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MAKE YOUR GREAT EXPERIENCE OF KILIMANJARO AND SAFARIS IN TANZANIA

タンザニアの魅⼒を贅沢に味わおう
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について

ZARA TOURS

は1987年にZainab Ansellによって創設され、32年の経験と実績を
持つタンザニアでのツアーを専⾨に取り扱う現地旅⾏会社です。タンザニア
の北部の都市モシに位置し、地域No.1のキリマンジャロ登⼭ツアー、サファ
リオペレーターとして運営しております。私たちは、お客様の要望に合わせ
タンザニアの魅⼒を贅沢に味わえる複数のサファリ体験、アフリカ最⾼峰の
キリマンジャロ(全8ルート)やアフリカで5番⽬に⾼いマウント・メルーの登
⼭体験、アフリカ⼤陸に浮かぶ⼩さな島ザンジバル島への豪華リゾート体験
ツアーを提供しております。
Zara Tours

ZAINAB ANSELL

JEAN-PIERRE LELOUP

の創設者
彼⼥の⽬標は、より多くの世界中からの旅⾏者にタ
ンザニアの魅⼒を届けることです

年以上の間、タンザニアとフランスを結ぶコンサルタ
ントとして活動。お客様のニーズに合わせ、最⾼の旅を
作り上げることを約束します

ZARA TOURS

30

チーム

ZARA TOURS

⼈以上のチーム（ガイド、ポーター、料理⼈、運転
⼿、整備⼠、ウェイターなど）が毎⽇お客様の旅をサポー
トします。最⾼な思い出を共に作りましょう
1,000
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KILIMANJARO

キリマンジャロについて :

キリマンジャロは、タンザニ ア北東部にあり、キボ
峰、マ ウェンジー峰、シラ峰3つの 成層⽕⼭からなる
休⽕⼭で す。アフリカ⼤陸最⾼峰であ り、登⼭⼝か
ら⼭頂の標⾼ 5895m迄約4900m登ります。
標⾼:5895m(19,341ft) 5895m(19,308ft)

キリマンジャロ オススメ訪問時期 :
キリマンジャロは、⼀年中登れますが季節によ
って気候変化がございますのでよく注意して登
る時期を検討することをお勧めします。

⽉〜３⽉

1

ほとんど雲がなく気温も温かかく過ごしやすい
最⾼のシーズンです。

⽉〜6⽉中旬

4

この期間も温かく過ごしやすいですが、⼭の
麓、中腹付近では⾬量が少し多く、雲で視界を
防ぎ、森の景⾊が⾒えづらくなります。

⽉後半〜8⽉

6

夜は気温が下がり、とても寒いですが標⾼
3000m以上の景⾊はとても明瞭で綺麗です。

登⼭ルートについて :

マラングルート
⼀番シンプルで有名なルートです。唯⼀、テント泊ではな⼭⼩屋に宿泊できるルートで、初⼼
者向けです。5⽇〜6⽇でゆっくり登⼭を楽しみます。
マチャメルート
テントに泊まりながらキリマンジャロの頂を⽬指します。シラ峰（3,962m）など、キリマンジ
ャロに聳える3つの峰をすべて⾒ることができるのもこのルートの魅⼒です。往路アップダウン
を繰り返すため⾼所順応しやすく、道中では乾燥地帯特有の植⽣もお楽しみいただけます。
ロンガイルート
マラングルートよりも景⾊が良く、マチャメルートよりも簡単であることが知られているロン
ガイルートです。テント泊であり、登頂率は⾮常に⾼いです。ロンガイルートはケニヤとの国
境のすぐ南にある⼭の北側から始まり、最も移動の少ないルートの1つです。6⽇間の旅程と、
少し⻑めの7⽇間の旅程があります
レモンショルート
西部⼭麓のレモショ村が起点。⻑い登⼭道のため利⽤者は少ないが広⼤な景⾊を楽しめます。
⼭麓を横切りバラフ・ハットへと向かう⾵光明媚なルートが分岐する。徐々に⾼度を上げてい
くため馴化に最適です。
他にも経験者向けの4ルートがございます。

⽉〜10⽉
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徐々に気温も上がり、少⾬量によりタイミング
によっては登⼭者にとっては1番良い時期かも
しれません。

⽉〜12⽉

ツアーに含まれるもの

国⽴公園⼊園料
午後には雷がなることがあり、頂上付近ではと
救護費⽤
/応急処置キット
ても激しい吹雪が降ることも考えられます。 パルスオキシメーター(酸素濃度計）
ただし、夜と早朝の景⾊は素晴らしく綺麗で
ガイド料、ポーター料
す。
⼭での⻝事 、お湯
宿泊費、⼊⼭料
登⼭前後の宿泊費
チップ
11
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ツアーに含まれないもの
国際線
ビザ（50⽶ドル）
登⼭⽤具（寝袋、靴など）
チップ
保険
空港送迎

泊⽇

マラングルート


Marangu Route 4
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DAY 1

キリマンジャロ国際空港からスプリングランドホテル 空港送迎付き
DAY 2

⻝後、ガイドからのブリーフィングがあり、午前9時にモシを出発
キリマンジャロの東部マラングゲート迄、⾞で45分。
⼊⼭届けを提出し、午前10:30から登⼭開始。熱帯⾬林では、⾼く聳えるユーカリの⽊や⿃、ロブス猿の
観察ができます。標⾼が低いところでは、湿度が⾼く地⾯は泥濘んでいるので、ウォーキングポールとゲ
イターがあると楽に登れます。半ズボンとTシャツで問題ないですが、必ず⾬具や温かい服を持ち歩いて
ください。途中でランチを⻝べ、2時から3時の間にマンダラハットに到着。紅茶やコーヒーを飲みながら
休みます。マウンディークレターまで15分散歩をすれば、タンザニア北部とケニヤの景⾊を楽しめます。
⼣⻝は、午後7:00頃に提供されます。
Day 3

午前7:30に起床し、朝⻝。8:30から登⼭開始。１時間熱帯⾬林の中を歩き、⼤
きなロベリアやロボロギクが観察できる広く平坦な道を通り登っていきます。
潅⽊がある荒泥池を更に登っていき、途中でマウェンジの美しい景⾊を楽しみ
ながらランチを楽しみます。午後3時頃にキボ峰頂上が⾒えるホロンボハットに
到着。休憩・⼣⻝です。ここでは標⾼の⾼さを感じますので、良く⽔分をと
り、しっかり慣らしましょう。無理せず、⾟い場合は1⽇ホロンボハットで延泊
し、⼩屋で休むかキボ峰のサブピークであるマウェンジ峰のベースキャンプま
での散歩をする事もできます。
Day 4

午前7:30に起床し、朝⻝。(美しい⽇の出の写真撮影をしたい⽅は早起きを推奨し
ます)マウェンジ峰とキボ峰を結ぶ広範囲に及ぶ鞍部に⼊る時は、最近減少してい
る荒涼とした景⾊が楽しめる荒野を通って登っていきます。
途中、昼⻝休憩を取り、その後とても⼤きな鞍部を越えた時、数時間後に登り始
めるキボ峰の⼭頂が⾒えるでしょう。⾼⼭病を発症し始める頃なので気をつけて
ゆっくり登りましょう。キボハットでは、お⽔は使⽤できません。
Day 5

夜中に起床し、軽く朝⻝を取ります。⽇の出の後すぐにウフルピークに到着できるように⼭頂登頂の準備
をします。午前1時に出発し、ジグザグの道に沿ってがれ場を上がっていきます。恐らく雪も降っているで
しょう。午前5時から7時の間に標⾼5861m/18,640ftのクレーターの縁部分であるギルマンズポイントに到
着します。伝説クレーターの氷帽を楽しめるでしょう。雪の中午前９時までにキリマンジャロの⼭頂に着く
ように、2時間かけてクレーターリムに沿って登っていきます。頂上に着いたら、記念写真を忘れずに取り
ましょう！ 頂上で少しゆっくりした後は、キボ峰まで下⼭し、昼⻝休憩を取ります。その後、ホロンボハ
ットまで鞍部を渡っていきます。ホロンボハットに到着次第、⼣飯を⻝べ、よく睡眠を取ってください。
DAY 6

午前7:30に起床し、朝⻝を取ります。マンダラハットまで泥炭地を通って下⼭していきます。
マンダラハットで昼⻝を取り、午後2時〜3時の間には⼊⼭ゲートに着くように⻘々とした森林
を通って下⼭していきます。ツアー終了後、ホテルにてガイドや料理⼈、ポーターにチップを
渡し忘れないようにしてください。モシのスプリングランドホテル迄は送迎が付いています。
Day

７

モシ | キリマンジャロ国際空港
朝⻝後、空港送迎 （朝⻝・昼⻝付）.
4

泊
⽇
マチャメルート

Machame Route 5

DAY 1

キリマンジャロ国際空港

DAY 2

モシ(1,490 M)

|

キリマンジャロ国際空港からモシに移動します。
|
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モシ

マチャメゲート | マチャメキャンプ(2,980M)

朝⻝後、モシ（910M）からマチャメ村（1490M）まで⾞で45分です。ガイドとポーターは、村で登⼭
に必要な装備と物資を準備し、パッキングします。道路の状態によっては、村からマチャメゲートまで
⾞で⾏けますが、そうでない場合、泥道を3 KM1時間かけて歩きます。ゲートで⼊⼭届けを登録した
後、熱帯⾬林での登⼭に⼊ります。ゲートで昼⻝を受け取ります。モシのスプリングランドホテルでミ
ネラルウォーター購⼊し持っていく事もできます。森では⾬が降る可能性があり、その影響で道が泥濘
み、滑りやすくなります。就寝前に、調理⼈が⼣⻝を準備します。 マチャメキャンプ場では、夜間の気
温が氷点下に達する事がありますので、しっかり防寒しましょう。
Day 3

マチャメキャンプ | シラキャンプ(3,840M )

マチャメキャンプ場では早起きし、朝⻝の後、森の頂上まで1時間かけて登り、そこから荒れ地
を通って穏やかな坂道を2時間かけて通り抜けます。少し昼⻝休憩を取った後、シラ⾼原の岩尾
根を上り続けます。ここで、東⽅向にあるウエスタンブリーチの⾒事な氷河を⾒ることができ
るでしょう。キボ峰の西側に到着し、少しハイキングした後3840mに位置するシラキャンプ場
に着きます。⼣⻝前に、ポーターは温かい飲⽔と洗浄⽤の⽔を⽤意します。このキャンプ場
は、夜は更に冷え込み、気温は氷点下までグッと下がります。
JDAY4 :

シラキャンプ(3 840 M)

|

ラヴァタワー- バランコキャンプ（3 960 M)

このルートは現在、ラヴァタワーを囲む半砂漠で岩の多い⾵景に変わり、約5時間歩くと⾼度4630mのラヴァ
タワーに到着します。ラヴァタワー迄の溶岩の吹き抜け道を登る前に、指定されたエリアで昼⻝は提供されま
す。これまでのところ最もタフな⽇になります。通常この辺りで、クライマーは初めて息切れ、イライラ、頭
痛の症状を感じるようになります。昼⻝後、再びバランコキャンプ場まで約680m近く降ります、そして⾼度
4600mのラバタワーに達した後に、標⾼の⾼さに順応できている事が明らかになります。このバランコキャン
プ場への下⼭は約2時間かかり、ウエスタンブリーチとブリーチウォールの美しい写真が撮れます。キャンプ
場はブリーチとグレート バランコウォールの下の渓⾕にあります。バランコキャンプ場では、⼣⻝を待ってい
る間に思い出に残る素敵な⼣⽇が⾒えるでしょう。
DAY 5 :

バランコキャンプ(3,950M)

DAY6 :

バラフキャンプ(4,550 M)

|

バラフキャンプ(4,550M)

絶えない強⾵にさらされて、テントは狭く、⽯ころだらけで、危険な尾根に⽴てられています。事故
を避けるために、暗くなる前に地形に慣れるようにしてください。頂上まではさらに1345m上がり、
その⽇の夜に頂上まで登ります。頂上登頂の為の装備、ウォーキングポールや⼗分な防寒着を準備し
ましょう。 19時00分頃に就寝し、しっかり休息を取りましょう。
|

頂上

|

ムウェカ (3,100M)

時30分頃に起きて、お茶やビスケット等軽⻝を⻝べた後は、夜に出発します。北西⽅向に向かっ
て進み、クレーターの縁ステラ ポイントに向かって困難ながれ場を上がっていきます。ステラポイ
ントまでのこの6時間の上昇は、多くの登⼭者にとって精神的にも⾁体的にも最も困難なルートで
す。 ステラポイント（5685m）では、ちょっとした休息と、最も壮⼤な⽇の出（天候が良い場合）
を楽しめるでしょう。ステラポイントから、ウフルピーク迄の2時間ずっとずっと雪が降るでしょ
う。頂上での滞在時間は気象状況によって異なります。寒さと疲労で再始動する事が困難になるの
で、頂上で⻑時間滞在しないでください。⼀⽣の思い出になるように、その⽇の達成楽しんでくだ
さい。頂上からバラフまで戻るのには約3時間かかります。
23

DAY7 :

ムウェカキャンプ(3,100M) | ムウェカゲート | モシ(1,980 M)

朝⻝後、ムウェカゲートからムウェカ村まで下⼭します。道は泥道なので、⾜を取られないように気をつけ
てください。 ムウェカ村からスプリングランドホテルまでは送迎があり、美味しい温かい昼⻝が提供されま
す。ホテルに戻ったらシャワーを浴び、ゆっくりお休みください。旅が終わったら、ホテルにてガイドにチ
ップを渡し忘れないようにしてください。また登頂に成功した際に、登頂証明書を受け取れます。ステラポ
イント（5685m）に到達したクライマーには緑⾊の証明書が発⾏され、ウルフピーク（5895m）に到達した
クライマーに⾦⾊の証明書が発⾏されます
DAY 8 :

モシ | キリマンジャロ国際空港

朝⻝後、空港送迎 （朝⻝・昼⻝付）

5

泊⽇

ロンガイルート


Rongai Route 6

⽇⽬ : キリマンジャロ国際空港に到着

1

スプリングランドホテル迄の送迎付き（５０分）
スプリングホテル宿泊(⼣⻝・朝⻝付き)
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⽇⽬: モシ - ファースト ケーブ キャンプ (2 830 M)

2

登⼭は、トウモロコシとジャガイモ畑を通る⼩さな道がある魅⼒的な⽊造の村ナレ・モル
（1,950 m）から始まります。その後は、キリマンジャロの美しいコロブス猿をはじめと
するさまざまな野⽣⽣物を保護する魅⼒的な森の中を、静かにゆっくりと上ります。コロ
ブス猿は黒く、⻑い⽩い髪と流れるような⽩い尾を持っています。森林は間伐し始め、最
初のキャンプ地はケニヤ平原の広⼤な景⾊を⾒渡せる荒地帯の端（2,600 m）に所在しま
す。 [登⼭時間3-4時間]

⽇⽬ : ファースト ケーブ キャンプ (2 830M) - セカンド ケーブ キャンプ (3 450 M)

3

午前中の登⼭は、キボ峰と⽕⼭縁にある東側の氷原の素晴らしい景⾊が楽しめる「セカンドケ
ーブ」（3,450 m）までの緩やかな上昇です。昼⻝後メインの道を過ぎ、マウェンジ峰のギザ
ギザのピークに向かってより狭い道である荒れ地を越えていきます。私たちのキャンプ場は、
キケレワ洞窟（3.600メートル）の近くにある壮⼤な景⾊を楽しめる保護渓⾕にあります。[登
⼭時間6-7時間]

⽇⽬:セカンド ケーブ キャンプ (3 450 M) - マウ
ェンジ ターン キャンプ (3 952 M)
4

短い距離ではありますが、急である草が茂った斜⾯の登
⼭では、⾒事な壮観と荒野の⾃然の偉⼤さを感じること
ができます。植⽣を過ぎ、マウェンジ峰にそびえる尖塔
の真下にある次のキャンプサイトであるマウェンジター
ン（4,330 m）に着きます。午後は、気候変化や標⾼の
⾼さに慣れるため⾃由に休憩したり周辺地域を散策した
りできます。 [登⼭時間3〜4時間]

⽇⽬ マウェンジ ターン キャンプ (3 952 M) - キボ ハット

6
:
(4 750 M)

⽇⽬: マウェンジ ターン キャンプにて⾼度順応⽇ (3 952 M)

5

マウェンジターンキャンプ場で2泊し、⾼度順応させます。
周辺を散策して、時間を有意義に使ってください。

マウェンジ峰とキボ峰間のサドルの⽉砂漠を越えてキボクレーターの壁
の底にあるスクールキャンプ場（4,750 m）に到着。その⽇は、頂上ア
タックに向けて夜中出発するので良く休んでください [徒歩4〜5時間]

⽇⽬ : キボ ハット (4 750 M) - 頂上アタック (5 895 M) - ホロンボ ハット (3 110M)

7

午前1時頃、登⼭で最後の⼭場頂上アタックに向けて出発します。(※ヘッドランプや懐中電灯必須)。ギルマンズポイント（5,685m）の
⽕⼝縁に向けて、緩やかな⽕⼭の吹き抜けを通ってジグザグ道をゆっくりと暗闇の中を歩きます。マウェンジ峰の壮観な⽇の出を楽し
むため休憩を挟みます。体⼒が残っているハイカーは、⼭頂地域の⼤部分を占めている壮観な氷河と氷の崖の近くを通り過ぎ、ウフル
ピーク（5,896メートル）まで3時間で⾏けます。 キボ峰（4,700 m）への下⼭は驚くほど速く、そして少し休憩した後最終キャンプ場
ホロンボ峰（3,720 m）まで下⼭し続けます。[登⼭時間11〜15時間]

⽇⽬ : ホロンボ ハット (3 110 M) - マラングゲート(1 980 M) - モシ
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早朝に起床し、朝⻝を取ります。マンダラハット(2700m)まで泥炭地を通って下⼭して
いきます。マンダラハットで昼⻝をとった後は、国⽴公園マラングゲート(1830m)まで
降りていきます。[登⼭時間5〜6時間]
モシのスプリングランドホテル、または他の施設までの迄は送迎が付いています。

⽇⽬：モシーキリマンジャロ国際空港

9

ホテルでの朝⻝後、フライトに合わせて空港送迎がついております。
6

SAFARIS

のサファリについて :
Zara Tours では、お客様の要望に応じてタンザニア北部に位置する
国⽴公園と動物保護区でのサファリツアーを⼿配いたします。国⽴
公園は様々なアトラクション、美しくユニークな動植物に溢れてい
ます。その他にも、歴史を感じられる地形や⼈類学も楽しめます。
サファリツアー中は、Zara Toursが所有するテント式キャンプロッ
ジやホテルのようなラグジュアリーサファリロッジに滞在します。
4×4ルーフ付きサファリカーで有名なビッグファイブの観察を楽し
み、⽇常とはかけ離れた刺激的な体験を楽しんでください。

ZARA TOURS

タンザニア のオススメ国⽴公園
マニャラ湖

オススメ訪問時期 :

マニャラ湖はタンギーレ国⽴公園とンゴロンゴロクレーターの間に位置する弱アルカリ塩湖で
す。マニャラ湖の周辺にはフラミンゴをはじめとする400種以上の⿃類が⽣息し、フラミンゴが湖
⼀⾯に集まる様⼦はピンクの絨毯とも表現されます。またマニャラ湖では、⽊登りライオンを⾒
6⽉〜10⽉(乾季)
られることでも注⽬されています。⼤⾃然の中で悠々⾃適に⽣活するライオンを⾒る貴重な体験
ができます。
6⽉〜7⽉はヌーの群れの⼤移動を観察できる⼀番良
い時期です
動物は、植物が少なく⽔たまりや川の周辺に集まり
セレンゲティ国⽴公園
やすいので観察しやすいです
ユネスコの世界⾃然遺産にも指定されたタンザニアで最初の国⽴公園です。マサイ語で“果てしな
乾季のため蚊は⽐較的少なく過ごしやすい。空は透 い草原”を意味します。東部アフリカに⽣息するほとんどの動物が観測できることから野⽣のアフ
き通っていて、ほぼ毎⽇晴天です。
リカを最も簡単に⾒ることができるといわれています。この⼤草原の所々にコピエとよばれる太
乾季シーズン中は、多くの訪問客がいるがセレンゲ
古の岩場があり、まるで⼤海原にある島のようです。
ティ国⽴公園や、ンゴロンゴロクレーターがあるセ
タランギーレ国⽴公園
ロネラ周辺以外の国⽴公園は⽐較的空いています
朝晩は冷え込みます。6⽉〜8⽉までの間のサファリ タランギーレ国⽴公園は園内を流れるタランギーレ川を中⼼に、草原や疎林、丘などがあり起伏
ツアーには温かい上着を持ってくることを推奨しま に富んだ地形をもち、絶滅危惧種のアフリカゾウの⼤群やほかの公園ではなかなか⾒られない⿃
たちが⽣息しています。また地球上でもっとも巨⼤な樹林「バオバブ」を⾒ることができます。
す。
⾔い伝えではその姿はまるで悪魔が巨⽊を引き抜いて、さかさまに突っ込んだようだと表現され
ています。
11⽉〜5⽉(⾬季)
ンゴロンゴロ⾃然保護区
ンゴロンゴロは現地の⾔葉で「巨⼤な⽳」を意味し、世界で⼆番⽬に⼤きいといわれる⽕⼭原と
1⽉後半〜2⽉は、南部セレンゲティで動物の出産が
2,400mの外輪に囲まれた巨⼤なすり鉢状のクレ
観察できる時期です。この時期は、捕⻝動物の⾏動 広⼤なサバンナが広がる⾃然保護地区です。標⾼
ーター「ンゴロンゴロ」の中には湖やオアシスがあり、⽔と⻝べ物が豊富なことからたくさんの
観察をするのに最適な時期です。
景⾊は緑豊かで美しいです。閑散期なので、⾃然公 動物や⿃類が⽣息しています。野⽣の動物とマサイ族が共⽣し世界でも類をみない場所として⼈
気を誇っています。
園は空いていて、お得な⾦額でツアーを楽しんでい
ただけます。
野⽣動物の観察は、基本的に乾季ですが最北端のサ
ーキットでのサファリツアーでは1年を通し動物観
察を楽しめます。
⿃の群れの観察を楽しむのには最適なシーズンで
ツアー含まれるもの
ツアーに含まれないもの
す。
3⽉〜5⽉を除いた時期は、午後に⾬が少し降る程度
3⻝付き
国内線または国際線
です3⽉〜5⽉は、⾬季のため湿度がとても⾼いで
国⽴公園への⼊場料
タンザニア⼊国ビザ（$ 50 USD）
す。
チップ
タランギーレ国⽴公園では多くの野⽣動物が⼤移動 サファリ4x4ランドクルーザー(ルーフ付
します。カタヴィやセルース、ルアハでの動物観察
き）
個⼈的携⾏品
は乾季中とても良く観察できます。
etc
etc
SAFARI
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スタンダード

SAFARI TOUR1

マニャラ湖、セレンゲティ国⽴公園、ンゴロンゴ
ロ⾃然保護区でのサファリ体験
このサファリパッケージには、⼈気の北部サーキットゲームパークがあ
ります。マニャラ湖国⽴公園、セレンゲティン国⽴公園、ンゴロンゴロ
⾃然保護区へ訪問します。オープンルーフ付き4WDサファリカーで旅
⾏します。1⾞両あたり最⼤6⼈まで。

⾏程表
Day1

Day2

Day3


Day4

Day5


JRO着 空港（50分）
スプリングランドホテル 送迎付き ⼣⾷付き

スプリングランドホテル
↓（4h）
マニャラ湖へ マニャラ湖にてサファリ
AM8:00-PM5:00/6:00朝⾷・昼⾷・⼣⾷付き
宿泊先：ハイビューホテル

ハイビューホテル
↓（4h）
セレンゲティ国⽴公園 午後からサファリ
PM12:00-PM5:00/6:00 朝⾷・昼⾷・⼣⾷付き
宿泊先：SerengetiwildcamporSerengeti
beastcamp

セレンゲティ国⽴公園 終⽇サファリ
朝⾷・昼⾷・⼣⾷付き
宿泊先：SerengetiwildcamporSerengeti
beastcamp

セレンゲティ国⽴公園(早朝出発)
↓（3h）
ンゴロンゴロ⾃然保護区 AM10:00PM5:00/6:00朝⾷・昼⾷・⼣⾷付き
宿泊先：ngorongorowildcamp

ンゴロンゴロ⾃然保護区
Day6 ↓（4h）
 JRO空港へ 朝⾷・昼⾷付き
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SAFARI TOUR2

ラグジュアリー
泊6⽇ セレンゲティサファリツアー/バルーンサ
ファリツアー付き(マニャラ湖、セレンゲティ国⽴
公園、ンゴロンゴロ⾃然保護区)
5

このサファリパッケージでは、マニャラ湖国⽴公園、セレンゲティン国
⽴公園、ンゴロンゴロ⾃然保護区へ訪問し、気球に乗ってサファリを贅
沢に楽しめます。オープンルーフ付き4WDサファリカーで旅⾏しま
す。1⾞両あたり最⼤6⼈まで。

⾏程表
Day1

Day2

Day3

Day4


JRO着 空港（50分）
スプリングランドホテル 送迎付き ⼣⾷付き

スプリングランズホテル
↓（4h）
マニャラ湖にてサファリ （AM8:00-PM5:00/6:00)
【宿泊先（ラグジュアリー）：ハイビューコーヒーロッジ】
朝⾷・昼⾷・⼣⾷付き

マ ニャラ湖 ホテル
↓（4h）
セレンゲティ国⽴公園での⼀⽇サファリ
（AM8:00-PM5:00/6:00）
【宿泊先（ラグジュアリー）：セレンゲティサファリロッジ】
朝⾷・昼⾷・⼣⾷付き

セレンゲティ国⽴公園
早朝 ：バルーンサファリ体験（45分）
朝⾷後：半⽇サファリ（PM10:00-PM5:00/6:00）
【宿泊先（ラグジュアリー）：セレンゲティサファリロッジ】
朝⾷・昼⾷・⼣⾷付き

ンゴロンゴロ⾃然保護区にて1⽇サファリ（AM8:00Day5 PM5:00/6:00）
 【宿泊先（ラグジュアリー）：ンゴロンゴロサファリロッジ】
朝⾷・昼⾷・⼣⾷付き

ンゴロンゴロ⾃然保護区 ホテル出発
Day6 ↓（4h）
 キリマンジャロ空港
9
朝⾷・昼⾷付

ZANZIBAR

かつての⾸都ダル・エス・サラームの沖合に浮かぶサンゴ礁の
島。アラビアとアフリカが複雑に融合したスワヒリ⽂化最⼤の
⾒所です。 古いアラブ⾵の⽯造りの家が迷路のように建ち並
ぶ旧市街は「ストーンタウン」とよばれており、この島の
2000年の歴史が凝縮されています。 アラブ、アフリカ、イン
ド、ヨーロッパの様式が⼊り交じった建築学的にもとても興味
深い町。豊かで複雑な歴史と雄⼤な⾃然、エキゾチックな⽂化
が絡み合い、旅⼈を惹き付けて⽌まない魅⼒的な島です。
2018年『ボヘミアンラプソディで話題となったクイーンのボ
ーカリス：フレディ・マーキュリーの故郷としても注⽬されて
います。

ザンジバル島オススメ訪問時期 :

ツアーに含まれるもの

ストーンタウン観光
(ガイド付き）
ザンジバル島では、⾬季は暑く、ほぼ曇り、乾季
は暖かく、⾵が強く、ほぼ晴れ、年間を通じて蒸
ブルーサファリ体験
し暑いです。 1 年を通して、気温は 21°Cか
ら 33°Cに変化しますが、20°C 未満また
ジョザニの森ツアー
は 34°C を超えることは滅多にありません。
滞在中のホテル付き
(1⽇2⻝）
サマーアクティビティに最適な訪問時期は
6⽉上旬から10⽉上旬です。
各種送迎付き
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ツアーに含まれないもの
チップ
国際線⾶⾏機
ランドリー
滞在中の飲み物
⽇本⼈ガイド
個⼈的な携⾏品

TANZANIA WILD CAMPS

は、9つの施設を⾃社で保有しております。タンザニア北部の⾃然国⽴公園では8つの施設があり、よりア
ウトドアを感じられるテント型ロッジとホテルのようなラグジュアリー体験ができるサファリロッジをご⽤意してお
ります。お客様の好みに合わせてお楽しみいただけます。
Zara Tours

SPRINGLANDS HOTEL

キリマンジャロ国際空港から50分とモシの中⼼に位置しております
冒険の始まりと終わりを迎える安らぎの場所

HIGH VIEW COFFEE LODGE

HIGH VIEW HOTEL

サファリ後の疲れた⾝体を癒す安らぎの場所

⾃家製コーヒーを楽しみながら優雅な時間を

NGORONGORO WILD CAMP

NGORONGORO SAFARI LODGE

キリンと素敵な朝を迎えましょう

⼤⾃然の中でリラックスタイム
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TANZANIA WILD CAMPS
SERENGETI SAFARI LODGE

セレンゲティ国⽴公園の中⼼で贅沢なひとときを

SERENGETI WILD CAMP

SERENGETI WILDBEEST CAMP

ワイルドな体験を楽しもう
象の鳴き声が遠くから聞こえる機会も

アウトドア好きの⽅にオススメ
シマウマがテントの側に遊びにきます

IKOMA WILD CAMP

客室からライオンの鳴き声が聞こえて迫⼒満点
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OUR HISTORY :

チャリティーは、タンザニア連合共和国の組織法の下で登録され
証明番号
、2009年に設⽴した⾮営利団体で す。
代表ザイナブ アンセル(Zainab Ansell )指揮の下、持続的可
能な観光業の更なる 発展を⽬指し国際活動の⼀環として始まりまし
た。旅⾏業界の取引先様、団体、旅⾏者、そしてタ ンザニアで取り残
された地域社会への⽀援に興 味を持っている世界中の市⺠の協⼒を得
ながら、 コミュニティに還元しております。売上の15%がチャリティ
ー活動に寄付されております。
Zara
(
00NGO / 00003212)
Zara Tours

VISION :

孤児や⼥性、恵まれない環境で育った⼈々等社 会で取り残されてし
まった⼈々に対し⻝料や 避難所、服、教育などの基本的に必要とさ
れるものを提供し⽀援する
私たちは、キリマンジャロ登⼭やマウント メル ー登⼭ツアーに参
加する旅⾏客の登⼭ポータ ーやガイドとして教育し、⽀援する
Goals:

ホストコミュニティの利益を⾼め、向上させることにより、観光事
業の積極的な成果を確実にする
⼥性、孤児、恵まれない⼈々など、貧困で恵まれ ない境遇にいるコ
ミュニティに対し基本的に必要とされる避難所や教育を提供するこ
とによって、彼らを⽀援し⽣活していく為の活⼒を与える
ホストコミュニティの暮らしの向上に焦点を当 て、観光産業の⻑期
的発展と持続可能的な環 境保全、社会経済的発展を確実にすること
Objectives:

私たちの観光活動から地域の持続的な発展を強化する
• ⼥性と⼦供の経済的状況を向上させる
• 取り残されたコミュニティの⽣活を向上させる
•
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OUR PROJECT
マサイ幼稚園プロジェクト:

幼稚園のような早期教育は、更なる教育の発展に貢献し、後の⼈⽣において教育
成果を更に⾼めます。マサイ族の⼦供が就学前の機会を得ることで、スワヒリ語
を学び、クラスルームの環境に触れ、基本的なスキルを⾝につけることができれ
ば、彼らは初等教育の準備ができますし、この先より良い教育を受けることがで
きます。現在の私たちの夢であるプロジェクトは、マサイ族の幼児教育であり、
幼稚園を建設し、現在進⾏中のZaraチャリティーとパートナーのプロジェクトを
更に発展させるために必要な資⾦を増やすことです。私たちがより多くの⼦供た
ちを⽀援する為には多くの施設を建設することが必要です。この新しい幼稚園
は、現在の状況により⾃由に教育を受けられない多くの⼦供たちの⽣活に永続的
な変化をもたらし、そしてそれは持続可能な⻑期プロジェクトになるに違いない
でしょう。

キリマンジャロ クリーニング活動:

毎年、Zara チャリティーはポーターや、ガイド、スタッフ、スポンサー様、パー
トナー様、地域の⽅と⼀緒にキリ マンジャロクリーニング登⼭を開催いたしま
す。⼭のゴミやその他の不要なものを拾うことを⽬標に登⼭をします。現在およ
び将来の⼭の使⽤のため、⼭の保護活動として⾏われております。このプロジェ
クトは、キリマンジャロを綺麗にし、登⼭をしたいと考えている環境活動家を魅
了し、良い影響を与えています。

植林プロジェクト：

チャリティーはパスアに⽊の苗床を作り、そこで 私たちは⽊を育て、パスア
内外の様々な地域に⽊々を供給しています。主な利益受託先はパスア⼩学校で
す。 更に、Zaraチャリティーは地元の⼈々に⽊の重要性、それらを育てる⽅法、
そして現在および未来に私たちが植林することから得られる利益ついて地元の
⼈々に教育するコミュニティの会を設けています。
Zara

マサイ族の⼥性コミュニティ：

マサイ族の⼥性コミュニティの⽬的は、マサイ族の社会における⼥性の抑圧や売
春、⽀配を基本とする伝統的信念から解放する為にマサイ族の⼥性を⽀援するこ
とから始まりました。私たちは、地域経済発展を向上する為に⼥性にとって必須
な役割を国家基準と同様に家族基準や地域基準から、⼥性としての役割や権利、
責任感与え教育しています。

孤児⽀援と⼦供⽀援センター(モシ地域)について:
これらの施設は、⽣活困難な孤児や⼦供たちをお世話し、教育する為にありま
す。Zaraチャリティーは、⽂房具から⾐類、運動⽤具等必要なもの全てをチャリ
ティーに贈ることで施設を⽀援しています。また、Zaraチャリティーは、⼦供た
ちを⽀援してくださる世界中のボランティアを受け⼊れております。
P.O.BOX 1990 | MOSHI TANZANIA
Toll Free Tel: +1866 550 4447 | Tel: +255 763 808 907
+255 784 451 000 | zara@zaracharitytanzania.org
www.zaracharitytanzania.org
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お客様からの声 :
「私は素晴らしい4⽇間のサファリツアーに参加しました、ガイドさん
はとても親切で、私達は綺麗なスプリングランズホテルに滞在してい
ました。プールがあり、ほかの観光客とも交流を楽しめます。」 Alexandre

「Zara Toursでの3⽇間のサファリをするツアーをお勧めします。この
経験は忘れられないものであり、スプリングランズホテルはとても温
かい場所です。とてもリラックスできます」 - Kelly C

２０１９年度、タンザニア国⽴公園観光局（TANAPA）より３つの賞を受賞
・登⼭ツアーオペレーター部⾨ １位
・サファリツアーオペレーター部⾨ １位
・北部サーキットキャンプ施設部⾨ １位

CONTACT :

公式WEBサイト:

www.zaratours.com

：

e-mail
masae@zaratours.com

