
オプショナルツアー催行状況 現在(できるだけオンタイムに更新してまいります！）

下記にはすでに催行決定済み（ ）、またはお一人様が仮予約で他のお客様を募集中（ ）という状況を記載しております。

すでに催行決定済み（ ）のツアーは、一人旅の方でもすぐに予約ができるので安心です。

残念ながらすでに満席になっているツアーには赤字で【満席】と記載しておりますが、キャンセル待ちも可能ですので、お問い合わせ下さい。

まだ何も印がついていないツアーは2名以上のご参加で催行が可能ですが、お一人様でも仮予約をして、他のお客様の参加をお待ちいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

尚、下記グレーの日付けはツアーの設定がない日を表しますが、天候などの状況によって変更となることもありますので、予めご了承ください。

お問い合わせは　info@peiselecttours.ca , まで、またはお電話で 1-902-963-4000まで、いずれも日本語でお気軽にどうぞ。

日付 曜日 アンツアー 北海岸 南海岸 オーウェル 灯台ツアー テイスティングPEI マシュウの馬車 日付 曜日
ダルベイサンセッ

ト
ウォーキングツア

ー
乗馬ツアー PEI西部ツアー PEI東部ツアー アン人形作り パッチワーク 日付 曜日

8/1 土 8/1 土 8/1 土

8/2 日 8/2 日 8/2 日

8/3 月 8/3 月 8/3 月

8/4 火 8/4 火 8/4 火

8/5 水 8/5 水 8/5 水

8/6 木 8/6 木 8/6 木

8/7 金 8/7 金 8/7 金

8/8 土 8/8 土 8/8 土

8/9 日 8/9 日 8/9 日

8/10 月 8/10 月 8/10 月

8/11 火 8/11 火 8/11 火

8/12 水 8/12 水 8/12 水

8/13 木 8/13 木 8/13 木

8/14 金 8/14 金 8/14 金

8/15 土 8/15 土 8/15 土

日付 曜日 アンツアー 北海岸 南海岸 オーウェル 灯台ツアー テイスティングPEI マシュウの馬車 日付 曜日
ダルベイサンセッ

ト
ウォーキングツア

ー
乗馬ツアー PEI西部ツアー PEI東部ツアー アン人形作り パッチワーク 日付 曜日

8/16 日 8/16 日 8/16 日

8/17 月 8/17 月 8/17 月

8/18 火 8/18 火 8/18 火

8/19 水 8/19 水 8/19 水

8/20 木 8/20 木 8/20 木

8/21 金 8/21 金 8/21 金

8/22 土 8/22 土 8/22 土

8/23 日 8/23 日 8/23 日

8/24 月 8/24 月 8/24 月

8/25 火 8/25 火 8/25 火

8/26 水 8/26 水 8/26 水

8/27 木 8/27 木 8/27 木

8/28 金 8/28 金 8/28 金

8/29 土 8/29 土 8/29 土

8/30 日 8/30 日 8/30 日

7/6/20 11:02 AM

http://[s0l102];/#Anne%20Tour
http://[s0l103];/#NorthShore
http://[s0l104];/#SouthShore
http://[s0l105];/#Orwell
http://[s0l89];/#Lighthouse
http://[s0l107];/#Tasting
http://[s0l110];/#Carriage
http://[s0l109];/#Dalvay
http://[s0l109];/#Dalvay
http://[s0l111];/#Walking
http://[s0l111];/#Walking
http://[s0l108];/#Horse
http://[s0l112];/#Western
http://[s0l113];/#Eastern
http://[s0l117];/#Doll
http://[s0l118];/#Quilt
http://[s0l153];/#Anne%20Tour
http://[s0l154];/#NorthShore
http://[s0l155];/#SouthShore
http://[s0l156];/#Orwell
http://[s0l157];/#Lighthouse
http://[s0l158];/#Tasting
http://[s0l161];/#Carriage
http://[s0l160];/#Dalvay
http://[s0l160];/#Dalvay
http://[s0l162];/#Walking
http://[s0l162];/#Walking
http://[s0l159];/#Horse
http://[s0l163];/#Western
http://[s0l164];/#Eastern
http://[s0l168];/#Doll
http://[s0l169];/#Quilt
http://www.peiselecttours.ca/
http://www.peiselecttours.ca/


8/31 月 8/31 月 8/31 月

日付 曜日 アンツアー 北海岸 南海岸 オーウェル 灯台ツアー テイスティングPEI マシュウの馬車 日付 曜日
ダルベイサンセッ

ト
ウォーキングツア

ー
乗馬ツアー PEI西部ツアー PEI東部ツアー アン人形作り パッチワーク 日付 曜日

9/1 火 9/1 火 9/1 火

9/2 水 9/2 水 9/2 水

9/3 木 9/3 木 9/3 木

9/4 金 9/4 金 9/4 金

9/5 土 9/5 土 9/5 土

9/6 日 9/6 日 9/6 日

9/7 月 9/7 月 9/7 月

9/8 火 9/8 火 9/8 火

9/9 水 9/9 水 9/9 水

9/10 木 9/10 木 9/10 木

9/11 金 9/11 金 9/11 金

9/12 土 9/12 土 9/12 土

9/13 日 9/13 日 9/13 日

9/14 月 9/14 月 9/14 月

9/15 火 9/15 火 9/15 火

日付 曜日 アンツアー 北海岸 南海岸 オーウェル 灯台ツアー テイスティングPEI マシュウの馬車 日付 曜日
ダルベイサンセッ

ト
ウォーキングツア

ー
乗馬ツアー PEI西部ツアー PEI東部ツアー アン人形作り パッチワーク 日付 曜日

9/16 水  9/16 水 9/16 水

9/17 木 9/17 木 9/17 木

9/18 金 9/18 金 9/18 金

9/19 土 9/19 土 9/19 土

9/20 日 9/20 日 9/20 日

9/21 月  9/21 月 9/21 月

9/22 火  9/22 火 9/22 火

9/23 水 9/23 水 9/23 水

9/24 木 9/24 木 9/24 木

9/25 金  9/25 金 9/25 金

9/26 土 9/26 土 9/26 土

9/27 日 9/27 日 9/27 日

9/28 月 9/28 月 9/28 月

9/29 火 9/29 火 9/29 火

9/30 水 9/30 水 9/30 水

日付 曜日 アンツアー 北海岸 南海岸 オーウェル 灯台ツアー テイスティングPEI マシュウの馬車 日付 曜日
ダルベイサンセッ

ト
ウォーキングツア

ー
乗馬ツアー PEI西部ツアー PEI東部ツアー アン人形作り パッチワーク 日付 曜日

10/1 木 10/1 木 10/1 木

10/2 金 10/2 金 10/2 金

10/3 土 10/3 土 10/3 土

10/4 日  10/4 日 10/4 日

10/5 月 10/5 月 10/5 月

http://[s0l170];/#Anne%20Tour
http://[s0l171];/#NorthShore
http://[s0l172];/#SouthShore
http://[s0l173];/#Orwell
http://[s0l174];/#Lighthouse
http://[s0l175];/#Tasting
http://[s0l178];/#Carriage
http://[s0l177];/#Dalvay
http://[s0l177];/#Dalvay
http://[s0l179];/#Walking
http://[s0l179];/#Walking
http://[s0l176];/#Horse
http://[s0l180];/#Western
http://[s0l181];/#Eastern
http://[s0l185];/#Doll
http://[s0l186];/#Quilt
http://[s0l187];/#Anne%20Tour
http://[s0l188];/#NorthShore
http://[s0l189];/#SouthShore
http://[s0l190];/#Orwell
http://[s0l191];/#Lighthouse
http://[s0l192];/#Tasting
http://[s0l195];/#Carriage
http://[s0l194];/#Dalvay
http://[s0l194];/#Dalvay
http://[s0l196];/#Walking
http://[s0l196];/#Walking
http://[s0l193];/#Horse
http://[s0l197];/#Western
http://[s0l198];/#Eastern
http://[s0l202];/#Doll
http://[s0l203];/#Quilt
http://[s0l204];/#Anne%20Tour
http://[s0l205];/#NorthShore
http://[s0l206];/#SouthShore
http://[s0l207];/#Orwell
http://[s0l208];/#Lighthouse
http://[s0l209];/#Tasting
http://[s0l212];/#Carriage
http://[s0l211];/#Dalvay
http://[s0l211];/#Dalvay
http://[s0l213];/#Walking
http://[s0l213];/#Walking
http://[s0l210];/#Horse
http://[s0l214];/#Western
http://[s0l215];/#Eastern
http://[s0l219];/#Doll
http://[s0l220];/#Quilt


10/6 火 10/6 火 10/6 火

10/7 水 10/7 水 10/7 水

10/8 木 10/8 木 10/8 木

10/9 金 10/9 金 10/9 金

10/10 土 10/10 土 10/10 土

10/11 日 10/11 日 10/11 日

10/12 月 10/12 月 10/12 月

10/13 火 10/13 火 10/13 火

10/14 水 10/14 水 10/14 水

10/15 木 10/15 木 10/15 木

日付 曜日 アンツアー 北海岸 南海岸 オーウェル 灯台ツアー テイスティングPEI マシュウの馬車 日付 曜日
ダルベイサンセッ

ト
ウォーキングツア

ー
乗馬ツアー PEI西部ツアー PEI東部ツアー アン人形作り パッチワーク 日付 曜日

10/16 金 10/16 金 10/16 金

10/17 土 10/17 土 10/17 土

10/18 日 10/18 日 10/18 日

10/19 月 10/19 月 10/19 月

10/20 火 10/20 火 10/20 火

10/21 水 10/21 水 10/21 水

10/22 木 10/22 木 10/22 木

10/23 金 10/23 金 10/23 金

10/24 土 10/24 土 10/24 土

10/25 日 10/25 日 10/25 日

10/26 月 10/26 月 10/26 月

10/27 火 10/27 火 10/27 火

10/28 水 10/28 水 10/28 水

10/29 木 10/29 木 10/29 木

10/30 金 10/30 金 10/30 金

10/31 土 10/31 土 10/31 土

http://[s0l221];/#Anne%20Tour
http://[s0l222];/#NorthShore
http://[s0l223];/#SouthShore
http://[s0l224];/#Orwell
http://[s0l225];/#Lighthouse
http://[s0l226];/#Tasting
http://[s0l229];/#Carriage
http://[s0l228];/#Dalvay
http://[s0l228];/#Dalvay
http://[s0l230];/#Walking
http://[s0l230];/#Walking
http://[s0l227];/#Horse
http://[s0l231];/#Western
http://[s0l232];/#Eastern
http://[s0l236];/#Doll
http://[s0l237];/#Quilt
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2020

						オプショナルツアー催行状況								7/6/20 11:02 AM				現在(できるだけオンタイムに更新してまいります！）



						下記にはすでに催行決定済み（ｊ ）、またはお一人様が仮予約で他のお客様を募集中（r ）という状況を記載しております。

						すでに催行決定済み（ｊ ）のツアーは、一人旅の方でもすぐに予約ができるので安心です。

						残念ながらすでに満席になっているツアーには赤字で【満席】と記載しておりますが、キャンセル待ちも可能ですので、お問い合わせ下さい。

						まだ何も印がついていないツアーは2名以上のご参加で催行が可能ですが、お一人様でも仮予約をして、他のお客様の参加をお待ちいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

						尚、下記グレーの日付けはツアーの設定がない日を表しますが、天候などの状況によって変更となることもありますので、予めご了承ください。

						お問い合わせは　info@peiselecttours.ca , まで、またはお電話で 1-902-963-4000まで、いずれも日本語でお気軽にどうぞ。



		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		11/26		火		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）														4/17		金																4/17		金

		12/28		金		ｊ														12/28		金																12/28		金

		2/8		土																2/8		土																2/8		土

		2/26		水		ｊ														2/26		水																2/26		水

		3/29		日																3/29		日																3/29		日

		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		4/15		水																4/15		水																4/15		水

		4/16		木																4/16		木																4/16		木

		4/17		金																4/17		金																4/17		金

		4/18		土																4/18		土																4/18		土

		4/19		日																4/19		日																4/19		日

		4/20		月																4/20		月																4/20		月

		4/21		火																4/21		火																4/21		火

		4/22		水																4/22		水																4/22		水

		4/23		木																4/23		木																4/23		木

		4/24		金																4/24		金																4/24		金

		4/25		土																4/25		土																4/25		土

		4/26		日																4/26		日																4/26		日

		4/27		月																4/27		月																4/27		月

		4/28		火																4/28		火																4/28		火

		4/29		水																4/29		水																4/29		水

		4/30		木																4/30		木																4/30		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		5/1		金																5/1		金																5/1		金

		5/2		土																5/2		土																5/2		土

		5/3		日																5/3		日																5/3		日

		5/4		月																5/4		月																5/4		月

		5/5		火																5/5		火																5/5		火

		5/6		水																5/6		水																5/6		水

		5/7		木																5/7		木																5/7		木

		5/8		金																5/8		金																5/8		金

		5/9		土																5/9		土																5/9		土

		5/10		日																5/10		日																5/10		日

		5/11		月																5/11		月																5/11		月

		5/12		火																5/12		火																5/12		火

		5/13		水																5/13		水																5/13		水

		5/14		木																5/14		木																5/14		木

		5/15		金																5/15		金																5/15		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		5/16		土																5/16		土																5/16		土

		5/17		日																5/17		日																5/17		日

		5/18		月																5/18		月																5/18		月

		5/19		火																5/19		火																5/19		火

		5/20		水																5/20		水																5/20		水

		5/21		木																5/21		木																5/21		木

		5/22		金																5/22		金																5/22		金

		5/23		土																5/23		土																5/23		土

		5/24		日																5/24		日																5/24		日

		5/25		月																5/25		月																5/25		月

		5/26		火																5/26		火																5/26		火

		5/27		水																5/27		水																5/27		水

		5/28		木																5/28		木																5/28		木

		5/29		金																5/29		金																5/29		金

		5/30		土																5/30		土																5/30		土

		5/31		日																5/31		日																5/31		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		6/1		月																6/1		月																6/1		月

		6/2		火																6/2		火																6/2		火

		6/3		水																6/3		水																6/3		水

		6/4		木																6/4		木																6/4		木

		6/5		金																6/5		金																6/5		金

		6/6		土																6/6		土																6/6		土

		6/7		日																6/7		日																6/7		日

		6/8		月																6/8		月																6/8		月

		6/9		火																6/9		火																6/9		火

		6/10		水																6/10		水																6/10		水

		6/11		木																6/11		木																6/11		木

		6/12		金																6/12		金																6/12		金

		6/13		土																6/13		土																6/13		土

		6/14		日																6/14		日																6/14		日

		6/15		月																6/15		月																6/15		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		6/16		火																6/16		火																6/16		火

		6/17		水																6/17		水																6/17		水

		6/18		木																6/18		木																6/18		木

		6/19		金																6/19		金																6/19		金

		6/20		土																6/20		土																6/20		土

		6/21		日																6/21		日																6/21		日

		6/22		月																6/22		月																6/22		月

		6/23		火																6/23		火																6/23		火

		6/24		水																6/24		水																6/24		水

		6/25		木																6/25		木																6/25		木

		6/26		金																6/26		金																6/26		金

		6/27		土																6/27		土																6/27		土

		6/28		日																6/28		日																6/28		日

		6/29		月																6/29		月																6/29		月

		6/30		火																6/30		火																6/30		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		7/1		水																7/1		水																7/1		水

		7/2		木																7/2		木																7/2		木

		7/3		金																7/3		金																7/3		金

		7/4		土																7/4		土																7/4		土

		7/5		日																7/5		日																7/5		日

		7/6		月																7/6		月																7/6		月

		7/7		火																7/7		火																7/7		火

		7/8		水																7/8		水																7/8		水

		7/9		木																7/9		木																7/9		木

		7/10		金																7/10		金																7/10		金

		7/11		土																7/11		土																7/11		土

		7/12		日																7/12		日																7/12		日

		7/13		月																7/13		月																7/13		月

		7/14		火																7/14		火																7/14		火

		7/15		水																7/15		水																7/15		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		7/16		木																7/16		木																7/16		木

		7/17		金																7/17		金																7/17		金

		7/18		土																7/18		土																7/18		土

		7/19		日																7/19		日																7/19		日

		7/20		月																7/20		月																7/20		月

		7/21		火																7/21		火																7/21		火

		7/22		水																7/22		水																7/22		水

		7/23		木																7/23		木																7/23		木

		7/24		金																7/24		金																7/24		金

		7/25		土																7/25		土																7/25		土

		7/26		日																7/26		日																7/26		日

		7/27		月																7/27		月																7/27		月

		7/28		火																7/28		火																7/28		火

		7/29		水																7/29		水																7/29		水

		7/30		木																7/30		木																7/30		木

		7/31		金																7/31		金																7/31		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		8/1		土																8/1		土																8/1		土

		8/2		日																8/2		日																8/2		日

		8/3		月																8/3		月																8/3		月

		8/4		火																8/4		火																8/4		火

		8/5		水																8/5		水																8/5		水

		8/6		木																8/6		木																8/6		木

		8/7		金																8/7		金																8/7		金

		8/8		土																8/8		土																8/8		土

		8/9		日																8/9		日																8/9		日

		8/10		月																8/10		月																8/10		月

		8/11		火																8/11		火																8/11		火

		8/12		水																8/12		水																8/12		水

		8/13		木																8/13		木																8/13		木

		8/14		金																8/14		金																8/14		金

		8/15		土																8/15		土																8/15		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		8/16		日																8/16		日																8/16		日

		8/17		月																8/17		月																8/17		月

		8/18		火																8/18		火																8/18		火

		8/19		水																8/19		水																8/19		水

		8/20		木																8/20		木																8/20		木

		8/21		金																8/21		金																8/21		金

		8/22		土																8/22		土																8/22		土

		8/23		日																8/23		日																8/23		日

		8/24		月																8/24		月																8/24		月

		8/25		火																8/25		火																8/25		火

		8/26		水																8/26		水																8/26		水

		8/27		木																8/27		木																8/27		木

		8/28		金																8/28		金																8/28		金

		8/29		土																8/29		土																8/29		土

		8/30		日																8/30		日																8/30		日

		8/31		月																8/31		月																8/31		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		9/1		火																9/1		火																9/1		火

		9/2		水																9/2		水																9/2		水

		9/3		木																9/3		木																9/3		木

		9/4		金																9/4		金																9/4		金

		9/5		土																9/5		土																9/5		土

		9/6		日																9/6		日																9/6		日

		9/7		月																9/7		月																9/7		月

		9/8		火																9/8		火																9/8		火

		9/9		水																9/9		水																9/9		水

		9/10		木																9/10		木																9/10		木

		9/11		金																9/11		金																9/11		金

		9/12		土																9/12		土																9/12		土

		9/13		日																9/13		日																9/13		日

		9/14		月																9/14		月																9/14		月

		9/15		火																9/15		火																9/15		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		9/16		水		ｊ														9/16		水																9/16		水

		9/17		木																9/17		木																9/17		木

		9/18		金																9/18		金																9/18		金

		9/19		土																9/19		土																9/19		土

		9/20		日																9/20		日																9/20		日

		9/21		月		ｊ														9/21		月																9/21		月

		9/22		火		ｊ														9/22		火																9/22		火

		9/23		水																9/23		水																9/23		水

		9/24		木																9/24		木																9/24		木

		9/25		金		ｊ														9/25		金																9/25		金

		9/26		土																9/26		土																9/26		土

		9/27		日																9/27		日																9/27		日

		9/28		月																9/28		月																9/28		月

		9/29		火																9/29		火																9/29		火

		9/30		水																9/30		水																9/30		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		10/1		木																10/1		木																10/1		木

		10/2		金																10/2		金																10/2		金

		10/3		土																10/3		土																10/3		土

		10/4		日		ｊ														10/4		日																10/4		日

		10/5		月																10/5		月																10/5		月

		10/6		火																10/6		火																10/6		火

		10/7		水																10/7		水																10/7		水

		10/8		木																10/8		木																10/8		木

		10/9		金																10/9		金																10/9		金

		10/10		土																10/10		土																10/10		土

		10/11		日																10/11		日																10/11		日

		10/12		月																10/12		月																10/12		月

		10/13		火																10/13		火																10/13		火

		10/14		水																10/14		水																10/14		水

		10/15		木																10/15		木																10/15		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		マシュウの馬車		日付		曜日		ダルベイサンセット		ウォーキングツアー		乗馬ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		日付		曜日

		10/16		金																10/16		金																10/16		金

		10/17		土																10/17		土																10/17		土

		10/18		日																10/18		日																10/18		日

		10/19		月																10/19		月																10/19		月

		10/20		火																10/20		火																10/20		火

		10/21		水																10/21		水																10/21		水

		10/22		木																10/22		木																10/22		木

		10/23		金																10/23		金																10/23		金

		10/24		土																10/24		土																10/24		土

		10/25		日																10/25		日																10/25		日

		10/26		月																10/26		月																10/26		月

		10/27		火																10/27		火																10/27		火

		10/28		水																10/28		水																10/28		水

		10/29		木																10/29		木																10/29		木

		10/30		金																10/30		金																10/30		金

		10/31		土																10/31		土																10/31		土

		日付		曜日		冬のアンツアー														日付		曜日																日付		曜日

		11/1		日

		11/2		月

		11/3		火

		11/4		水

		11/5		木

		11/6		金

		11/7		土

		11/8		日

		11/9		月

		11/10		火

		11/11		水

		11/12		木

		11/13		金

		11/14		土

		11/15		日

		日付		曜日		冬のアンツアー														日付		曜日																日付		曜日

		11/16		月

		11/17		火

		11/18		水

		11/19		木

		11/20		金

		11/21		土

		11/22		日

		11/23		月

		11/24		火

		11/25		水

		11/26		木

		11/27		金

		11/28		土

		11/29		日

		11/30		月
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						　　オプショナルツアー催行状況								7/6/20 11:02 AM				現在(できるだけオンタイムに更新してまいります！）



						　　　下記にはすでに催行決定済み（ｊ）、またはお一人様が仮予約で他のお客様を募集中（r）という状況を記載しております。

						　　　すでに催行決定済み（ｊ）のツアーは、一人旅の方でもすぐに予約ができるので安心です。残念ながらすでに満席になっているツアーには赤字で【満席】と記載しておりますが、キャンセル待ちも可能ですので、お問い合わせ下さい。

						　　　まだ何も印がついていないツアーは2名以上のご参加で催行が可能ですが、お一人様でも仮予約をして、他のお客様の参加をお待ちいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

						　　　尚、下記グレーの日付けはツアーの設定がない日を表しますが、天候などの状況によって変更となることもありますので、予めご了承ください。

						　　　お問い合わせは　info@peiselecttours.ca , まで、またはお電話で 1-902-963-4000まで、いずれも日本語でお気軽にどうぞ。



		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		3/7		木		ｊ																				3/7		木																3/7		木

		3/21		木		ｊ																				3/21		木																3/21		木

		3/30		土		ｊ																				3/30		土																3/30		土

		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		4/16		火																						4/16		火																4/16		火

		4/17		水																						4/17		水																4/17		水

		4/18		木																						4/18		木																4/18		木

		4/19		金																						4/19		金																4/19		金

		4/20		土		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				4/20		土																4/20		土

		4/21		日																						4/21		日																4/21		日

		4/22		月																						4/22		月																4/22		月

		4/23		火																						4/23		火																4/23		火

		4/24		水																						4/24		水																4/24		水

		4/25		木																						4/25		木																4/25		木

		4/26		金		ｊ																				4/26		金																4/26		金

		4/27		土		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				4/27		土																4/27		土

		4/28		日		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				4/28		日																4/28		日

		4/29		月		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）								ｊ												4/29		月																4/29		月

		4/30		火		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				4/30		火								ｊ								4/30		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/1		水		残席僅か								ｊ												5/1		水																5/1		水

		5/2		木		ｊ				ｊ																5/2		木																5/2		木

		5/3		金		ｊ								ｊ												5/3		金																5/3		金

		5/4		土																						5/4		土																5/4		土

		5/5		日																						5/5		日																5/5		日

		5/6		月		ｊ																				5/6		月																5/6		月

		5/7		火		ｊ																				5/7		火																5/7		火

		5/8		水																						5/8		水																5/8		水

		5/9		木																						5/9		木																5/9		木

		5/10		金																						5/10		金																5/10		金

		5/11		土		ｊ				ｊ																5/11		土																5/11		土

		5/12		日		ｊ				ｊ																5/12		日																5/12		日

		5/13		月		ｊ				ｊ																5/13		月																5/13		月

		5/14		火		ｊ																				5/14		火																5/14		火

		5/15		水		ｊ								ｊ												5/15		水																5/15		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/16		木		ｊ				ｊ																5/16		木																5/16		木

		5/17		金																						5/17		金																5/17		金

		5/18		土																						5/18		土												ｊ		ｊ		5/18		土

		5/19		日		ｊ		ｊ																		5/19		日																5/19		日

		5/20		月		ｊ																				5/20		月																5/20		月

		5/21		火		ｊ		ｊ		ｊ																5/21		火																5/21		火

		5/22		水				ｊ																		5/22		水																5/22		水

		5/23		木		ｊ																				5/23		木																5/23		木

		5/24		金																						5/24		金																5/24		金

		5/25		土		ｊ																				5/25		土																5/25		土

		5/26		日		ｊ		ｊ																		5/26		日																5/26		日

		5/27		月		ｊ																				5/27		月																5/27		月

		5/28		火		ｊ																				5/28		火																5/28		火

		5/29		水		ｊ		ｊ																		5/29		水										ｊ						5/29		水

		5/30		木				ｊ		ｊ																5/30		木																5/30		木

		5/31		金		ｊ																				5/31		金																5/31		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/1		土		ｊ		ｊ																		6/1		土																6/1		土

		6/2		日		ｊ		ｊ																		6/2		日																6/2		日

		6/3		月		ｊ		ｊ		ｊ																6/3		月																6/3		月

		6/4		火		ｊ		ｊ																		6/4		火																6/4		火

		6/5		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/5		水																6/5		水

		6/6		木		ｊ		ｊ				ｊ														6/6		木																6/6		木

		6/7		金		ｊ				ｊ		ｊ														6/7		金																6/7		金

		6/8		土		ｊ		ｊ		ｊ																6/8		土																6/8		土

		6/9		日		ｊ		ｊ		ｊ																6/9		日																6/9		日

		6/10		月		ｊ				ｊ		ｊ														6/10		月																6/10		月

		6/11		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ				6/11		火																6/11		火

		6/12		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/12		水																6/12		水

		6/13		木		ｊ																ｊ				6/13		木																6/13		木

		6/14		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/14		金																6/14		金

		6/15		土		ｊ		ｊ		ｊ														ｊ		6/15		土												ｊ		ｊ		6/15		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/16		日		ｊ		ｊ												ｊ						6/16		日																6/16		日

		6/17		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/17		月																6/17		月

		6/18		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/18		火																6/18		火

		6/19		水		ｊ																				6/19		水				ｊ												6/19		水

		6/20		木		ｊ		ｊ																ｊ		6/20		木																6/20		木

		6/21		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/21		金																6/21		金

		6/22		土		ｊ		ｊ								ｊ						催行中止				6/22		土																6/22		土

		6/23		日		ｊ		ｊ		ｊ																6/23		日																6/23		日

		6/24		月		ｊ		ｊ				ｊ		ｊ												6/24		月								ｊ								6/24		月

		6/25		火		ｊ		ｊ										ｊ								6/25		火																6/25		火

		6/26		水		ｊ				ｊ		ｊ		ｊ												6/26		水																6/26		水

		6/27		木		ｊ										ｊ										6/27		木																6/27		木

		6/28		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/28		金																6/28		金

		6/29		土		ｊ		ｊ		ｊ																6/29		土																6/29		土

		6/30		日		ｊ		ｊ												ｊ		ｊ				6/30		日																6/30		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル				テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/1		月				ｊ				ｊ														7/1		月																7/1		月

		7/2		火		ｊ				ｊ										ｊ						7/2		火																7/2		火

		7/3		水		ｊ																				7/3		水										ｊ						7/3		水

		7/4		木		ｊ		ｊ		ｊ																7/4		木																7/4		木

		7/5		金		ｊ		ｊ				ｊ														7/5		金																7/5		金

		7/6		土		ｊ		ｊ		ｊ																7/6		土																7/6		土

		7/7		日		ｊ		ｊ																		7/7		日																7/7		日

		7/8		月		ｊ						ｊ														7/8		月																7/8		月

		7/9		火				ｊ																ｊ		7/9		火																7/9		火

		7/10		水		ｊ				ｊ		ｊ														7/10		水																7/10		水

		7/11		木		ｊ		ｊ		ｊ																7/11		木																7/11		木

		7/12		金		ｊ		ｊ																		7/12		金																7/12		金

		7/13		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														7/13		土																7/13		土

		7/14		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														7/14		日																7/14		日

		7/15		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														7/15		月																7/15		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/16		火		ｊ		ｊ																ｊ		7/16		火																7/16		火

		7/17		水		ｊ		ｊ																		7/17		水																7/17		水

		7/18		木		ｊ				ｊ												ｊ				7/18		木																7/18		木

		7/19		金		ｊ		ｊ																		7/19		金																7/19		金

		7/20		土		ｊ		ｊ																ｊ		7/20		土																7/20		土

		7/21		日		満席				ｊ		ｊ														7/21		日																7/21		日

		7/22		月		ｊ		ｊ																		7/22		月																7/22		月

		7/23		火		ｊ						ｊ														7/23		火																7/23		火

		7/24		水		ｊ																				7/24		水																7/24		水

		7/25		木		ｊ		ｊ																		7/25		木																7/25		木

		7/26		金		ｊ				ｊ		ｊ														7/26		金																7/26		金

		7/27		土		ｊ																				7/27		土																7/27		土

		7/28		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														7/28		日																7/28		日

		7/29		月		ｊ		ｊ																		7/29		月																7/29		月

		7/30		火		ｊ																		ｊ		7/30		火																7/30		火

		7/31		水		ｊ				ｊ																7/31		水																7/31		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/1		木		ｊ																				8/1		木																8/1		木

		8/2		金		ｊ		ｊ										ｊ								8/2		金																8/2		金

		8/3		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/3		土																8/3		土

		8/4		日		ｊ		満席														満席				8/4		日																8/4		日

		8/5		月		ｊ																				8/5		月																8/5		月

		8/6		火		ｊ																ｊ				8/6		火																8/6		火

		8/7		水		満席								ｊ												8/7		水																8/7		水

		8/8		木		ｊ		ｊ												ｊ				ｊ		8/8		木																8/8		木

		8/9		金		ｊ		ｊ				ｊ														8/9		金																8/9		金

		8/10		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ												ｊ		8/10		土																8/10		土

		8/11		日		残席4		満席												ｊ		残席１				8/11		日																8/11		日

		8/12		月		残席3		ｊ						ｊ												8/12		月																8/12		月

		8/13		火		残席2		残席1		ｊ		ｊ										満席				8/13		火																8/13		火

		8/14		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/14		水																8/14		水

		8/15		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ				ｊ						ｊ				8/15		木																8/15		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/16		金		ｊ																				8/16		金				ｊ												8/16		金

		8/17		土		ｊ				満席																8/17		土																8/17		土

		8/18		日		ｊ		ｊ												ｊ						8/18		日																8/18		日

		8/19		月		ｊ																				8/19		月																8/19		月

		8/20		火		ｊ		ｊ														ｊ				8/20		火																8/20		火

		8/21		水		ｊ				ｊ		ｊ														8/21		水																8/21		水

		8/22		木		ｊ		ｊ																		8/22		木		ｊ														8/22		木

		8/23		金		ｊ		ｊ				ｊ														8/23		金																8/23		金

		8/24		土		残席4						ｊ														8/24		土																8/24		土

		8/25		日		ｊ		ｊ		満席		残席2								ｊ		ｊ				8/25		日																8/25		日

		8/26		月		ｊ		ｊ																		8/26		月				ｊ												8/26		月

		8/27		火		ｊ		ｊ														満席				8/27		火																8/27		火

		8/28		水		ｊ																				8/28		水																8/28		水

		8/29		木		ｊ																				8/29		木																8/29		木

		8/30		金		ｊ		ｊ						ｊ												8/30		金																8/30		金

		8/31		土		ｊ																				8/31		土																8/31		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/1		日		ｊ																				9/1		日																9/1		日

		9/2		月		ｊ		ｊ																		9/2		月																9/2		月

		9/3		火		ｊ										ｊ										9/3		火																9/3		火

		9/4		水				ｊ																		9/4		水																9/4		水

		9/5		木		ｊ																				9/5		木																9/5		木

		9/6		金		ｊ		ｊ																		9/6		金																9/6		金

		9/7		土		ｊ																天候により中止				9/7		土																9/7		土

		9/8		日		天候により中止		天候により中止														天候により中止				9/8		日																9/8		日

		9/9		月		天候により中止		天候により中止																		9/9		月																9/9		月

		9/10		火		ｊ																				9/10		火																9/10		火

		9/11		水		ｊ																				9/11		水																9/11		水

		9/12		木		ｊ																				9/12		木																9/12		木

		9/13		金		ｊ																				9/13		金																9/13		金

		9/14		土		満席		ｊ														ｊ				9/14		土																9/14		土

		9/15		日		ｊ		ｊ														ｊ				9/15		日																9/15		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/16		月		ｊ				ｊ		ｊ														9/16		月																9/16		月

		9/17		火		ｊ				ｊ		ｊ														9/17		火																9/17		火

		9/18		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/18		水																9/18		水

		9/19		木		ｊ																				9/19		木																9/19		木

		9/20		金		ｊ		ｊ																		9/20		金																9/20		金

		9/21		土		満席				ｊ																9/21		土																9/21		土

		9/22		日		ｊ		ｊ		ｊ												満席				9/22		日																9/22		日

		9/23		月		ｊ				ｊ		ｊ														9/23		月																9/23		月

		9/24		火		ｊ														ｊ						9/24		火																9/24		火

		9/25		水		ｊ																				9/25		水																9/25		水

		9/26		木		ｊ		ｊ																		9/26		木																9/26		木

		9/27		金		ｊ				ｊ		ｊ														9/27		金																9/27		金

		9/28		土		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ						ｊ				9/28		土																9/28		土

		9/29		日		ｊ		ｊ														ｊ				9/29		日																9/29		日

		9/30		月		ｊ		ｊ																		9/30		月																9/30		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/1		火		ｊ		ｊ																		10/1		火																10/1		火

		10/2		水		ｊ		ｊ																		10/2		水										満席						10/2		水

		10/3		木		ｊ																				10/3		木								ｊ				ｊ		ｊ		10/3		木

		10/4		金		ｊ		ｊ																		10/4		金										満席						10/4		金

		10/5		土		残席1		ｊ																		10/5		土												満席		満席		10/5		土

		10/6		日		ｊ																				10/6		日																10/6		日

		10/7		月		ｊ		ｊ																		10/7		月																10/7		月

		10/8		火		ｊ				ｊ																10/8		火																10/8		火

		10/9		水		ｊ						ｊ														10/9		水																10/9		水

		10/10		木		ｊ																				10/10		木																10/10		木

		10/11		金		ｊ																				10/11		金																10/11		金

		10/12		土		残席1		ｊ																		10/12		土																10/12		土

		10/13		日		ｊ		満席																		10/13		日																10/13		日

		10/14		月		ｊ																				10/14		月																10/14		月

		10/15		火		ｊ				ｊ																10/15		火																10/15		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/16		水		ｊ																				10/16		水																10/16		水

		10/17		木		ｊ				ｊ																10/17		木																10/17		木

		10/18		金		ｊ																				10/18		金																10/18		金

		10/19		土		ｊ				ｊ																10/19		土																10/19		土

		10/20		日		ｊ																				10/20		日																10/20		日

		10/21		月		ｊ				ｊ				△												10/21		月																10/21		月

		10/22		火		ｊ																				10/22		火																10/22		火

		10/23		水										ｊ												10/23		水																10/23		水

		10/24		木		ｊ																				10/24		木																10/24		木

		10/25		金		ｊ																				10/25		金																10/25		金

		10/26		土		ｊ																				10/26		土																10/26		土

		10/27		日						ｊ																10/27		日																10/27		日

		10/28		月		ｊ																				10/28		月																10/28		月

		10/29		火																						10/29		火																10/29		火

		10/30		水																						10/30		水																10/30		水

		10/31		木																						10/31		木																10/31		木

		日付		曜日		冬のアンツアー																				日付		曜日																日付		曜日

		11/1		金

		11/2		土

		11/3		日

		11/4		月		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）

		11/5		火

		11/6		水

		11/7		木

		11/8		金

		11/9		土

		11/10		日

		11/11		月

		11/12		火

		11/13		水

		11/14		木

		11/15		金

		日付		曜日		冬のアンツアー																				日付		曜日																日付		曜日

		11/16		土

		11/17		日

		11/18		月

		11/19		火

		11/20		水

		11/21		木

		11/22		金

		11/23		土

		11/24		日

		11/25		月

		11/26		火		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）

		11/27		水

		11/28		木

		11/29		金

		11/30		土

		日付		曜日		冬のアンツアー																				日付		曜日																日付		曜日

		12/28		金		ｊ
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						　　オプショナルツアー催行状況								7/6/20 11:02 AM				現在(できるだけオンタイムに更新してまいります！）



						　　　下記にはすでに催行決定済み（ｊ）、またはお一人様が仮予約で他のお客様を募集中（r）という状況を記載しております。

						　　　すでに催行決定済み（ｊ）のツアーは、一人旅の方でもすぐに予約ができるので安心です。残念ながらすでに満席になっているツアーには赤字で【満席】と記載しておりますが、キャンセル待ちも可能ですので、お問い合わせ下さい。

						　　　まだ何も印がついていないツアーは2名以上のご参加で催行が可能ですが、お一人様でも仮予約をして、他のお客様の参加をお待ちいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

						　　　尚、下記グレーの日付けはツアーの設定がない日を表しますが、天候などの状況によって変更となることもありますので、予めご了承ください。

						　　　お問い合わせは　info@peiselecttours.ca , まで、またはお電話で 1-902-963-4000まで、いずれも日本語でお気軽にどうぞ。



		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		3/9		金		ｊ																				3/9		金																3/9		金

		3/14		水		ｊ																				3/14		水																3/14		水

		3/17		土		ｊ																				3/17		土																3/17		土

		3/19		月		ｊ																				3/19		月																3/19		月

		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		4/16		月																						4/16		月																4/16		月

		4/17		火																						4/17		火																4/17		火

		4/18		水																						4/18		水																4/18		水

		4/19		木																						4/19		木																4/19		木

		4/20		金																						4/20		金																4/20		金

		4/21		土																						4/21		土																4/21		土

		4/22		日		ｊ																				4/22		日																4/22		日

		4/23		月																						4/23		月																4/23		月

		4/24		火		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				4/24		火																4/24		火

		4/25		水																						4/25		水																4/25		水

		4/26		木																						4/26		木																4/26		木

		4/27		金																						4/27		金																4/27		金

		4/28		土																						4/28		土																4/28		土

		4/29		日		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				4/29		日																4/29		日

		4/30		月																						4/30		月																4/30		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/1		火		ｊ																				5/1		火																5/1		火

		5/2		水		ｊ																				5/2		水																5/2		水

		5/3		木		ｊ																				5/3		木																5/3		木

		5/4		金		ｊ																				5/4		金																5/4		金

		5/5		土		ｊ																				5/5		土																5/5		土

		5/6		日																						5/6		日																5/6		日

		5/7		月		ｊ																				5/7		月																5/7		月

		5/8		火		ｊ																				5/8		火																5/8		火

		5/9		水		ｊ				ｊ																5/9		水																5/9		水

		5/10		木																						5/10		木																5/10		木

		5/11		金		ｊ																				5/11		金																5/11		金

		5/12		土		ｊ																				5/12		土																5/12		土

		5/13		日																						5/13		日																5/13		日

		5/14		月																						5/14		月																5/14		月

		5/15		火																						5/15		火																5/15		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/16		水		ｊ																				5/16		水																5/16		水

		5/17		木																						5/17		木																5/17		木

		5/18		金		ｊ																				5/18		金																5/18		金

		5/19		土																						5/19		土																5/19		土

		5/20		日		ｊ		ｊ																		5/20		日																5/20		日

		5/21		月		ｊ																				5/21		月																5/21		月

		5/22		火																						5/22		火																5/22		火

		5/23		水																						5/23		水																5/23		水

		5/24		木		ｊ																				5/24		木																5/24		木

		5/25		金																						5/25		金																5/25		金

		5/26		土		ｊ																				5/26		土																5/26		土

		5/27		日		ｊ																				5/27		日																5/27		日

		5/28		月		ｊ		ｊ																		5/28		月																5/28		月

		5/29		火		ｊ																				5/29		火																5/29		火

		5/30		水				ｊ																		5/30		水																5/30		水

		5/31		木		ｊ																				5/31		木																5/31		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/1		金		ｊ		ｊ																		6/1		金																6/1		金

		6/2		土		ｊ		ｊ																		6/2		土																6/2		土

		6/3		日		ｊ		ｊ		ｊ																6/3		日																6/3		日

		6/4		月		ｊ				ｊ																6/4		月																6/4		月

		6/5		火		ｊ				ｊ												ｊ				6/5		火																6/5		火

		6/6		水		ｊ																				6/6		水																6/6		水

		6/7		木		ｊ				ｊ		ｊ														6/7		木																6/7		木

		6/8		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/8		金																6/8		金

		6/9		土		ｊ		ｊ																		6/9		土																6/9		土

		6/10		日		ｊ																				6/10		日																6/10		日

		6/11		月		ｊ																				6/11		月																6/11		月

		6/12		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/12		火		ｊ														6/12		火

		6/13		水		ｊ				ｊ		ｊ														6/13		水								ｊ								6/13		水

		6/14		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/14		木																6/14		木

		6/15		金		ｊ						ｊ		ｊ												6/15		金																6/15		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/16		土		ｊ		ｊ		ｊ																6/16		土												ｊ		ｊ		6/16		土

		6/17		日		ｊ														ｊ						6/17		日																6/17		日

		6/18		月		ｊ		ｊ		ｊ																6/18		月																6/18		月

		6/19		火		ｊ				ｊ																6/19		火																6/19		火

		6/20		水		ｊ		ｊ		ｊ																6/20		水																6/20		水

		6/21		木		ｊ		ｊ																		6/21		木																6/21		木

		6/22		金		ｊ						ｊ														6/22		金										ｊ						6/22		金

		6/23		土		ｊ		ｊ		ｊ																6/23		土												ｊ		ｊ		6/23		土

		6/24		日		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ		ｊ				6/24		日																6/24		日

		6/25		月		満席		ｊ																		6/25		月										ｊ						6/25		月

		6/26		火		残席1		ｊ		ｊ		ｊ														6/26		火												ｊ		ｊ		6/26		火

		6/27		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/27		水																6/27		水

		6/28		木		ｊ		ｊ												ｊ		ｊ				6/28		木																6/28		木

		6/29		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/29		金										ｊ						6/29		金

		6/30		土		ｊ		ｊ														ｊ				6/30		土																6/30		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/1		日		ｊ																				7/1		日																7/1		日

		7/2		月		ｊ																				7/2		月																7/2		月

		7/3		火		ｊ				ｊ		ｊ														7/3		火																7/3		火

		7/4		水						ｊ		ｊ														7/4		水																7/4		水

		7/5		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														7/5		木																7/5		木

		7/6		金		ｊ		ｊ																		7/6		金																7/6		金

		7/7		土		ｊ				ｊ		ｊ						ｊ				ｊ				7/7		土																7/7		土

		7/8		日		ｊ																				7/8		日																7/8		日

		7/9		月		ｊ																				7/9		月										ｊ						7/9		月

		7/10		火		ｊ		ｊ																		7/10		火																7/10		火

		7/11		水		ｊ																				7/11		水																7/11		水

		7/12		木		ｊ		ｊ														ｊ				7/12		木																7/12		木

		7/13		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ		△				ｊ								7/13		金																7/13		金

		7/14		土		ｊ		ｊ		ｊ												ｊ				7/14		土																7/14		土

		7/15		日		ｊ				ｊ												ｊ				7/15		日																7/15		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/16		月		ｊ		ｊ																		7/16		月																7/16		月

		7/17		火		ｊ						ｊ														7/17		火																7/17		火

		7/18		水		ｊ		ｊ		ｊ																7/18		水																7/18		水

		7/19		木		ｊ		ｊ																		7/19		木																7/19		木

		7/20		金		ｊ																				7/20		金																7/20		金

		7/21		土		ｊ		ｊ																		7/21		土																7/21		土

		7/22		日		ｊ																				7/22		日																7/22		日

		7/23		月		ｊ																				7/23		月																7/23		月

		7/24		火		ｊ		ｊ																		7/24		火																7/24		火

		7/25		水		ｊ		ｊ																		7/25		水																7/25		水

		7/26		木		ｊ		ｊ																		7/26		木																7/26		木

		7/27		金		ｊ												ｊ								7/27		金										△						7/27		金

		7/28		土		ｊ																				7/28		土		ｊ														7/28		土

		7/29		日		ｊ				ｊ		ｊ										ｊ				7/29		日																7/29		日

		7/30		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														7/30		月																7/30		月

		7/31		火		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ		ｊ				ｊ		7/31		火																7/31		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/1		水		ｊ						ｊ														8/1		水																8/1		水

		8/2		木		ｊ		ｊ												ｊ		ｊ				8/2		木																8/2		木

		8/3		金		ｊ																				8/3		金																8/3		金

		8/4		土		ｊ																ｊ				8/4		土																8/4		土

		8/5		日		ｊ																ｊ				8/5		日																8/5		日

		8/6		月		ｊ		ｊ																		8/6		月										ｊ						8/6		月

		8/7		火		ｊ		ｊ												ｊ						8/7		火																8/7		火

		8/8		水		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ								8/8		水																8/8		水

		8/9		木		ｊ				ｊ		ｊ										ｊ				8/9		木																8/9		木

		8/10		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/10		金								ｊ		ｊ						8/10		金

		8/11		土		ｊ				ｊ																8/11		土												ｊ		ｊ		8/11		土

		8/12		日		ｊ		ｊ				ｊ								ｊ		ｊ				8/12		日																8/12		日

		8/13		月		ｊ		残席1		残席2		ｊ						満席								8/13		月																8/13		月

		8/14		火		ｊ		ｊ				ｊ				ｊ						ｊ		ｊ		8/14		火																8/14		火

		8/15		水		ｊ				ｊ		ｊ				ｊ										8/15		水																8/15		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/16		木		ｊ		ｊ														ｊ				8/16		木																8/16		木

		8/17		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ				ｊ										8/17		金																8/17		金

		8/18		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ		ｊ		8/18		土																8/18		土

		8/19		日		ｊ						ｊ														8/19		日																8/19		日

		8/20		月		ｊ		ｊ										ｊ								8/20		月																8/20		月

		8/21		火		ｊ												△				ｊ				8/21		火																8/21		火

		8/22		水		ｊ		ｊ								ｊ										8/22		水																8/22		水

		8/23		木		ｊ		ｊ		ｊ																8/23		木																8/23		木

		8/24		金		ｊ						ｊ														8/24		金										ｊ						8/24		金

		8/25		土		ｊ										ｊ										8/25		土														ｊ		8/25		土

		8/26		日		ｊ														ｊ						8/26		日																8/26		日

		8/27		月		ｊ				ｊ		ｊ						ｊ								8/27		月																8/27		月

		8/28		火		ｊ		ｊ										ｊ				ｊ				8/28		火																8/28		火

		8/29		水		ｊ																				8/29		水																8/29		水

		8/30		木		ｊ		ｊ																		8/30		木																8/30		木

		8/31		金		ｊ				ｊ		ｊ														8/31		金										ｊ						8/31		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/1		土		ｊ																				9/1		土												ｊ		ｊ		9/1		土

		9/2		日		ｊ																				9/2		日																9/2		日

		9/3		月		ｊ		ｊ		ｊ																9/3		月										ｊ						9/3		月

		9/4		火		ｊ																				9/4		火																9/4		火

		9/5		水		ｊ																				9/5		水										ｊ						9/5		水

		9/6		木		ｊ		ｊ																		9/6		木												ｊ		ｊ		9/6		木

		9/7		金		ｊ		ｊ																		9/7		金																9/7		金

		9/8		土		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ						ｊ				9/8		土																9/8		土

		9/9		日		ｊ				ｊ												ｊ				9/9		日										ｊ						9/9		日

		9/10		月		ｊ				ｊ		ｊ														9/10		月														ｊ		9/10		月

		9/11		火		ｊ																				9/11		火																9/11		火

		9/12		水		ｊ				ｊ		ｊ														9/12		水																9/12		水

		9/13		木		ｊ		ｊ																		9/13		木																9/13		木

		9/14		金		ｊ														ｊ						9/14		金																9/14		金

		9/15		土		ｊ				ｊ												ｊ				9/15		土																9/15		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/16		日		ｊ		ｊ		ｊ																9/16		日																9/16		日

		9/17		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/17		月																9/17		月

		9/18		火		ｊ		ｊ												ｊ						9/18		火																9/18		火

		9/19		水		ｊ										ｊ										9/19		水				ｊ												9/19		水

		9/20		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/20		木																9/20		木

		9/21		金		ｊ								ｊ												9/21		金				ｊ						ｊ						9/21		金

		9/22		土		ｊ		ｊ														ｊ				9/22		土												ｊ		ｊ		9/22		土

		9/23		日		ｊ		ｊ		ｊ																9/23		日																9/23		日

		9/24		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/24		月				ｊ												9/24		月

		9/25		火		ｊ																				9/25		火		ｊ														9/25		火

		9/26		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/26		水										ｊ						9/26		水

		9/27		木		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ										9/27		木												ｊ		ｊ		9/27		木

		9/28		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/28		金										ｊ						9/28		金

		9/29		土		ｊ		ｊ																		9/29		土												ｊ		ｊ		9/29		土

		9/30		日		ｊ		ｊ																		9/30		日																9/30		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/1		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														10/1		月																10/1		月

		10/2		火		ｊ		ｊ		ｊ																10/2		火																10/2		火

		10/3		水		ｊ		ｊ																		10/3		水																10/3		水

		10/4		木		ｊ		ｊ																		10/4		木												ｊ		ｊ		10/4		木

		10/5		金		ｊ		ｊ				ｊ														10/5		金										ｊ						10/5		金

		10/6		土		ｊ		ｊ		ｊ																10/6		土																10/6		土

		10/7		日		満席		ｊ		ｊ																10/7		日																10/7		日

		10/8		月		ｊ								ｊ												10/8		月										ｊ						10/8		月

		10/9		火		ｊ				ｊ																10/9		火														ｊ		10/9		火

		10/10		水		ｊ				ｊ																10/10		水																10/10		水

		10/11		木		ｊ				ｊ																10/11		木																10/11		木

		10/12		金		ｊ				ｊ		ｊ														10/12		金																10/12		金

		10/13		土		ｊ																				10/13		土																10/13		土

		10/14		日		ｊ				ｊ																10/14		日																10/14		日

		10/15		月		ｊ				ｊ																10/15		月																10/15		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/16		火		ｊ				ｊ																10/16		火																10/16		火

		10/17		水		ｊ																				10/17		水																10/17		水

		10/18		木		ｊ																				10/18		木																10/18		木

		10/19		金		ｊ				ｊ		ｊ														10/19		金																10/19		金

		10/20		土		ｊ																				10/20		土																10/20		土

		10/21		日		ｊ																				10/21		日																10/21		日

		10/22		月																						10/22		月																10/22		月

		10/23		火		ｊ																				10/23		火																10/23		火

		10/24		水		ｊ				ｊ																10/24		水																10/24		水

		10/25		木		ｊ																				10/25		木																10/25		木

		10/26		金		ｊ																				10/26		金																10/26		金

		10/27		土																						10/27		土																10/27		土

		10/28		日		ｊ																				10/28		日																10/28		日

		10/29		月																						10/29		月																10/29		月

		10/30		火		ｊ																				10/30		火																10/30		火

		10/31		水																						10/31		水																10/31		水

		日付		曜日		冬のアンツアー																				日付		曜日																日付		曜日

		11/10		土		ｊ

		11/19		月		ｊ

		11/24		土		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）

		11/4		日

		11/5		月

		11/6		火

		11/7		水
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						　　オプショナルツアー催行状況								7/6/20 11:02 AM				現在(できるだけオンタイムに更新してまいります！）



						　　　下記にはすでに催行決定済み（ｊ）、またはお一人様が仮予約で他のお客様を募集中（r）という状況を記載しております。

						　　　すでに催行決定済み（ｊ）のツアーは、一人旅の方でもすぐに予約ができるので安心です。残念ながらすでに満席になっているツアーには赤字で【満席】と記載しておりますが、キャンセル待ちも可能ですので、お問い合わせ下さい。

						　　　まだ何も印がついていないツアーは2名以上のご参加で催行が可能ですが、お一人様でも仮予約をして、他のお客様の参加をお待ちいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

						　　　尚、下記グレーの日付けはツアーの設定がない日を表しますが、天候などの状況によって変更となることもありますので、予めご了承ください。

						　　　お問い合わせは　info@peiselecttours.ca , まで、またはお電話で 1-902-963-4000まで、いずれも日本語でお気軽にどうぞ。																		（グリーンゲイブルズ入場）



		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		4/12		水																						4/12		水																4/12		水

		4/13		木		ｊ																				4/13		木																4/13		木

		4/14		金																						4/14		金																4/14		金

		4/15		土																						4/15		土																4/15		土

		4/16		日																						4/16		日																4/16		日

		4/17		月																						4/17		月																4/17		月

		4/18		火																						4/18		火																4/18		火

		4/19		水																						4/19		水																4/19		水

		4/20		木																						4/20		木																4/20		木

		4/21		金		ｊ																				4/21		金																4/21		金

		4/22		土																						4/22		土																4/22		土

		4/23		日																						4/23		日																4/23		日

		4/24		月																						4/24		月																4/24		月

		4/25		火																						4/25		火																4/25		火

		4/26		水																						4/26		水																4/26		水

		4/27		木																						4/27		木																4/27		木

		4/28		金		ｊ																				4/28		金																4/28		金

		4/29		土		ｊ																				4/29		土																4/29		土

		4/30		日																						4/30		日																4/30		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/1		月		ｊ								ｊ												5/1		月																5/1		月

		5/2		火		ｊ																				5/2		火																5/2		火

		5/3		水		ｊ								ｊ												5/3		水																5/3		水

		5/4		木		ｊ				ｊ																5/4		木																5/4		木

		5/5		金		ｊ																				5/5		金																5/5		金

		5/6		土						ｊ																5/6		土																5/6		土

		5/7		日		ｊ																				5/7		日																5/7		日

		5/8		月										ｊ												5/8		月																5/8		月

		5/9		火		ｊ																				5/9		火																5/9		火

		5/10		水																						5/10		水																5/10		水

		5/11		木		ｊ																				5/11		木																5/11		木

		5/12		金		ｊ																				5/12		金																5/12		金

		5/13		土						ｊ																5/13		土																5/13		土

		5/14		日		ｊ																				5/14		日																5/14		日

		5/15		月										ｊ												5/15		月																5/15		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/16		火		ｊ																				5/16		火																5/16		火

		5/17		水																						5/17		水										△						5/17		水

		5/18		木		ｊ				△																5/18		木																5/18		木

		5/19		金		ｊ																				5/19		金																5/19		金

		5/20		土		ｊ		△																		5/20		土																5/20		土

		5/21		日		ｊ																				5/21		日																5/21		日

		5/22		月		ｊ		ｊ		ｊ																5/22		月																5/22		月

		5/23		火		ｊ		ｊ																		5/23		火																5/23		火

		5/24		水				ｊ																		5/24		水										ｊ						5/24		水

		5/25		木		ｊ																				5/25		木																5/25		木

		5/26		金																						5/26		金																5/26		金

		5/27		土		ｊ																				5/27		土																5/27		土

		5/28		日				ｊ																		5/28		日																5/28		日

		5/29		月		ｊ																				5/29		月										△						5/29		月

		5/30		火																						5/30		火																5/30		火

		5/31		水		ｊ																				5/31		水										△						5/31		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/1		木		ｊ		ｊ																		6/1		木																6/1		木

		6/2		金		ｊ																				6/2		金																6/2		金

		6/3		土		ｊ				ｊ																6/3		土																6/3		土

		6/4		日																						6/4		日																6/4		日

		6/5		月		ｊ				ｊ		ｊ														6/5		月																6/5		月

		6/6		火		ｊ		ｊ																		6/6		火																6/6		火

		6/7		水		ｊ																				6/7		水																6/7		水

		6/8		木		ｊ																ｊ				6/8		木																6/8		木

		6/9		金		ｊ																				6/9		金																6/9		金

		6/10		土		ｊ		ｊ						ｊ						ｊ						6/10		土																6/10		土

		6/11		日		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ		ｊ				6/11		日																6/11		日

		6/12		月		ｊ						ｊ				ｊ										6/12		月																6/12		月

		6/13		火		ｊ		ｊ														ｊ				6/13		火																6/13		火

		6/14		水		残席２																				6/14		水				ｊ												6/14		水

		6/15		木		ｊ		ｊ		ｊ																6/15		木																6/15		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク				ハリファックス市内観光				日付		曜日

		6/16		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/16		金				ｊ												6/16		金

		6/17		土		残席３		ｊ		ｊ																6/17		土																6/17		土

		6/18		日		ｊ		ｊ												ｊ						6/18		日																6/18		日

		6/19		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/19		月																6/19		月

		6/20		火		ｊ																				6/20		火																6/20		火

		6/21		水		ｊ		ｊ		ｊ																6/21		水																6/21		水

		6/22		木		ｊ						ｊ														6/22		木		ｊ														6/22		木

		6/23		金		残席3		ｊ						ｊ												6/23		金																6/23		金

		6/24		土		残席2		満席																		6/24		土										残席２						6/24		土

		6/25		日		ｊ				ｊ																6/25		日																6/25		日

		6/26		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														6/26		月																6/26		月

		6/27		火		ｊ				ｊ														ｊ		6/27		火																6/27		火

		6/28		水		ｊ										ｊ				ｊ						6/28		水										ｊ						6/28		水

		6/29		木		ｊ														ｊ						6/29		木																6/29		木

		6/30		金		ｊ																				6/30		金																6/30		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/1		土		ｊ				ｊ												ｊ				7/1		土																7/1		土

		7/2		日		ｊ		ｊ												ｊ						7/2		日																7/2		日

		7/3		月		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ								7/3		月																7/3		月

		7/4		火		ｊ		ｊ				ｊ														7/4		火																7/4		火

		7/5		水		ｊ		ｊ																		7/5		水										△						7/5		水

		7/6		木		ｊ		ｊ				ｊ								ｊ		ｊ				7/6		木																7/6		木

		7/7		金		ｊ				ｊ		ｊ														7/7		金																7/7		金

		7/8		土		ｊ				ｊ		ｊ										ｊ				7/8		土																7/8		土

		7/9		日				ｊ		ｊ																7/9		日										ｊ						7/9		日

		7/10		月		ｊ																				7/10		月				ｊ												7/10		月

		7/11		火		ｊ		ｊ																		7/11		火																7/11		火

		7/12		水		ｊ										ｊ										7/12		水										ｊ						7/12		水

		7/13		木		ｊ		ｊ												ｊ						7/13		木		ｊ										ｊ		ｊ		7/13		木

		7/14		金		ｊ		ｊ																		7/14		金																7/14		金

		7/15		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														7/15		土																7/15		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/16		日		ｊ				ｊ		ｊ										ｊ				7/16		日																7/16		日

		7/17		月																						7/17		月										ｊ						7/17		月

		7/18		火		ｊ																				7/18		火																7/18		火

		7/19		水		ｊ																				7/19		水																7/19		水

		7/20		木		ｊ																				7/20		木																7/20		木

		7/21		金																						7/21		金																7/21		金

		7/22		土		ｊ																				7/22		土																7/22		土

		7/23		日		ｊ																				7/23		日																7/23		日

		7/24		月		ｊ		ｊ																		7/24		月																7/24		月

		7/25		火		ｊ		ｊ																		7/25		火																7/25		火

		7/26		水		ｊ																				7/26		水																7/26		水

		7/27		木		ｊ																				7/27		木																7/27		木

		7/28		金		ｊ																				7/28		金																7/28		金

		7/29		土		ｊ																				7/29		土																7/29		土

		7/30		日		ｊ		ｊ																		7/30		日										ｊ						7/30		日

		7/31		月		ｊ		ｊ								ｊ										7/31		月																7/31		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/1		火		ｊ		ｊ										ｊ						ｊ		8/1		火																8/1		火

		8/2		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/2		水																8/2		水

		8/3		木		ｊ		ｊ		ｊ																8/3		木																8/3		木

		8/4		金		ｊ				ｊ		ｊ														8/4		金																8/4		金

		8/5		土		ｊ		ｊ		ｊ																8/5		土																8/5		土

		8/6		日		ｊ		ｊ																		8/6		日																8/6		日

		8/7		月		ｊ		ｊ																		8/7		月																8/7		月

		8/8		火		ｊ		ｊ																		8/8		火																8/8		火

		8/9		水		ｊ		ｊ																		8/9		水										△						8/9		水

		8/10		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/10		木																8/10		木

		8/11		金		ｊ		ｊ		ｊ																8/11		金																8/11		金

		8/12		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/12		土																8/12		土

		8/13		日		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ		ｊ				8/13		日																8/13		日

		8/14		月		ｊ		ｊ												ｊ						8/14		月																8/14		月

		8/15		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ								8/15		火																8/15		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/16		水		ｊ		ｊ		ｊ																8/16		水																8/16		水

		8/17		木		ｊ		ｊ												ｊ						8/17		木																8/17		木

		8/18		金		ｊ		ｊ																		8/18		金																8/18		金

		8/19		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/19		土																8/19		土

		8/20		日		ｊ												ｊ		ｊ		ｊ				8/20		日																8/20		日

		8/21		月		ｊ		ｊ		ｊ				ｊ												8/21		月																8/21		月

		8/22		火		ｊ												ｊ								8/22		火																8/22		火

		8/23		水		ｊ																				8/23		水																8/23		水

		8/24		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/24		木																8/24		木

		8/25		金		ｊ		ｊ						ｊ												8/25		金										ｊ						8/25		金

		8/26		土		ｊ				ｊ		ｊ										△		ｊ		8/26		土														ｊ		8/26		土

		8/27		日		ｊ		ｊ				ｊ														8/27		日																8/27		日

		8/28		月		ｊ		ｊ																		8/28		月				ｊ												8/28		月

		8/29		火		ｊ																ｊ		ｊ		8/29		火																8/29		火

		8/30		水		ｊ		ｊ		ｊ																8/30		水																8/30		水

		8/31		木		ｊ												ｊ		ｊ		ｊ				8/31		木																8/31		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/1		金		ｊ		ｊ																		9/1		金																9/1		金

		9/2		土		ｊ																				9/2		土																9/2		土

		9/3		日		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ						9/3		日																9/3		日

		9/4		月		ｊ				ｊ																9/4		月																9/4		月

		9/5		火		ｊ				ｊ										ｊ		ｊ				9/5		火																9/5		火

		9/6		水		満席				ｊ		ｊ		ｊ												9/6		水										ｊ						9/6		水

		9/7		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ				9/7		木												満席		満席		9/7		木

		9/8		金		ｊ		ｊ												ｊ						9/8		金										ｊ						9/8		金

		9/9		土		ｊ		ｊ		ｊ																9/9		土																9/9		土

		9/10		日		ｊ		ｊ		ｊ																9/10		日																9/10		日

		9/11		月		ｊ						ｊ		ｊ												9/11		月																9/11		月

		9/12		火		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ						9/12		火												ｊ		ｊ		9/12		火

		9/13		水		ｊ				ｊ						ｊ										9/13		水																9/13		水

		9/14		木		ｊ				ｊ																9/14		木																9/14		木

		9/15		金		ｊ		ｊ																		9/15		金				△												9/15		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/16		土		ｊ		ｊ		ｊ																9/16		土																9/16		土

		9/17		日		ｊ		ｊ																		9/17		日																9/17		日

		9/18		月		ｊ				ｊ		ｊ														9/18		月										ｊ						9/18		月

		9/19		火		ｊ		ｊ																		9/19		火												ｊ		ｊ		9/19		火

		9/20		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/20		水																9/20		水

		9/21		木		ｊ		ｊ												ｊ		ｊ				9/21		木																9/21		木

		9/22		金		ｊ		ｊ		ｊ																9/22		金																9/22		金

		9/23		土		ｊ				ｊ						ｊ				ｊ						9/23		土																9/23		土

		9/24		日																		ｊ				9/24		日																9/24		日

		9/25		月		ｊ				ｊ		ｊ														9/25		月																9/25		月

		9/26		火		ｊ														ｊ						9/26		火																9/26		火

		9/27		水		ｊ																				9/27		水																9/27		水

		9/28		木		ｊ														ｊ		ｊ				9/28		木																9/28		木

		9/29		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/29		金										ｊ						9/29		金

		9/30		土		ｊ		ｊ		ｊ														ｊ		9/30		土												ｊ		ｊ		9/30		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/1		日		ｊ		ｊ																		10/1		日																10/1		日

		10/2		月		ｊ		ｊ																		10/2		月																10/2		月

		10/3		火		ｊ				ｊ		ｊ														10/3		火																10/3		火

		10/4		水		ｊ		ｊ																		10/4		水										△						10/4		水

		10/5		木		ｊ						ｊ														10/5		木																10/5		木

		10/6		金		ｊ																				10/6		金										ｊ						10/6		金

		10/7		土		ｊ				ｊ																10/7		土																10/7		土

		10/8		日		ｊ				ｊ																10/8		日																10/8		日

		10/9		月		ｊ																				10/9		月																10/9		月

		10/10		火		ｊ				ｊ		ｊ														10/10		火																10/10		火

		10/11		水		ｊ																				10/11		水																10/11		水

		10/12		木		ｊ						ｊ														10/12		木																10/12		木

		10/13		金		ｊ																				10/13		金																10/13		金

		10/14		土		ｊ																				10/14		土																10/14		土

		10/15		日		ｊ				ｊ																10/15		日																10/15		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		テイスティングPEI		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/16		月																						10/16		月																10/16		月

		10/17		火		ｊ																				10/17		火																10/17		火

		10/18		水		ｊ																				10/18		水																10/18		水

		10/19		木		ｊ						ｊ														10/19		木																10/19		木

		10/20		金		ｊ																				10/20		金																10/20		金

		10/21		土		ｊ																				10/21		土																10/21		土

		10/22		日		ｊ				ｊ																10/22		日																10/22		日

		10/23		月		ｊ																				10/23		月																10/23		月

		10/24		火		ｊ																				10/24		火																10/24		火

		10/25		水																						10/25		水																10/25		水

		10/26		木																						10/26		木																10/26		木

		10/27		金		ｊ																				10/27		金																10/27		金

		10/28		土		ｊ																				10/28		土																10/28		土

		10/29		日																						10/29		日																10/29		日

		10/30		月		ｊ																				10/30		月																10/30		月

		10/31		火																						10/31		火																10/31		火

		日付		曜日		冬のアンツアー																				日付		曜日																日付		曜日

		11/4		土		ｊ																				11/4		土																11/4		土

		11/14		火		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				11/14		火																11/14		火

		11/28		火		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				11/28		火																11/28		火

		11/29		水		ｊ（グリーンゲイブルズ入場）																				11/29		水																11/29		水

		11/3		木																						11/3		木																11/3		木

		11/4		金																						11/4		金																11/4		金

		11/5		土																						11/5		土																11/5		土

		11/6		日																						11/6		日																11/6		日

		11/7		月																						11/7		月																11/7		月
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						　　オプショナルツアー催行状況								7/6/20 11:02 AM				現在(できるだけオンタイムに更新してまいります！）



						　　　下記にはすでに催行決定済み（ｊ）、またはお一人様が仮予約で他のお客様を募集中（r）という状況を記載しております。

						　　　すでに催行決定済み（ｊ）のツアーは、一人旅の方でもすぐに予約ができるので安心です。残念ながらすでに満席になっているツアーには赤字で【満席】と記載しておりますが、キャンセル待ちも可能ですので、お問い合わせ下さい。

						　　　まだ何も印がついていないツアーは2名以上のご参加で催行が可能ですが、お一人様でも仮予約をして、他のお客様の参加をお待ちいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

						　　　尚、下記グレーの日付けはツアーの設定がない日を表しますが、天候などの状況によって変更となることもありますので、予めご了承ください。

						　　　お問い合わせは　info@peiselecttours.ca , まで、またはお電話で 1-902-963-4000まで、いずれも日本語でお気軽にどうぞ。



		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		3/19		土		ｊ																				3/19		土																3/19		土

		3/29		火																						3/29		火																3/29		火

		3/30		水		ｊ																				3/30		水																3/30		水

		4/4		月		ｊ																				4/4		月																4/4		月

		4/15		金																						4/15		金																4/15		金

		4/16		土		ｊ(Green Gables Open)																				4/16		土																4/16		土

		4/17		日																						4/17		日																4/17		日

		4/18		月																						4/18		月																4/18		月

		4/19		火		ｊ(Green Gables Open)																				4/19		火																4/19		火

		4/20		水																						4/20		水																4/20		水

		4/21		木																						4/21		木																4/21		木

		4/22		金		ｊ																				4/22		金																4/22		金

		4/23		土																						4/23		土																4/23		土

		4/24		日																						4/24		日																4/24		日

		4/25		月																						4/25		月																4/25		月

		4/26		火																						4/26		火																4/26		火

		4/27		水																						4/27		水																4/27		水

		4/28		木		ｊ(Green Gables Open)																				4/28		木																4/28		木

		4/29		金																						4/29		金																4/29		金

		4/30		土																						4/30		土												ｊ				4/30		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/1		日		ｊ																				5/1		日																5/1		日

		5/2		月		ｊ								ｊ												5/2		月																5/2		月

		5/3		火		ｊ																				5/3		火																5/3		火

		5/4		水		ｊ				ｊ																5/4		水																5/4		水

		5/5		木		ｊ																				5/5		木																5/5		木

		5/6		金		ｊ																				5/6		金																5/6		金

		5/7		土						ｊ																5/7		土																5/7		土

		5/8		日		ｊ																				5/8		日																5/8		日

		5/9		月																						5/9		月																5/9		月

		5/10		火		△				要問い合わせ																5/10		火																5/10		火

		5/11		水		△				要問い合わせ				要問い合わせ												5/11		水																5/11		水

		5/12		木		ｊ																				5/12		木																5/12		木

		5/13		金																						5/13		金																5/13		金

		5/14		土																						5/14		土																5/14		土

		5/15		日		ｊ																				5/15		日																5/15		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/16		月		ｊ								ｊ												5/16		月																5/16		月

		5/17		火		ｊ																				5/17		火																5/17		火

		5/18		水		ｊ																				5/18		水																5/18		水

		5/19		木		ｊ																				5/19		木																5/19		木

		5/20		金		ｊ																				5/20		金																5/20		金

		5/21		土		ｊ		ｊ		ｊ																5/21		土																5/21		土

		5/22		日		ｊ																				5/22		日																5/22		日

		5/23		月		ｊ																				5/23		月																5/23		月

		5/24		火		ｊ		ｊ		ｊ																5/24		火																5/24		火

		5/25		水		ｊ																				5/25		水																5/25		水

		5/26		木		ｊ																				5/26		木																5/26		木

		5/27		金		ｊ		ｊ																		5/27		金																5/27		金

		5/28		土		ｊ																				5/28		土																5/28		土

		5/29		日		ｊ																				5/29		日																5/29		日

		5/30		月				ｊ		ｊ																5/30		月																5/30		月

		5/31		火		ｊ																				5/31		火																5/31		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/1		水		ｊ										ｊ										6/1		水																6/1		水

		6/2		木		ｊ																				6/2		木																6/2		木

		6/3		金		ｊ										ｊ										6/3		金																6/3		金

		6/4		土		ｊ		ｊ										ｊ				ｊ				6/4		土																6/4		土

		6/5		日		ｊ		ｊ														ｊ 残1				6/5		日																6/5		日

		6/6		月		ｊ		ｊ				ｊ		ｊ												6/6		月																6/6		月

		6/7		火		ｊ		ｊ																		6/7		火																6/7		火

		6/8		水		ｊ																悪天中止				6/8		水										ｊ						6/8		水

		6/9		木		ｊ																				6/9		木																6/9		木

		6/10		金		ｊ		ｊ		ｊ												ｊ				6/10		金										ｊ						6/10		金

		6/11		土		ｊ		ｊ		ｊ																6/11		土												ｊ		ｊ		6/11		土

		6/12		日		ｊ				ｊ																6/12		日																6/12		日

		6/13		月		ｊ		ｊ		ｊ																6/13		月																6/13		月

		6/14		火		ｊ		ｊ												ｊ						6/14		火																6/14		火

		6/15		水		ｊ				ｊ		ｊ														6/15		水																6/15		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/16		木		ｊ				ｊ		ｊ								ｊ		ｊ 残1		ｊ		6/16		木		ｊ				ｊ										6/16		木

		6/17		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ				ｊ										6/17		金										ｊ						6/17		金

		6/18		土		ｊ		ｊ														ｊ		ｊ		6/18		土		ｊ										ｊ				6/18		土

		6/19		日		ｊ														ｊ						6/19		日																6/19		日

		6/20		月		ｊ				ｊ		ｊ				ｊ										6/20		月										ｊ						6/20		月

		6/21		火		ｊ		ｊ								ｊ										6/21		火												ｊ		ｊ		6/21		火

		6/22		水		ｊ																				6/22		水																6/22		水

		6/23		木		ｊ																		ｊ		6/23		木																6/23		木

		6/24		金		ｊ		ｊ																		6/24		金										ｊ						6/24		金

		6/25		土		ｊ				ｊ								△				ｊ				6/25		土												ｊ				6/25		土

		6/26		日		ｊ		ｊ								満席		△								6/26		日																6/26		日

		6/27		月		ｊ																				6/27		月				ｊ						ｊ						6/27		月

		6/28		火		ｊ				ｊ		ｊ				ｊ						ｊ				6/28		火		ｊ										ｊ		ｊ		6/28		火

		6/29		水		ｊ		ｊ								ｊ										6/29		水										ｊ						6/29		水

		6/30		木		ｊ														ｊ		ｊ		ｊ		6/30		木																6/30		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/1		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														7/1		金																7/1		金

		7/2		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ				 										7/2		土																7/2		土

		7/3		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ		ｊ		ｊ				7/3		日																7/3		日

		7/4		月		ｊ		ｊ								ｊ										7/4		月																7/4		月

		7/5		火		ｊ				ｊ														ｊ		7/5		火																7/5		火

		7/6		水		ｊ						ｊ														7/6		水				ｊ												7/6		水

		7/7		木		ｊ																		ｊ		7/7		木																7/7		木

		7/8		金		ｊ		ｊ																		7/8		金																7/8		金

		7/9		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ				ｊ								ｊ		7/9		土										ｊ						7/9		土

		7/10		日		ｊ												ｊ		ｊ						7/10		日																7/10		日

		7/11		月		ｊ						ｊ														7/11		月										ｊ						7/11		月

		7/12		火		ｊ		ｊ																		7/12		火														ｊ		7/12		火

		7/13		水		ｊ		ｊ				ｊ														7/13		水																7/13		水

		7/14		木		ｊ												ｊ		ｊ						7/14		木																7/14		木

		7/15		金		ｊ		ｊ								ｊ										7/15		金																7/15		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/16		土		ｊ		ｊ																		7/16		土																7/16		土

		7/17		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ				7/17		日																7/17		日

		7/18		月		ｊ																				7/18		月																7/18		月

		7/19		火		ｊ																				7/19		火																7/19		火

		7/20		水																						7/20		水				ｊ												7/20		水

		7/21		木		ｊ																				7/21		木												ｊ				7/21		木

		7/22		金		ｊ		ｊ								ｊ										7/22		金																7/22		金

		7/23		土		ｊ																				7/23		土																7/23		土

		7/24		日		ｊ		ｊ														ｊ				7/24		日																7/24		日

		7/25		月		ｊ																				7/25		月																7/25		月

		7/26		火		ｊ																				7/26		火																7/26		火

		7/27		水		ｊ																				7/27		水																7/27		水

		7/28		木		ｊ																				7/28		木																7/28		木

		7/29		金		ｊ		ｊ																		7/29		金																7/29		金

		7/30		土		ｊ												ｊ								7/30		土																7/30		土

		7/31		日		ｊ																				7/31		日																7/31		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/1		月		ｊ		ｊ																		8/1		月																8/1		月

		8/2		火		ｊ		ｊ		ｊ																8/2		火																8/2		火

		8/3		水		ｊ		ｊ																		8/3		水																8/3		水

		8/4		木		ｊ				ｊ												ｊ				8/4		木																8/4		木

		8/5		金		ｊ				ｊ		ｊ														8/5		金																8/5		金

		8/6		土		ｊ（残席2）		ｊ		ｊ												ｊ				8/6		土																8/6		土

		8/7		日		ｊ												ｊ								8/7		日																8/7		日

		8/8		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/8		月																8/8		月

		8/9		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/9		火																8/9		火

		8/10		水		ｊ				ｊ		ｊ														8/10		水																8/10		水

		8/11		木		ｊ		ｊ																		8/11		木																8/11		木

		8/12		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ												8/12		金																8/12		金

		8/13		土		ｊ		ｊ		ｊ												ｊ				8/13		土																8/13		土

		8/14		日		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ						8/14		日										ｊ（残席1）						8/14		日

		8/15		月		ｊ																				8/15		月										ｊ						8/15		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		お花畑		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/16		火		ｊ														ｊ		ｊ				8/16		火																8/16		火

		8/17		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														8/17		水										ｊ						8/17		水

		8/18		木		ｊ		ｊ												ｊ		ｊ				8/18		木																8/18		木

		8/19		金		ｊ		ｊ		ｊ																8/19		金										ｊ						8/19		金

		8/20		土		ｊ				ｊ														ｊ		8/20		土																8/20		土

		8/21		日		ｊ		△												ｊ		ｊ				8/21		日																8/21		日

		8/22		月		ｊ		ｊ																		8/22		月																8/22		月

		8/23		火		ｊ																				8/23		火																8/23		火

		8/24		水		ｊ				ｊ																8/24		水																8/24		水

		8/25		木		ｊ												ｊ		ｊ						8/25		木																8/25		木

		8/26		金		ｊ																				8/26		金		ｊ														8/26		金

		8/27		土		ｊ（残席1）		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ				8/27		土												ｊ		ｊ		8/27		土

		8/28		日		ｊ				ｊ		ｊ								ｊ						8/28		日																8/28		日

		8/29		月		ｊ		ｊ						ｊ												8/29		月																8/29		月

		8/30		火		ｊ		ｊ												ｊ				ｊ		8/30		火																8/30		火

		8/31		水		ｊ		ｊ				ｊ														8/31		水																8/31		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		紅葉		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/1		木		ｊ																ｊ				9/1		木																9/1		木

		9/2		金		ｊ				ｊ		ｊ														9/2		金																9/2		金

		9/3		土		ｊ																ｊ				9/3		土																9/3		土

		9/4		日		ｊ				ｊ										ｊ						9/4		日																9/4		日

		9/5		月		ｊ		ｊ		ｊ																9/5		月										△						9/5		月

		9/6		火		ｊ		△		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ				9/6		火																9/6		火

		9/7		水		ｊ																				9/7		水																9/7		水

		9/8		木		ｊ		ｊ																		9/8		木												ｊ		ｊ		9/8		木

		9/9		金		ｊ		ｊ																		9/9		金																9/9		金

		9/10		土		ｊ		ｊ		ｊ																9/10		土																9/10		土

		9/11		日		ｊ		ｊ												ｊ		ｊ				9/11		日																9/11		日

		9/12		月		ｊ				ｊ		ｊ														9/12		月																9/12		月

		9/13		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ						9/13		火																9/13		火

		9/14		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ														9/14		水										ｊ						9/14		水

		9/15		木		ｊ																ｊ				9/15		木																9/15		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		紅葉		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/16		金		ｊ		ｊ										ｊ								9/16		金										ｊ						9/16		金

		9/17		土		ｊ		ｊ																ｊ		9/17		土												ｊ		ｊ		9/17		土

		9/18		日		残席２				ｊ										ｊ						9/18		日																9/18		日

		9/19		月		残席２		残席２		ｊ		ｊ														9/19		月										ｊ						9/19		月

		9/20		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ						9/20		火				ｊ												9/20		火

		9/21		水		ｊ				ｊ		ｊ														9/21		水										ｊ						9/21		水

		9/22		木		ｊ		ｊ		ｊ														ｊ		9/22		木																9/22		木

		9/23		金		ｊ		ｊ												ｊ						9/23		金																9/23		金

		9/24		土		ｊ				ｊ												ｊ				9/24		土																9/24		土

		9/25		日		ｊ		ｊ																		9/25		日																9/25		日

		9/26		月		ｊ		ｊ																		9/26		月																9/26		月

		9/27		火		ｊ																				9/27		火																9/27		火

		9/28		水		ｊ		ｊ																		9/28		水																9/28		水

		9/29		木		ｊ				ｊ																9/29		木																9/29		木

		9/30		金		ｊ		ｊ																		9/30		金																9/30		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		紅葉		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/1		土		ｊ		ｊ		ｊ																10/1		土																10/1		土

		10/2		日		ｊ				ｊ																10/2		日																10/2		日

		10/3		月		ｊ		ｊ																		10/3		月										ｊ						10/3		月

		10/4		火		ｊ																		ｊ		10/4		火														ｊ		10/4		火

		10/5		水		ｊ		ｊ																		10/5		水								ｊ		ｊ						10/5		水

		10/6		木		ｊ		ｊ								ｊ										10/6		木												ｊ		ｊ		10/6		木

		10/7		金		ｊ						ｊ														10/7		金																10/7		金

		10/8		土		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ										10/8		土																10/8		土

		10/9		日		残席３		ｊ		ｊ						ｊ										10/9		日																10/9		日

		10/10		月		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ										10/10		月																10/10		月

		10/11		火		ｊ				ｊ		ｊ				ｊ										10/11		火																10/11		火

		10/12		水		ｊ										ｊ										10/12		水										ｊ						10/12		水

		10/13		木		ｊ				ｊ						ｊ										10/13		木														ｊ		10/13		木

		10/14		金		ｊ				ｊ				ｊ												10/14		金																10/14		金

		10/15		土		ｊ																				10/15		土																10/15		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		紅葉		乗馬ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		日付		曜日		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		アン人形作り		パッチワーク		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス市内観光		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/16		日		ｊ				ｊ																10/16		日																10/16		日

		10/17		月		ｊ				ｊ						ｊ										10/17		月																10/17		月

		10/18		火		ｊ																				10/18		火																10/18		火

		10/19		水		ｊ																				10/19		水																10/19		水

		10/20		木		ｊ																				10/20		木																10/20		木

		10/21		金																						10/21		金																10/21		金

		10/22		土		ｊ																				10/22		土																10/22		土

		10/23		日		ｊ																				10/23		日																10/23		日

		10/24		月		ｊ																				10/24		月																10/24		月

		10/25		火		ｊ																				10/25		火																10/25		火

		10/26		水		ｊ																				10/26		水																10/26		水

		10/27		木						ｊ																10/27		木																10/27		木

		10/28		金		ｊ																				10/28		金																10/28		金

		10/29		土																						10/29		土																10/29		土

		10/30		日																						10/30		日																10/30		日

		10/31		月		ｊ																				10/31		月																10/31		月

		日付		曜日		冬のアンツアー																				日付		曜日																日付		曜日

		11/1		火																						11/1		火																11/1		火

		11/2		水		ｊ																				11/2		水																11/2		水

		11/3		木																						11/3		木																11/3		木

		11/4		金																						11/4		金																11/4		金

		11/5		土																						11/5		土																11/5		土

		11/6		日																						11/6		日																11/6		日

		11/7		月																						11/7		月																11/7		月
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						　　オプショナルツアー催行状況										7/6/20 11:02 AM				現在(できるだけオンタイムに更新してまいります！）



						　　　下記にはすでに催行決定済み（ｊ）、またはお一人様が仮予約で他のお客様を募集中（r）という状況を記載しております。

						　　　すでに催行決定済み（ｊ）のツアーは、一人旅の方でもすぐに予約ができるので安心です。

						　　　まだ何も印がついていないツアーは2名以上のご参加で催行が可能ですが、お一人様でも仮予約をして、他のお客様の参加をお待ちいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

						　　　尚、下記グレーの日付けはツアーの設定がない日を表しますが、天候などの状況によって変更となることもありますので、予めご了承ください。

						　　　お問い合わせは　info@peiselecttours.ca , まで、またはお電話で 1-902-963-4000まで、いずれも日本語でお気軽にどうぞ。



		日付		曜日		冬のアンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		4/15		水		ｊ(追加料金)																4/15		水																				4/15		水

		4/16		木																		4/16		木																				4/16		木

		4/17		金																		4/17		金																				4/17		金

		4/18		土																		4/18		土																				4/18		土

		4/19		日																		4/19		日																				4/19		日

		4/20		月																		4/20		月																				4/20		月

		4/21		火																		4/21		火																				4/21		火

		4/22		水		ｊ(追加料金)																4/22		水																				4/22		水

		4/23		木																		4/23		木																				4/23		木

		4/24		金																		4/24		金																				4/24		金

		4/25		土		ｊ(追加料金)																4/25		土																				4/25		土

		4/26		日																		4/26		日																				4/26		日

		4/27		月		ｊ(追加料金)																4/27		月																				4/27		月

		4/28		火		ｊ(追加料金)																4/28		火																				4/28		火

		4/29		水		ｊ(追加料金)																4/29		水																				4/29		水

		4/30		木																		4/30		木																				4/30		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/1		金		ｊ																5/1		金																				5/1		金

		5/2		土		ｊ				ｊ												5/2		土																				5/2		土

		5/3		日		ｊ				ｊ												5/3		日																				5/3		日

		5/4		月		ｊ				ｊ												5/4		月		ｊ																		5/4		月

		5/5		火		ｊ				ｊ												5/5		火																				5/5		火

		5/6		水		ｊ				ｊ												5/6		水																				5/6		水

		5/7		木		ｊ																5/7		木																				5/7		木

		5/8		金		ｊ																5/8		金																				5/8		金

		5/9		土		ｊ																5/9		土																				5/9		土

		5/10		日		ｊ																5/10		日																				5/10		日

		5/11		月		ｊ				ｊ												5/11		月																				5/11		月

		5/12		火		ｊ																5/12		火																				5/12		火

		5/13		水																		5/13		水																				5/13		水

		5/14		木																		5/14		木																				5/14		木

		5/15		金																		5/15		金																				5/15		金

		5/16		土		ｊ																5/16		土																				5/16		土

		5/17		日		ｊ																5/17		日																				5/17		日

		5/18		月		ｊ																5/18		月																				5/18		月

		5/19		火		ｊ				ｊ												5/19		火																				5/19		火

		5/20		水																		5/20		水																				5/20		水

		5/21		木		ｊ																5/21		木																				5/21		木

		5/22		金		ｊ																5/22		金																				5/22		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		5/23		土		ｊ		ｊ														5/23		土																ｊ		ｊ		5/23		土

		5/24		日		ｊ																5/24		日																				5/24		日

		5/25		月		ｊ		ｊ		ｊ												5/25		月																				5/25		月

		5/26		火		ｊ																5/26		火																				5/26		火

		5/27		水		ｊ		ｊ														5/27		水																				5/27		水

		5/28		木		ｊ				ｊ												5/28		木																				5/28		木

		5/29		金		ｊ																5/29		金																				5/29		金

		5/30		土		ｊ		ｊ														5/30		土																				5/30		土

		5/31		日		ｊ																5/31		日																				5/31		日

		6/1		月		ｊ																6/1		月														ｊ						6/1		月

		6/2		火		ｊ		ｊ														6/2		火										ｊ								ｊ		6/2		火

		6/3		水		ｊ																6/3		水																				6/3		水

		6/4		木		ｊ				ｊ												6/4		木										ｊ										6/4		木

		6/5		金		ｊ		ｊ										ｊ				6/5		金																				6/5		金

		6/6		土		ｊ																6/6		土																				6/6		土

		6/7		日		ｊ																6/7		日																				6/7		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/8		月		ｊ		ｊ										ｊ				6/8		月		ｊ												ｊ						6/8		月

		6/9		火		ｊ						ｊ						ｊ				6/9		火																				6/9		火

		6/10		水		ｊ				ｊ												6/10		水														ｊ						6/10		水

		6/11		木		ｊ		ｊ														6/11		木																		ｊ		6/11		木

		6/12		金		ｊ		ｊ		ｊ												6/12		金																				6/12		金

		6/13		土		ｊ		ｊ										ｊ				6/13		土																				6/13		土

		6/14		日		ｊ				ｊ												6/14		日								ｊ												6/14		日

		6/15		月		ｊ						ｊ						ｊ				6/15		月																				6/15		月

		6/16		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ				6/16		火								ｊ		ｊ										6/16		火

		6/17		水		ｊ																6/17		水																				6/17		水

		6/18		木		ｊ																6/18		木								ｊ								ｊ		ｊ		6/18		木

		6/19		金		ｊ		ｊ														6/19		金				ｊ										ｊ						6/19		金

		6/20		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ		6/20		土										ｊ										6/20		土

		6/21		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ				6/21		日																				6/21		日

		6/22		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										6/22		月																				6/22		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		6/23		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										6/23		火																				6/23		火

		6/24		水		ｊ		ｊ										ｊ				6/24		水														ｊ						6/24		水

		6/25		木		ｊ						ｊ						ｊ				6/25		木										ｊ						ｊ		ｊ		6/25		木

		6/26		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										6/26		金																				6/26		金

		6/27		土		ｊ		ｊ										ｊ				6/27		土										ｊ		ｊ				ｊ		ｊ		6/27		土

		6/28		日		ｊ																6/28		日										ｊ										6/28		日

		6/29		月		ｊ		ｊ		ｊ												6/29		月		ｊ																		6/29		月

		6/30		火		ｊ		ｊ										ｊ				6/30		火																				6/30		火

		7/1		水		ｊ		ｊ				ｊ										7/1		水																				7/1		水

		7/2		木		ｊ				ｊ		ｊ						ｊ				7/2		木																				7/2		木

		7/3		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ		ｊ		7/3		金		ｊ																		7/3		金

		7/4		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ		7/4		土																				7/4		土

		7/5		日		ｊ																7/5		日								△												7/5		日

		7/6		月		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ				7/6		月				ｊ																7/6		月

		7/7		火		ｊ												ｊ				7/7		火												ｊ								7/7		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/8		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										7/8		水														ｊ						7/8		水

		7/9		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ		ｊ		7/9		木																		ｊ		7/9		木

		7/10		金		ｊ		ｊ		ｊ												7/10		金				ｊ																7/10		金

		7/11		土		ｊ						ｊ										7/11		土																				7/11		土

		7/12		日		ｊ																7/12		日																				7/12		日

		7/13		月		ｊ				ｊ												7/13		月		ｊ																		7/13		月

		7/14		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										7/14		火																ｊ		ｊ		7/14		火

		7/15		水		ｊ														ｊ		7/15		水																				7/15		水

		7/16		木		ｊ		ｊ												ｊ		7/16		木								ｊ												7/16		木

		7/17		金		ｊ								ｊ								7/17		金																				7/17		金

		7/18		土		ｊ		ｊ										ｊ		ｊ		7/18		土																				7/18		土

		7/19		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										7/19		日								ｊ		ｊ										7/19		日

		7/20		月		ｊ		ｊ														7/20		月																				7/20		月

		7/21		火		ｊ				ｊ												7/21		火																				7/21		火

		7/22		水		ｊ																7/22		水																				7/22		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		7/23		木		ｊ		ｊ										ｊ				7/23		木																				7/23		木

		7/24		金		ｊ																7/24		金																				7/24		金

		7/25		土		ｊ																7/25		土																				7/25		土

		7/26		日		ｊ																7/26		日																				7/26		日

		7/27		月		ｊ																7/27		月		ｊ																		7/27		月

		7/28		火		ｊ																7/28		火												ｊ								7/28		火

		7/29		水		ｊ		ｊ														7/29		水														ｊ						7/29		水

		7/30		木		ｊ				ｊ												7/30		木												ｊ								7/30		木

		7/31		金		ｊ				ｊ		ｊ										7/31		金								ｊ		ｊ				ｊ						7/31		金

		8/1		土		ｊ														ｊ		8/1		土																				8/1		土

		8/2		日		ｊ		ｊ		ｊ												8/2		日																				8/2		日

		8/3		月		ｊ		ｊ														8/3		月																				8/3		月

		8/4		火		ｊ				ｊ												8/4		火																				8/4		火

		8/5		水		ｊ		ｊ														8/5		水																				8/5		水

		8/6		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										8/6		木																ｊ				8/6		木

		8/7		金		ｊ		ｊ				ｊ										8/7		金														ｊ						8/7		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/8		土		ｊ		ｊ		ｊ												8/8		土																		ｊ		8/8		土

		8/9		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										8/9		日								ｊ		ｊ										8/9		日

		8/10		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										8/10		月																				8/10		月

		8/11		火		ｊ		ｊ		ｊ												8/11		火								ｊ		ｊ										8/11		火

		8/12		水		ｊ				ｊ												8/12		水																				8/12		水

		8/13		木		ｊ		ｊ														8/13		木																				8/13		木

		8/14		金		ｊ		ｊ		ｊ												8/14		金																				8/14		金

		8/15		土		ｊ				ｊ		ｊ										8/15		土																ｊ		ｊ		8/15		土

		8/16		日		ｊ				ｊ												8/16		日																				8/16		日

		8/17		月		ｊ		ｊ												ｊ		8/17		月																				8/17		月

		8/18		火		ｊ		ｊ		ｊ												8/18		火								ｊ						ｊ						8/18		火

		8/19		水		ｊ				ｊ		ｊ										8/19		水														ｊ						8/19		水

		8/20		木		ｊ		ｊ		ｊ												8/20		木								ｊ		ｊ						ｊ		ｊ		8/20		木

		8/21		金		ｊ		ｊ														8/21		金		ｊ																		8/21		金

		8/22		土		ｊ		ｊ				ｊ										8/22		土										ｊ										8/22		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		お花畑		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		8/23		日		ｊ		ｊ		ｊ												8/23		日								ｊ		ｊ										8/23		日

		8/24		月		ｊ		ｊ		ｊ												8/24		月																				8/24		月

		8/25		火		ｊ		ｊ														8/25		火																				8/25		火

		8/26		水		ｊ																8/26		水																				8/26		水

		8/27		木		ｊ				ｊ												8/27		木																				8/27		木

		8/28		金		ｊ																8/28		金																				8/28		金

		8/29		土		ｊ		ｊ														8/29		土																				8/29		土

		8/30		日		ｊ		ｊ														8/30		日								ｊ												8/30		日

		8/31		月		ｊ				ｊ												8/31		月																				8/31		月

		9/1		火																		9/1		火												ｊ								9/1		火

		9/2		水		ｊ																9/2		水																				9/2		水

		9/3		木		ｊ																9/3		木																				9/3		木

		9/4		金		ｊ																9/4		金																				9/4		金

		9/5		土		ｊ																9/5		土												ｊ								9/5		土

		9/6		日		ｊ		ｊ														9/6		日																				9/6		日

		9/7		月		ｊ																9/7		月														満						9/7		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		紅葉		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/8		火		ｊ		ｊ														9/8		火																				9/8		火

		9/9		水		ｊ		ｊ														9/9		水																				9/9		水

		9/10		木		ｊ		ｊ				ｊ										9/10		木										ｊ						ｊ		ｊ		9/10		木

		9/11		金		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/11		金				ｊ																9/11		金

		9/12		土		ｊ		ｊ														9/12		土										ｊ										9/12		土

		9/13		日		ｊ				ｊ												9/13		日																				9/13		日

		9/14		月		ｊ																9/14		月								ｊ												9/14		月

		9/15		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/15		火																				9/15		火

		9/16		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/16		水		ｊ																		9/16		水

		9/17		木		ｊ		ｊ														9/17		木								ｊ		ｊ		ｊ								9/17		木

		9/18		金		ｊ														ｊ		9/18		金				ｊ																9/18		金

		9/19		土		ｊ		ｊ		ｊ												9/19		土										ｊ										9/19		土

		9/20		日		満 *要確認		満 *要確認		満 *要確認												9/20		日								ｊ		ｊ										9/20		日

		9/21		月		満 *要確認		満 *要確認		ｊ												9/21		月																				9/21		月

		9/22		火		満 *要確認				ｊ										ｊ		9/22		火										ｊ		ｊ				ｊ				9/22		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		紅葉		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		9/23		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/23		水																				9/23		水

		9/24		木		ｊ		ｊ														9/24		木																				9/24		木

		9/25		金		ｊ		ｊ		ｊ												9/25		金														ｊ						9/25		金

		9/26		土		ｊ		ｊ		ｊ												9/26		土																				9/26		土

		9/27		日		ｊ																9/27		日								ｊ		ｊ										9/27		日

		9/28		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/28		月																				9/28		月

		9/29		火		ｊ		ｊ		ｊ												9/29		火												ｊ								9/29		火

		9/30		水		ｊ				ｊ										ｊ		9/30		水																				9/30		水

		10/1		木		ｊ		ｊ														10/1		木																				10/1		木

		10/2		金		ｊ										ｊ		ｊ				10/2		金																ｊ				10/2		金

		10/3		土		ｊ												ｊ		ｊ		10/3		土														ｊ						10/3		土

		10/4		日		ｊ				ｊ												10/4		日																				10/4		日

		10/5		月		ｊ																10/5		月		ｊ																		10/5		月

		10/6		火																		10/6		火																				10/6		火

		10/7		水		ｊ																10/7		水																				10/7		水

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		紅葉		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/8		木		ｊ		ｊ		ｊ												10/8		木																ｊ				10/8		木

		10/9		金		ｊ		ｊ				ｊ						ｊ				10/9		金																				10/9		金

		10/10		土		ｊ		ｊ										ｊ		ｊ		10/10		土												ｊ								10/10		土

		10/11		日		ｊ																10/11		日																				10/11		日

		10/12		月		ｊ		ｊ										ｊ				10/12		月														満						10/12		月

		10/13		火		ｊ												ｊ				10/13		火																				10/13		火

		10/14		水		ｊ																10/14		水														ｊ						10/14		水

		10/15		木		ｊ				ｊ												10/15		木																ｊ		ｊ		10/15		木

		10/16		金		ｊ												ｊ				10/16		金		ｊ																		10/16		金

		10/17		土		ｊ																10/17		土																				10/17		土

		10/18		日		ｊ				ｊ								ｊ				10/18		日																				10/18		日

		10/19		月																		10/19		月																				10/19		月

		10/20		火		ｊ																10/20		火																				10/20		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		アン人形作り		パッチワーク		紅葉		乗馬ツアー		日付		曜日		灯台ツアー		PEI西部ツアー		PEI東部ツアー		ダルベイサンセット		マシュウの馬車		ウォーキングツアー		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス～PEI移動		日付		曜日

		10/21		水														ｊ				10/21		水																				10/21		水

		10/22		木																		10/22		木																				10/22		木

		10/23		金		ｊ																10/23		金																				10/23		金

		10/24		土		ｊ																10/24		土																				10/24		土

		10/25		日						△												10/25		日																				10/25		日

		10/26		月																		10/26		月																				10/26		月

		10/27		火		ｊ																10/27		火																				10/27		火

		10/28		水		ｊ																10/28		水																				10/28		水

		10/29		木		ｊ																10/29		木																				10/29		木

		10/30		金																		10/30		金																				10/30		金

		10/31		土						△												10/31		土																				10/31		土

		11/1		日																		11/1		日																				11/1		日

		11/2		月																		11/2		月																				11/2		月

		11/3		火																		11/3		火																				11/3		火

		11/4		水																		11/4		水																				11/4		水

		11/5		木																		11/5		木																				11/5		木

		11/6		金																		11/6		金																				11/6		金

		11/7		土																		11/7		土																				11/7		土

		日付		曜日		冬のアンツアー

		11/8		日

		11/9		月

		11/10		火























						△
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						　　オプショナルツアー催行状況										7/6/20 11:02 AM				現在(できるだけオンタイムに更新してまいります！）



						　　　下記にはすでに催行決定済み（ｊ）、またはお一人様が仮予約で他のお客様を募集中（r）という状況を記載しております。

						　　　すでに催行決定済み（ｊ）のツアーは、一人旅の方でもすぐに予約ができるので安心です。

						　　　まだ何も印がついていないツアーは2名以上のご参加で催行が可能ですが、お一人様でも仮予約をして、他のお客様の参加をお待ちいただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

						　　　尚、下記グレーの日付けはツアーの設定がない日を表しますが、天候などの状況によって変更となることもありますので、予めご了承ください。

						　　　お問い合わせは　info@peiselecttours.ca , まで、またはお電話で 1-902-963-4000まで、いずれも日本語でお気軽にどうぞ。



		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		4/18		金		ｊ(冬)																4/18		金																						4/18		金

		4/19		土																		4/19		土																						4/19		土

		4/20		日																		4/20		日																						4/20		日

		4/21		月																		4/21		月																						4/21		月

		4/22		火		ｊ(冬)																4/22		火																						4/22		火

		4/23		水																		4/23		水																						4/23		水

		4/24		木																		4/24		木																						4/24		木

		4/25		金		ｊ(冬)																4/25		金																						4/25		金

		4/26		土																		4/26		土																						4/26		土

		4/27		日																		4/27		日																						4/27		日

		4/28		月																		4/28		月																						4/28		月

		4/29		火																		4/29		火																						4/29		火

		4/30		水		ｊ(冬)																4/30		水																						4/30		水

		5/1		木		ｊ																5/1		木																						5/1		木

		5/2		金		ｊ				ｊ				ｊ								5/2		金																						5/2		金

		5/3		土		ｊ				ｊ												5/3		土										ｊ												5/3		土

		5/4		日		ｊ				ｊ												5/4		日																						5/4		日

		5/5		月		ｊ				ｊ				ｊ								5/5		月												ｊ(アン人形)										5/5		月

		5/6		火		ｊ																5/6		火																						5/6		火

		5/7		水		ｊ																5/7		水																						5/7		水

		5/8		木																		5/8		木																						5/8		木

		5/9		金																		5/9		金																						5/9		金

		5/10		土		ｊ																5/10		土																						5/10		土

		5/11		日		ｊ																5/11		日																						5/11		日

		5/12		月																		5/12		月																						5/12		月

		5/13		火		ｊ																5/13		火																						5/13		火

		5/14		水																		5/14		水																						5/14		水

		5/15		木		ｊ																5/15		木																				ｊ		5/15		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		5/16		金		ｊ																5/16		金																						5/16		金

		5/17		土						ｊ												5/17		土																						5/17		土

		5/18		日		ｊ																5/18		日																						5/18		日

		5/19		月		ｊ																5/19		月																						5/19		月

		5/20		火		ｊ																5/20		火																ｊ						5/20		火

		5/21		水		ｊ																5/21		水																				ｊ		5/21		水

		5/22		木		ｊ																5/22		木																						5/22		木

		5/23		金		ｊ																5/23		金																						5/23		金

		5/24		土		ｊ		ｊ														5/24		土																						5/24		土

		5/25		日		ｊ		ｊ														5/25		日																						5/25		日

		5/26		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										5/26		月												ｊ(キルト)										5/26		月

		5/27		火		ｊ																5/27		火																						5/27		火

		5/28		水		ｊ																5/28		水																						5/28		水

		5/29		木		ｊ				ｊ												5/29		木																						5/29		木

		5/30		金		ｊ								ｊ								5/30		金																						5/30		金

		5/31		土		ｊ				ｊ												5/31		土																						5/31		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		6/1		日		ｊ		ｊ														6/1		日																						6/1		日

		6/2		月		ｊ						ｊ										6/2		月						ｊ																6/2		月

		6/3		火		ｊ								ｊ								6/3		火																						6/3		火

		6/4		水		ｊ				ｊ		ｊ				ｊ		ｊ				6/4		水												ｊ										6/4		水

		6/5		木		ｊ				ｊ		ｊ										6/5		木																						6/5		木

		6/6		金		ｊ		ｊ														6/6		金																						6/6		金

		6/7		土				ｊ		ｊ		ｊ						ｊ				6/7		土										ｊ						ｊ						6/7		土

		6/8		日		ｊ																6/8		日																						6/8		日

		6/9		月		ｊ		ｊ														6/9		月																						6/9		月

		6/10		火		ｊ		ｊ														6/10		火								ｊ														6/10		火

		6/11		水		ｊ		ｊ								ｊ				ｊ		6/11		水																						6/11		水

		6/12		木		ｊ				ｊ		ｊ						ｊ				6/12		木						ｊ																6/12		木

		6/13		金		ｊ		ｊ				ｊ										6/13		金																						6/13		金

		6/14		土		ｊ				ｊ												6/14		土																						6/14		土

		6/15		日		ｊ												ｊ				6/15		日						ｊ														ｊ		6/15		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		6/16		月		ｊ		ｊ														6/16		月																						6/16		月

		6/17		火		ｊ		ｊ				ｊ										6/17		火																ｊ						6/17		火

		6/18		水				ｊ														6/18		水								ｊ												ｊ		6/18		水

		6/19		木		ｊ								ｊ								6/19		木																						6/19		木

		6/20		金		ｊ				ｊ		ｊ								ｊ		6/20		金																						6/20		金

		6/21		土		ｊ		ｊ								ｊ						6/21		土																						6/21		土

		6/22		日		ｊ		ｊ		ｊ												6/22		日		ｊ																				6/22		日

		6/23		月		ｊ														ｊ		6/23		月														ｊ								6/23		月

		6/24		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										6/24		火				ｊ		ｊ										ｊ						6/24		火

		6/25		水		ｊ				ｊ		ｊ		ｊ								6/25		水						ｊ																6/25		水

		6/26		木		ｊ		ｊ														6/26		木				ｊ																		6/26		木

		6/27		金		ｊ		ｊ														6/27		金																						6/27		金

		6/28		土		ｊ				ｊ		ｊ										6/28		土																						6/28		土

		6/29		日		ｊ				ｊ		ｊ						ｊ				6/29		日																						6/29		日

		6/30		月		ｊ												ｊ				6/30		月																						6/30		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		7/1		火		ｊ				ｊ												7/1		火		ｊ														ｊ						7/1		火

		7/2		水		ｊ				ｊ		ｊ		ｊ								7/2		水										ｊ						ｊ		ｊ		ｊ		7/2		水

		7/3		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ				7/3		木								ｊ														7/3		木

		7/4		金		ｊ																7/4		金																						7/4		金

		7/5		土		ｊ																7/5		土																ｊ						7/5		土

		7/6		日		ｊ		ｊ														7/6		日																						7/6		日

		7/7		月		ｊ		ｊ								ｊ						7/7		月																						7/7		月

		7/8		火		ｊ												ｊ				7/8		火		ｊ				ｊ																7/8		火

		7/9		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										7/9		水				ｊ																		7/9		水

		7/10		木		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										7/10		木				ｊ		ｊ																7/10		木

		7/11		金		ｊ				ｊ		ｊ										7/11		金																						7/11		金

		7/12		土		ｊ				ｊ		ｊ										7/12		土																ｊ						7/12		土

		7/13		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										7/13		日																		ｊ		ｊ		7/13		日

		7/14		月		ｊ		ｊ														7/14		月																						7/14		月

		7/15		火		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ		7/15		火																						7/15		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		7/16		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ				7/16		水																						7/16		水

		7/17		木		ｊ										ｊ						7/17		木				ｊ		ｊ																7/17		木

		7/18		金		ｊ		ｊ		ｊ												7/18		金																		ｊ		ｊ		7/18		金

		7/19		土		ｊ		ｊ								ｊ		ｊ				7/19		土																						7/19		土

		7/20		日		ｊ				ｊ												7/20		日						ｊ満席																7/20		日

		7/21		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ				7/21		月																						7/21		月

		7/22		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										7/22		火						ｊ																7/22		火

		7/23		水		ｊ		ｊ														7/23		水		ｊ																				7/23		水

		7/24		木		ｊ		ｊ														7/24		木																ｊ						7/24		木

		7/25		金		ｊ										ｊ						7/25		金																						7/25		金

		7/26		土		ｊ		ｊ		ｊ												7/26		土						ｊ																7/26		土

		7/27		日		ｊ						ｊ										7/27		日																						7/27		日

		7/28		月		ｊ				ｊ												7/28		月																						7/28		月

		7/29		火		ｊ						ｊ										7/29		火																ｊ						7/29		火

		7/30		水		ｊ		ｊ														7/30		水																						7/30		水

		7/31		木		ｊ		ｊ		ｊ												7/31		木		ｊ														ｊ						7/31		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		8/1		金		ｊ																8/1		金																						8/1		金

		8/2		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										8/2		土																ｊ						8/2		土

		8/3		日		ｊ																8/3		日																						8/3		日

		8/4		月		ｊ																8/4		月																		ｊ		ｊ		8/4		月

		8/5		火		ｊ		ｊ				ｊ										8/5		火																						8/5		火

		8/6		水		ｊ		ｊ		ｊ						ｊ						8/6		水										ｊ												8/6		水

		8/7		木		ｊ				ｊ		ｊ										8/7		木				ｊ												ｊ						8/7		木

		8/8		金		ｊ		ｊ														8/8		金																		ｊ		ｊ		8/8		金

		8/9		土		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ								8/9		土																						8/9		土

		8/10		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										8/10		日		ｊ																				8/10		日

		8/11		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ						8/11		月						ｊ																8/11		月

		8/12		火		ｊ(満席)		ｊ		ｊ		ｊ										8/12		火						ｊ										ｊ						8/12		火

		8/13		水		ｊ		ｊ				ｊ										8/13		水						ｊ												ｊ		ｊ		8/13		水

		8/14		木		ｊ		ｊ														8/14		木																						8/14		木

		8/15		金		ｊ																8/15		金																ｊ						8/15		金

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		8/16		土		ｊ				ｊ												8/16		土																						8/16		土

		8/17		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										8/17		日																						8/17		日

		8/18		月		ｊ				ｊ		ｊ										8/18		月								ｊ				ｊ(アン人形)										8/18		月

		8/19		火		ｊ		ｊ														8/19		火																ｊ						8/19		火

		8/20		水		ｊ		ｊ		ｊ										ｊ		8/20		水																						8/20		水

		8/21		木		ｊ		ｊ														8/21		木						ｊ																8/21		木

		8/22		金		ｊ		ｊ								ｊ						8/22		金																						8/22		金

		8/23		土		ｊ		ｊ				ｊ										8/23		土																						8/23		土

		8/24		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ				ｊ						8/24		日																						8/24		日

		8/25		月		ｊ				ｊ		ｊ										8/25		月																						8/25		月

		8/26		火		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										8/26		火																ｊ						8/26		火

		8/27		水		ｊ		ｊ														8/27		水																				ｊ		8/27		水

		8/28		木		ｊ										ｊ						8/28		木																						8/28		木

		8/29		金		ｊ		ｊ														8/29		金																						8/29		金

		8/30		土		ｊ		ｊ														8/30		土																						8/30		土

		8/31		日		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										8/31		日																						8/31		日

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		9/1		月		ｊ														ｊ		9/1		月																						9/1		月

		9/2		火		ｊ																9/2		火																						9/2		火

		9/3		水		ｊ						ｊ										9/3		水																						9/3		水

		9/4		木		ｊ		ｊ														9/4		木																ｊ						9/4		木

		9/5		金		ｊ		ｊ		ｊ												9/5		金				ｊ																ｊ		9/5		金

		9/6		土		ｊ				ｊ		ｊ				ｊ						9/6		土										ｊ												9/6		土

		9/7		日		ｊ		ｊ														9/7		日																						9/7		日

		9/8		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/8		月				ｊ		ｊ						ｊ(キルト)				ｊ						9/8		月

		9/9		火		ｊ		ｊ		ｊ												9/9		火																						9/9		火

		9/10		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/10		水						ｊ																9/10		水

		9/11		木		ｊ																9/11		木		ｊ		ｊ																		9/11		木

		9/12		金		ｊ				ｊ										ｊ		9/12		金						ｊ																9/12		金

		9/13		土		ｊ		ｊ														9/13		土										ｊ												9/13		土

		9/14		日		ｊ		ｊ		ｊ												9/14		日																						9/14		日

		9/15		月		ｊ		ｊ														9/15		月																						9/15		月

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		9/16		火		ｊ		ｊ		ｊ				ｊ								9/16		火																ｊ						9/16		火

		9/17		水		ｊ		ｊ				ｊ										9/17		水																						9/17		水

		9/18		木		ｊ				ｊ												9/18		木																						9/18		木

		9/19		金		ｊ																9/19		金																						9/19		金

		9/20		土		ｊ		ｊ														9/20		土																						9/20		土

		9/21		日		ｊ		ｊ														9/21		日																						9/21		日

		9/22		月		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/22		月																						9/22		月

		9/23		火		ｊ		ｊ														9/23		火																ｊ						9/23		火

		9/24		水		ｊ		ｊ		ｊ		ｊ										9/24		水																				ｊ		9/24		水

		9/25		木		ｊ		ｊ								ｊ						9/25		木		ｊ																				9/25		木

		9/26		金		ｊ		ｊ						ｊ								9/26		金																						9/26		金

		9/27		土		ｊ				ｊ		ｊ										9/27		土																						9/27		土

		9/28		日		ｊ																9/28		日		ｊ																				9/28		日

		9/29		月		ｊ				ｊ		ｊ										9/29		月																						9/29		月

		9/30		火		ｊ																9/30		火																						9/30		火

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		10/1		水		ｊ										ｊ						10/1		水																						10/1		水

		10/2		木		ｊ																10/2		木																						10/2		木

		10/3		金		ｊ																10/3		金																						10/3		金

		10/4		土		ｊ		ｊ														10/4		土																						10/4		土

		10/5		日		ｊ		ｊ		ｊ								ｊ				10/5		日																						10/5		日

		10/6		月		ｊ												ｊ				10/6		月												ｊ(キルト)						ｊ		ｊ		10/6		月

		10/7		火		ｊ								ｊ								10/7		火																						10/7		火

		10/8		水		ｊ						ｊ										10/8		水																						10/8		水

		10/9		木		ｊ		ｊ														10/9		木																						10/9		木

		10/10		土		ｊ				ｊ		ｊ						ｊ				10/10		土												ｊ(キルト)										10/10		土

		10/11		日		ｊ		ｊ		ｊ												10/11		日																						10/11		日

		10/12		月		ｊ																10/12		月																						10/12		月

		10/13		火		ｊ		ｊ		ｊ(時間変則)												10/13		火												ｊ(アン人形)						ｊ		ｊ		10/13		火

		10/14		水		ｊ				ｊ		ｊ										10/14		水																ｊ						10/14		水

		10/15		木		ｊ												ｊ				10/15		木								ｊ										ｊ		ｊ		10/15		木

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日

		10/16		金		ｊ								ｊ				ｊ				10/16		金																						10/16		金

		10/17		土		ｊ																10/17		土																						10/17		土

		10/18		日		ｊ				ｊ								ｊ				10/18		日																						10/18		日

		10/19		月		ｊ																10/19		月																						10/19		月

		10/20		火		ｊ																10/20		火																						10/20		火

		10/21		水														ｊ				10/21		水																						10/21		水

		10/22		木																		10/22		木																						10/22		木

		10/23		金		ｊ																10/23		金																						10/23		金

		10/24		土		ｊ																10/24		土																						10/24		土

		10/25		日		ｊ																10/25		日																						10/25		日

		10/26		月																		10/26		月																						10/26		月

		10/27		火		ｊ																10/27		火																						10/27		火

		10/28		水		ｊ																10/28		水																						10/28		水

		10/29		木		ｊ																10/29		木																						10/29		木

		10/30		金																		10/30		金																						10/30		金

		10/31		土																		10/31		土																						10/31		土

		日付		曜日		アンツアー		北海岸		南海岸		オーウェル		灯台ツアー		乗馬ツアー		お花畑/紅葉		エバンジェリン		日付		曜日		ウォーキング		ダルベイ　　　　　　　サンセット		ケープトライオン　マシュウの馬車		家庭訪問		生活体験		クラフト教室		お菓子作り		ルーネンバーグペギーズコーブ		ハリファックス		ハリファックス　　～PEI移動		日付		曜日
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