
 

 

 

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 15 時間） 

 

■料⾦ ￥57,000   

 

■集合場所 
・グランド ハイアット 

・ニューヨークヒルトンミッドタウン 

・ウェスティン タイムズスクエア 

 

  

 

■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 

※TSA(Transportation  Security  Administration)の規定にて、ご予約にはパスポートと同じご参加者名、

性別、⽣年⽉⽇が必須となります。 

※カナダ外務国際貿易省(Foreign Affairs and International Trade Canada) に基づき、未成年のお⼦様の

みでのご旅⾏、または未成年のお⼦様と同⾏者様の苗字が異なる場合、カナダ⼊国の際に保護者による渡航

同意書の提⽰が求められることがあります。ツアー出発⽇までに保護者による渡航同意書(英⽂) をご⽤意い

ただき弊社まで Email または FAX にてご送付ください。また、ツアー当⽇には、原本をお持ちください。 

※航空機燃料代の値上がりなどにより、ツアー代⾦が変更になることがあります。 

2018 年 4 ⽉〜2019 年 3 ⽉ (除外⽇：11/22, 11/25, 12/25, 12/31) 

 ※11/1 - 11/30, 3/1 - 3/31 : ⽕・⽊・⾦・⼟・⽇のみ催⾏  

※12/1 - 12/24, 1/6 - 2/28 : ⽕・⽊・⼟・⽇のみ催⾏  

※上記以外 : 毎⽇ 

※予約後、キャンセルの場合は、30 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  『ニューヨーク野球観戦ツアー』 
 

■料⾦ ￥23,500〜（所要時間：約 5 時間） 

■概要  

 

 

 

 

 

 

 

ニューヨーク １⽇市内観光 

歴史ある⼈気チームのホームでの試合観戦。 
せっかくの野球観戦、グラウンドに近い１階席がおすすめです！1階外野席はホームラン球や、ファールボ
ールをキャッチできるチャンスがありますよ！ 
昨シーズンに引き続き、⽇本⼈スター投⼿の活躍が期待されます！ 
感動場⾯をぜひ球場で応援しましょう！お申し込みはお早めに！ 

旬と定番の融合ルートで１⽇内容盛りだくさんのベスト市内観光！ 
定番だけでなく話題のミートパッキングエリアのハイラインパークやチェルシーマーケットも下⾞します！世界
的な有名⼈が多く住むアッパーウエストサイドやアッパーイーストサイドの魅⼒も⾞窓から味わえます。 
 

※チケットはモバイルチケット(QR コード)になることがあります。スマートフォンをご⽤意ください。 
※座席番号は事前にお伝えする事はできません。                     
※球団の事情により開始時間や対戦相⼿が変わることもあります。         
※ガイドは基本的にスタジアムに⼊場しません。 
※集合時間は試合開始時間によって異なるため、ご予約時にご確認ください。 
※催⾏⽇ ホームゲーム開催⽇ 
※予約後、キャンセルの場合は、お申込みと同時に 100％かかります。 

※天候、運休、その他諸事情により、周遊フェリーに乗船が困難な場合は、 
リバティ島⾏きフェリーチケットをお渡しいたします。その際返⾦はありません。 
※天候、混雑、その他の事情によりツアー中にトップ・オブ・ザ・ロックへ⼊場できない場合は、 
チケットのみをお渡しします。その際の返⾦はありません。 
※周遊フェリーにご乗船の際は、お客様のみとなることがあります。 
※トップオブザロック展望台には、ガイドが同⾏しません。 
※毎⽇催⾏(11/22,12/25,12/31を除く) 
※予約後、キャンセルの場合は 3 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 

〜⾃由の⼥神クルーズ付き（⽇本語ガイド）〜 
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ニューヨークオプショナル

ツアーの定番市内１⽇観光。定番観光場所だけでなく話題のミートパッキングエリアのハイラインパーク

やチェルシーマーケットも下⾞します！世界的な有名⼈が多く住むアッパーウエストサイドやアッパーイ

ーストサイドの魅⼒も⾞窓から味わえます。 

 
※交通事情により、観光コースの変更、下⾞観光ができないこともあります。 
※昼⾷箇所は、基本的にワールドファイナンシャルセンター付近のホールフーズマーケットにて各⾃お取
りいただきます。(変更になることもあります。) 
※天候、運休、その他諸事情により、周遊フェリーに乗船が困難な場合は、リバティ島⾏きフェリーチケ
ットをお渡しいたします。その際返⾦はありません。 
※冬季（1 ⽉〜3 ⽉）の間、または諸事情により利⽤する周遊フェリー会社が変更になることがあります。 
※周遊フェリーにご乗船の際は、お客様のみとなることがあります。 
※積載スペースに限りがございますので、⾞イスをご持参されてのご参加をご希望される場合は、事前に
お問い合わせください。 
※催⾏⽇ 毎⽇（11/22,12/25 を除く） 
※ご予約後、キャンセルの場合は、3 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ツアー半⽇ 
所要時間：約3時間 ￥8,500 

 

■概要（9:15-12:15） 

懇切丁寧な⾮常にわかりやすい解説で、今迄とは全く違った鑑賞の仕⽅ができるはずです。限られた時間

内で、広⼤な美術館を漠然とまわるご⾃⾝での鑑賞よりも、⼤変効率よく、選りすぐりの作品に絞って鑑

賞できるこのツアーはおすすめです。 

※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します。 
（公共交通機関を利⽤） 
※バックパック等を含む⼤きなお荷物は、メトロポリタン美術館にて、クロークへ預けなければならない
こともあります。⼩さなお荷物にてご参加いただくことをおすすめします。 
※催⾏⽇ 毎⽇ 
※ご予約後、キャンセルの場合は、16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 

 
 

 
 



 

 

 

「鉄道の旅」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。 
 

※ペンシルバニアホテルからペンシルバニア駅まではガイドが徒歩でご案内します。 
※⼟曜⽇のみ、集合時間が異なっています。（5：45集合） 
※ご参加⼈数が少ない場合（2-3名様）は公共交通機関を利⽤することがありますので、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。 
※ツアー当⽇は、ワシントンまでのアムトラックを利⽤しますので、必ず写真付⾝分証明書（パスポート
（コピー不可/要原本⼜は、運転免許証）をご持参ください。 
※ツアー当⽇、集合時間に集合場所にいらっしゃらなかったお客様は当⽇キャンセルとみなされます。 
当⽇キャンセルのご返⾦は⼀切ありませんので、ご了承ください。 
※所要時間は⽬安です。変更となることありますので、あらかじめご了承下さい。 
※アムトラック発着時間は運⾏状況により変更することがあります。 
※デモ、その他政府要⼈の移動・イベント⽇等に催⾏する場合は、市内にて交通規制等の事情によりスケ
ジュールが遅れたり、観光箇所の変更・取り消しをすることがあります。 
※他ツアー、他コースのお客様とご⼀緒いただくことがあり、観光箇所の変更がございます。 
あらかじめご了承ください。 
※アムトラック⾞内にはガイドは同⾏しません。 
※折り畳みの⾞椅⼦をご持参されるお客様は、ご予約時に折り畳んだ際のサイズをお知らせください。 
⾞両によっても異なりますが、⾞両に⾞椅⼦⼀台となりますので、2台⽬からはお受け出来ないこともあり
ます。 
※お荷物は⼿荷物のみで参加をお願いいたします。 
※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。 
※バスで⾏くツアーもあります。詳しくはコンシェルジュまでお問い合わせください。 
 
▼催⾏⽇ 
※2018年4⽉〜2019年3⽉ (除外⽇: 4/14, 5/27, 5/28, 7/4, 10/28, 11/22, 12/25, 1/1,1/19) 
※4-6、10-3 ⽉：⽉・⽔・⽊・⼟  
※7-9 ⽉：⽉・⽕・⽔・⽊・⼟ 
 
 

 

 
 



 

 

「鉄道の旅」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。 
 

※ペンシルバニアホテルからペンシルバニア駅まではガイドが徒歩でご案内します。 
※重要：⼟曜⽇のみ集合時間が異なっています。 
※ツアー当⽇は、アムトラック利⽤につき必ず写真付⾝分証明書（パスポート（コピー不可/要原本⼜は、
⽶国発⾏運転免許証）をご持参ください。 
※ツアー当⽇、集合時間に集合場所にいらっしゃらなかったお客様は当⽇キャンセルとみなされます。 
当⽇キャンセルのご返⾦は⼀切ありませんので、ご了承ください。 
※所要時間は⽬安です。変更となることがございますので、あらかじめご了承ください。 
※アムトラック発着時間は運⾏状況により変更することあります。 
※市内にて交通規制等の事情によりスケジュールが遅れたり、観光箇所の変更をする事があります。 
※アムトラック⾞内にはガイドは同⾏しません。 
※ボストンのサウスステーションにてガイドがお待ちしています。 
※サウスステーションご出発時、⽇本語係員が乗⾞のお⼿伝いをします。 
※折り畳み等の⾞椅⼦をご持参されますお客様は、⾞両の都合で現地観光が混載でのお⼿配は不可となり、
プライベートでのサービスとなりますので、ご料⾦等お問い合わせください。あらかじめご了承ください。 
※お荷物は⼿荷物のみで参加をお願いします。 
※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。 
※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。 
※バスで⾏くツアーもあります。詳しくはコンシェルジュまでお問い合わせください。 
 
▼催⾏⽇ 
※2018 年 4 ⽉〜2019 年 3 ⽉ ⽉･⽔・⽊･⼟曜⽇ 
(除外⽇:4/14.16,5/24.26.28,6/9,7/4,9/1.3,10/8,11/10.22.24,12/25.31,1/1,2/19) 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

"ピータールーガー"のステーキを⾷べに⾏こう！ 

〜プチ･ブルックリン観光付き〜 
所要時間：約4時間 \21,000 

  

■概要 

【1⽇5名限定！】あのブルックリンの超有名⽼舗店のステーキを⾷べに⾏こう。 

少しアクセスがしづらいブルックリンのピータールーガーに1⼈で⾏くのは少し不安。 

そんな⽅にもガイドと⼀緒ならば安⼼！お⾷事後は少し⾜を伸ばしてウィリアムズ・バーグまでお散歩へ。 

ベッドフォードのお勧めのお店をご紹介します。もちろん、現地の解散も可能ですのでお買い物も楽しめ

ます。 

 

※催⾏⽇ ⽉・⽕・⽔・⽊・⾦曜⽇ 

 (5/28, 5/29, 7/4, 9/3, 10/8, 11/22, 11/23, 12/25, 12/31, 1/1, 1/21, 2/14, 2/18, レストラン貸切

⽇を除く) 

※メニューの内容は変更になることがあります。 

※お飲み物は含まれておりません。お客様負担にてお⽀払ください。(現⾦のみの受付となります。) 

※レストラン開店前にご到着することがあります。 

※お席に案内されるまで、しばらくお待ちいただくことあります。 
※お席は相席となります。 
※ご予約後、キャンセルの場合は、3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です！ 

 

※催⾏⽇ ⽉･⽊･⼟曜⽇(11/22, 12/31を除く) 

※シャネルの店舗は 2011 年春よりありませんのでご注意ください。 
※ご予約後、キャンセルの場合は、3 ⽇前から 100%のキャンセル料がかかります。 
 

 
 

 



 

 

 

ブルーノート･ビッグジャズ（ドリンク1杯付き） 
所要時間：約4時間 \17,000〜 

 

■概要（18:30 -22:00） 

ジャズに精通したガイドがブルーノートへご案内しますので、ジャズ初⼼者の⽅からジャズ通まで満⾜い

ただけるツアーです。名⾨のジャズクラブの集まるマンハッタン、グリニッジビレッジで本場のジャズを

存分にお楽しみください。 

 
※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ことがあります。 
※ジャズクラブまたは演奏者の関係でツアー⽇によっては追加料⾦が発⽣することがあります。 
ご予約時に確認をしてください。 
※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。 
※特別料⾦設定の⽇はお申し込みと同時にキャンセル料が 100%かかります。 
※ご予約後、キャンセルの場合は、3 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  
所要時間：約4時間 \17,000 

 

■概要 

地元で活躍するミュージシャン達と深い親交をもつ、ハーレム在住30年のトミー富⽥のわかりやすい解説

で、ジャズがより深く理解できる「ハーレムジャズツアー」。 

実⼒者揃いのハーレムのミュージシャン達の熱のこもった素晴らしいライブには、ダウンタウンのジャズ

とはひと味違う楽しさがあります。ハーレムにあるNYナンバーワンのソウルフード店で、本場の美味しい

ソウルフードをお腹⼀杯召し上がっていただいた後、ジャズクラブへご案内するフルコースツアーです。 

 
※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。 
※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こともあります。 
※ジャズクラブの指定はできません。催⾏⽇当⽇ご案内いたします。 
※21 歳未満の⽅にはご参加いただけません。 
※催⾏⽇：⽉･⾦･⼟･⽇ 
※ご予約後、キャンセルの場合は、11 ⽇前から 100%のキャンセル料がかかります。 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

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」などのご希望がありましたら、お気軽にご相談ください。 

 

 

 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 

福岡：06-7639-6582／札幌：011-223-2251 

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


