名様)公共交通機関を利⽤する場合があります。 
あらかじめご了承ください。その場合の交通費は含んでおります。 
※アムトラック⾞内にはガイドは同⾏いたしません。 
※ペンシルバニア駅にて各⾃解散です。 
※ご予約後、キャンセルの場合は、8⽇前から100％のキャンセル料がかかります。 
 
▼2018 年 4 ⽉〜2019 年 3 ⽉(除外⽇)  
4 ⽉〜6 ⽉：⽕・⾦・⽇  
7 ⽉：⾦・⽇・7/4  
8 ⽉〜9 ⽉：⾦・⽇ 
10 ⽉〜3 ⽉：⽕・⾦・⽇・11/22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

アムトラックで⾏く 

ボストン 1 ⽇観光 
所要時間：約15時間 \41,000 

 
 

■概要（6:00-21:00） 

ニューヨーク-ボストン間の景⾊を⾞窓から満喫！ 

古都ボストンが⼤切に守り続けてきたアメリカの歴史的な趣のある街並みを巡ることができま

す。クインシーマーケット、ハーバード⼤学、ボーコンヒルなど歴史を感じさせる建物が多く並

んでいます。 

 
※ツアー当⽇は、必ず写真付⾝分証明書(パスポート)をご持参ください。 
※最終観光地からサウスステーションまでの移動は、地下鉄もしくは、⾞両のどちらかとなりま
す。 
※アムトラック⾞内にはガイドは同⾏いたしません。 
※ペンシルバニア駅にて各⾃解散となります。 
※ご予約後、キャンセルの場合は、8 ⽇前から 100%のキャンセル料がかかります。 
 
▼2018 年 4 ⽉〜2019 年 3 ⽉(除外⽇)  
4 ⽉〜6 ⽉：⽕・⾦・⽇・4/16・5/24・6/9 (5/31 は設定有り) 
7 ⽉〜9 ⽉：⽕・⾦・⽇・7/4・9/3 
10 ⽉〜12 ⽉：⽕・⾦・⽇・10/8・11/22・12/31 
1 ⽉〜3 ⽉：⽕・⾦・⽇ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

地下鉄で⾏く市内観光  

〜⾃由の⼥神上陸とグラウンドゼロ〜 
所要時間：約6時間 \13,000 

 

■概要（7:45-13:45） 

⾃由の⼥神をゆったり観光したい⽅におすすめ。リバティ島に上陸して、散策しながら迫⼒ある

⾃由の⼥神を間近でご覧いただきます。グラウンドゼロと呼ばれる、9/11メモリアルパークに

⼊場、ツインタワー跡地のメモリアルプールや遂に完成した新ワン･ワールドトレードセンター

ビルを間近でご覧いただきます。 
 

※フェリー乗船時に写真付⾝分証明書(パスポート、⼜は⽶国政府発⾏ID）を必ずご持参ください。 
※当ツアーのフェリーチケットには、⾃由の⼥神の台座部分と冠部分の⼊場は含まれていません。 
※ 9.11メモリアル･ミュージアムへのご⼊場は含まれておりません。 
※何らかの事情により9.11メモリアルパーク (グランドゼロ) に⼊場できない場合、返⾦はありません。 
※時期により、観光の順番が変更になる場合があります。 
※出発⽇： ⽕・⽊・⽇（除外⽇：11/22，12/25） 
※ご予約後、キャンセルの場合は、5 ⽇前から 100%のキャンセル料がかかります。 
 

 

ウッドベリーコモン 

アウトレット ショッピング ツアー 

所要時間：約 7 時間 30 分 \8,000 

 

■概要（09:00-16:30） 

⼤⼈気のウッドベリーコモン・アウトレットに⾏くショッピングツアーです。 

有名ブランド店はもちろん、多くのブランドが揃っています。 

マンハッタンから約１時間の郊外にあるので個⼈で⾏くのは⼤変という⽅におすすめ！ 

 

※道路規制など交通渋滞により、お買い物時間が短くなる場合があります。 

※店舗により、クレジットカードご利⽤の際に⾝分証明書提⽰を求められる場合があります。 

クレジットカードでのお買い物をご予定のお客様は⾝分証明書をご持参ください。 
※出発⽇： ⽉･⽊･⼟（除外⽇： 11/22, 12/31） 
※ご予約後、キャンセルの場合は、5 ⽇前から 100%のキャンセル料がかかります。 

 
 
 

 
 



 

 

 

ニューヨークの名⾨ジャズクラブ「ブルーノート」 

ジャズ＆ディナー・ツアー 
所要時間：約4時間 \24,500 

 

■概要（18:00 -22:00） 

ジャズの代名詞とも⾔えるブルーノート、ジャズクラブのツアーです。 

⼣⾷には味にも定評があるブルーノートのアメリカンフードディナーをご⽤意します。 

 
※ブルーノートの都合により急遽演奏中⽌になった場合は、ツアーが不催⾏になる場合があります。 
※予告なしに、当⽇の出演者や演奏時間が変更になる場合があります。 
※ジャズクラブまたは演奏者の関係で、追加料⾦が発⽣する場合があります。 
※年齢を記載した写真付⾝分証名書(パスポート、⼜は⽶国政府発⾏ID）を必ずご持参ください。 
※12歳以上〜21才未満の⽅もご参加いただけますが、必ず保護者・同伴者（21歳以上）が必要です。 
※除外⽇:6/26、10/31、12/31、その他イベント⽇・完売⽇ 
※基本料⾦以外に、特別料⾦がかかる⽇があります。お申し込み時にお問い合わせください。 
※特別料⾦設定⽇はお申し込みと同時にキャンセル料が 100%かかりますのでご注意ください。 
※ご予約後、キャンセルの場合は、5 ⽇前から 100%のキャンセル料がかかります。 
 
 

ハーレム 

ジャズ・ナイトツアー 

〜ソウル・フードの⼣⾷とジャズを楽しむ〜 
所要時間：約3時間40分 \19,000 

 

■概要（19:30-23:15） 

ハーレムに精通したガイドが、個⼈では⾏きづらい夜のハーレムへご案内します。 

ハーレムにあるレストランにて、⿊⼈⽂化の象徴であるソウル・フードをお楽しみいただきます。 

 
※当⽇の出演者やジャズクラブの都合により、終了時刻が変更となる場合があります。 
※ジャズクラブの指定はできません。催⾏⽇当⽇ご案内します。 
※21歳未満の⽅にはご参加いただけません。 
※年齢を記載した写真付⾝分証明書(パスポート、⼜は⽶国政府発⾏ID)を必ずご持参ください。 
※出発⽇： ⽔･⾦ 
※ご予約後、キャンセルの場合は、5 ⽇前から 100%のキャンセル料がかかります。 

 
 

 
 



 

 

 
 

ニューヨークシティパス(引換券）9 ⽇間有効 

\16,000 

 
 

■概要 

シティパスを下記いずれかのアトラクション窓⼝で、ニューヨークシティパスとお引き換えくだ

さい。 
・エンパイアステートビル 
・アメリカ⾃然歴史博物館 
・メトロポリタン美術館 
・グッゲンハイム美術館 
・トップ・オブ・ザ・ロック 
・9/11 メモリアルミュージアム 

・イントレピッド海上航空宇宙博物館 
※開館時間や開始時間は予告なく変更となることがありますので、事前にご確認ください。 
 

シティパスでは、ニューヨークの観光名所である下記6ヶ所へご⼊場いただけます。 
①エンパイアステートビル（オーディオツアーを含む）  
②メトロポリタン美術館（分館のthe Cloistersへも同⽇のみ⼊場可）  
③アメリカ⾃然史博物館（スペースショーを含む）  
④グッゲンハイム美術館 または トップオブザロック  
⑤911メモリアルミュージアムまたは イントレピッド海上航空宇宙博物館  
⑥⾃由の⼥神へのフェリー（エリス島の博物館も⼊場可）または サークルライン観光クルーズ 

※ご予約後、キャンセルの場合はお申込みと同時に 100％のキャンセル料がかかります。 
 

 

THE RIDE（チケットのみ） 
所要時間：約75分 \8,500 

 

■概要 

新感覚バスツアー「ザ・ライド」のチケットです。 
※ご予約後、キャンセルの場合はお申込みと同時に 100％のキャンセル料がかかります。 
※THE RIDEのボックスオフィスにてお渡しする確認書を、THE RIDEの乗⾞チケットに交換してからご乗
⾞ください。 
・ボックスオフィス  Madame Tussauds : 234 West 42nd Street, New York, NY 10036 
Monday-Saturday 9am-8:30pm / Sunday 9am-6pm 
・バス乗り場 : Chevy's Mexican Restaurant前, 42nd Street at 8th Ave 

 
 

 
 



 

 

 

THE TOUR（チケットのみ） 
所要時間：約90分 ￥6,500 

 

■概要 

新感覚バスツアー「ザ・ツアー」のチケットです。 
※ご予約後、キャンセルの場合はお申込みと同時に 100％のキャンセル料がかかります。 

※THE RIDEのボックスオフィスにてお渡する確認書を、THE TOURの乗⾞チケットに交換してからご乗

⾞ください。 

・ボックスオフィス  Madame Tussauds : 234 West 42nd Street, New York, NY 10036 

Monday-Saturday 9am-8:30pm / Sunday 9am-6pm 

・バス乗り場 : 45th Street and Broadway - northwest corner by the Marriott Marquis Hotel  

 

 

 

 

《ブロードウェイチケット、野球観戦チケットのお⼿配も可能です》 
その他にも様々なオプションを取り揃えておりますので 

「こんなことがしたい」などのご希望がございましたら、お気軽にご相談ください。 

 

【ご連絡事項】  

・混載ツアーの為、各ホテルでのお迎えが予定時間より遅れる場合があります。 

・天候、その他、現地の都合で、ツアーの変更⼜は中⽌になる場合があります。  

・上記に明記された送迎、⼊場券、ガイド、及びチップが含まれております。 

・最少催⾏ 2 名様からとなります。 

 

 株式会社旅⼯房 アメリカセクション 
  東京：03-5956-4103／⼤阪：06-7639-6582／名古屋：052-269-0890 

営業時間 ：⽉〜⾦ 10:00-18:30／⼟・⽇ 11:00-17:00／祝 休み 

 
 

 
 


