
フランス （注）教会や礼拝堂の見学が含まれるコースは、ノースリーブやミニスカート、
　  半ズボンなど、肌の露出の多い服装ではご参加いただけません。

秘儀荘も行く!ナポリ、ポンペイ1日観光
（昼食付き）（日本語ガイド付き）

■基本料金（お1人様）：17,400円
　 学生限定（1/25〜3/31催行）料金  ※1（お1人様）：14,900円
■催行日： （12・1月）火・木・土曜日　（2・3月）毎日
　（12/24・26、1/1、ポンペイ遺跡の閉場日は不催行）
■予定時間： （12月〜2月）07:15〜19:15　（3月）07：15〜20：15
■食事：昼食付き（ドリンクは別料金）
■最少催行人員：1名　■集合・解散／ポポロ広場のポポロ門前
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

ヴェスビオ火山の噴火により、一瞬にしてその姿を消してしまったポンペイ。近年の発掘作業により、約2000年前
の街が当時の姿のままで現代に蘇りました。まるでタイムスリップをしたかの様な錯覚を起こすポンペイ遺跡の見
学と、ナポリらしい港の風景をご覧頂きます。ポンペイでは「秘儀荘」へも足を伸ばします。
※1：学生限定料金の対象となる催行日は1/25〜3/31となります。他催行日をご希望の場合は基本料
金となります。※ポンペイ遺跡が閉場する場合は、ツアーを不催行とします。※ポンペイ遺跡内は徒歩
での観光となりますので、歩きやすい服装・靴でご参加ください。※秘儀荘は修復作業等で入場できな
い場合があります。その場合の代案・返金はございません。※交通規制など現地の事情により、ナポリ
市内観光後、港まで徒歩にて移動（15〜20分）し、帰りのお車へとご案内する場合がございます。また、
ナポリでの観光が車窓観光となる場合があります。

カプリ島1日観光
〜幻想的な青の洞窟〜

（昼食付き）（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：22,800円
■催行日：（3月）毎日　■予定時間：07:15〜20:15　
■食事：昼食付き（ドリンクは別料金）　■最少催行人員：1名
■集合・解散／ポポロ広場のポポロ門前
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

世界にその名を誇る有名リゾートのカプリ島。幻想的な色で、人 を々魅了
する青の洞窟だけでなく、カプリ島そのものをご堪能いただけるツアーです！
※海の状態によりナポリ〜カプリ島間の水中翼船が運行されない場合、
代わりにポンペイを見学します。※天候により青の洞窟へ入れない場合
は、①リフトに乗りカプリの景色をご覧いただく、②ボートによるカプリ島の一
部遊覧観光、③ボートに乗って洞窟
の前をご覧いただく（入場なし）①〜
③のいずれかとなります。※フェリー、
モーターボート、手漕ぎボートなどによ
る移動を伴います。動きやすい服装
でご参加ください。※青の洞窟に入
場する小舟の船頭に、お1人1ユー
ロのチップを当日お支払いください。

バチカン美術館 半日観光 （日本語ガイド付き） 
　　　　■基本料金（お1人様）：（午前）（午後）7,000円
　　　　 学生限定（1/25〜3/31催行）料金  ※1（お1人様）：（午後）6,400円
■催行日：日曜日を除く毎日（12/25・26、1/1、2/11、3/19、美術館の閉館日、無料開放日は不催行）
■予定時間：（午前）08:10〜11:10 （午後）14:00〜17:00
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／（午前）地下鉄A線CIPRO駅 （午後）バチカン美術館出口前　解散／バチカン美術館内
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

質量ともに世界屈指の美術館を、日本語ガイドがご案内します。システィーナ礼拝堂をはじめ見どころを効率よく
見学します。事前予約をしていますので一般入場の列にお並びいただく必要はありません。ツアー解散場所は
美術館内ですので、終了後にご自身で数多くの作品をお楽しみいただくことも可能です。※1：学生限定料金の
対象は1/25〜3/31催行の午後観光のみとなります。他催行日及び午前
観光をご希望の場合は基本料金となります。※定員になり次第申込みを締め
切らせていただきます。※ラファエロの間は館内の混雑度など当日の状況に
よってはご案内できない場合があります。※システィーナ礼拝堂内でのガイディ
ングは許可されていないため、礼拝堂入口でご案内後内部は各自でご見学い
ただきます。※バチカン美術館が急遽閉館や閉館時間の変更、宗教行事や
各種イベントにより大規模な交通規制が行われる場合は、ツアーを不催行又
は、出発時間が変更する場合があります。※車椅子をご利用のお客様は美
術館の見学ルートが違う為ご参加できません。

イタリア （注）教会や礼拝堂の見学が含まれるコースは、ノースリーブやミニスカート、
　  半ズボンなど、肌の露出の多い服装ではご参加いただけません。

ピサの斜塔半日観光
（日本語ガイド付き）
（A：斜塔入場付き）（B：フリープラン）

■料金（お1人様）：
　A（午前・午後）：13,400円　B（午後）：9,100円
■催行日：A（午前） 月・水及び12・1月の金曜日（12/25、1/1は不催行）　

A・B（午後）  火・木・金・土・日曜日及び12/25・30、1/1、2/17
（12/6・13・27、1月の金曜日は不催行）

■予定時間：（午前）08：15〜14：15  （午後）14：00〜19：15
■食事：なし
■最少催行人員：A（午前） B（午後）：2名　A（午後）：1名
■集合／
 　A（午前）サンタ・マリア・ノヴェッラ駅大型バス発着場モンテルンゴ広場 

A・B（午後）サンタ・マリア・ノヴェッラ駅構内の薬局前
　解散／
　サンタ・マリア・ノヴェッラ駅大型バス発着場モンテルンゴ広場
■旅行企画・実施：A（午前）：チャオ・フローレンス
　A・B（午後）：マイバス・イタリア（MY BUS ITALY Srl）J

フィレンツェから世界遺産ピサへ、半日観光で訪れます。
※A：斜塔入場の際セキュリティチェックがあります。内部に持ち込み可能なも
のは必要最低限の貴重品となりますので、手荷物は入場前に荷物預かり所に
てお預けください。※A：ピサの斜塔が急遽閉館した場合は、当日現地にて代
替箇所をご案内します。※A（午前）：他言語ツアーとの混乗となる場合がござ
います。※B：フリープランをご選択の場合は斜塔には入場いたしません。教会
を訪問される場合は、半ズボンやノースリーブ等はご遠慮ください。※取消及
び変更の場合は、日本ご出発の4日前から100%の取消料が必要です。

やっぱりイタリア定番
カンツォーネディナー

（夕食付き）（日本語アシスタント付き）
■料金（お1人様）：10,300円
■催行日：月・水・金・土曜日（12/25は不催行）
■予定時間：19:00〜21:00  
■食事：夕食付き（1ドリンク付き）　■最少催行人員：2名
■集合／マイバス社　解散／ご利用レストラン
■旅行・企画実施：マイバス・イタリア（MY BUS ITALY Srl）J

定番だけど一度は聴きたいカンツォーネ！イタリアの陽気な夜に乾杯！
陽気なカンツォーネや有名なオペラの一節など迫力満点の歌声が聴け
るライブショーとディナーがセットになったナイトツアーです。
※ショーは約1時間30分です。※1ドリンクはグラスワイン又はミネラル
ウォーター又はコーヒーとなります。他のお飲み物をご希望の場合は、別
料金となります。レストランへ直接お支払いください。※取消及び変更の
場合は、日本ご出発の4日前から100%の取消料が必要です。

コロッセオ＆真実の口入場！
ローマ満喫午前市内観光

（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：9,700円
■催行日：日曜日を除く毎日（12/25、1/1は不催行）
■予定時間：08:15〜12:35
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／コロッセオ前、コンスタンティヌスの凱旋門前
　解散／ナヴォーナ広場
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

押さえておくべきローマの観光ポイントを日本語ガイドが効率よくご
案内します。コロッセオ（入場）、真実の口（入場）、スペイン広場、トレ
ヴィの泉、パンテオン(外観)、ナヴォーナ広場へご案内。
※コロッセオ入場時は、地上階の一部と2階を見学します。地下およ
び最上階は見学しません。
※コロッセオでは、荷物の持ち込み規制（サイズ等）があります。
※真実の口の入場には長時間お並びいただく場合がございます。
また、寄付として1ユーロ程度を当日その場にて各自お支払いをお願
いしています。
※コロッセオから真実の口まではバスを利用しますが、交通事情によ
り徒歩で移動していただく場合がございます。

ゴンドラセレナーデ乗船券
■料金（お1人様）：6,600円
■催行日：毎日（12/25、1/1は不催行）
■予定時間：15：30
　（乗船時間は約25〜30分）
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合・解散／
　サンタ・マリア・デル・ジリオのゴンドラ乗り場
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

水の都ベニスの観光といえば、
優雅に水上を漂うゴンドラ遊覧
です。水上で揺られながら、情感
豊かな歌声とアコーディオンの音
色に耳を傾けるのは旅情溢れる
ひと時です。
※乗船券のみのサービスです。
※ゴンドラは乗り合いとなります。※
ゴンドラ乗り場までお客様ご自身で
移動していただき、ゴンドラ乗り場で
バウチャーをお渡しください。※悪
天候によりご利用いただけない場
合がございます。※取消及び変更
の場合は、日本ご出発の4日前から
100%の取消料が必要です。 
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『最後の晩餐』予約付き入場券
■料金（お1人様）：4,000円
■催行日：月曜日を除く毎日
　（12/25、1/1は不催行）
■予定時間：08:15〜18:30
　申込み時に午前か午後のご希望をお申し出ください。
■食事：なし ■最少催行人員：1名M

サンタマリアデレグラッツェ教会にあるダビンチの名作“最後の晩餐”の
鑑賞予約付き入場券です。チケットは買い取りの為、お申込み後の取消
及び変更の場合は100%の取消料が必要です。

ウフィッツィ美術館予約付き入場券
■料金（お1人様）：4,000円
■催行日： 月曜日、第1日曜日を除く毎日  

（12/25、1/1は不催行）
■予定時間：08:15〜16：45
　お申込み時に午前か午後のご希望時間をお申し出ください。
■食事：なし　■最少催行人員：1名M

ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」で有名な、ルネッサンス芸術の宝庫、
ウフィッツィ美術館の入場予約付きチケットです。チケットは買い取りの為、
お申込み後の取消及び変更の場合は100%の取消料が必要です。

ミラノ
発
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発

menu （一例）
○前菜盛り合わせ○2種類のプリモ（ほうれん草とリコッタチーズの
ラヴィオリ、アマトリチャーナのパスタ）○トマトソースのミートボー
ルカポナータ（野菜の煮込み）とローストポテトの付け合せ○デザー
ト　※メニューは予告なく変更される場合がございます。

オプショナルツアー共通のご案内
【ご案内とご注意】●本パンフレット掲載のオプショナルツアーは、ツアーごとに明記している現地法人が実施します。各ツアーはそれぞれの旅行企画・実施する者が所在する国（州）または地域の法に準拠して実施するものであり、
当社の旅行条件は適用されません。また、旅行契約は当社らがお客様に予約完了となった旨を通知した時に成立します。●料金には、特に記載のない限り、往復（集合場所から解散場所）の交通費、ガイド料、チップ、税金、入場料およ
び明記された食事代（原則としてお飲み物代はお客様のご負担となります）等が含まれます。食事の記載がない場合は食事代は含まれません。●発着場所がご宿泊のホテル以外の場合、ご宿泊ホテル〜発着場所間の移動はお客様ご
自身で行っていただき、その間の交通費はお客様のご負担となります。ご宿泊ホテルが郊外の場合、オプショナルツアー発着地集合のため早朝にご宿泊ホテルを出発していただく場合があります。●ツアーによっては満員となり、
ご希望の日にお申込みいただけない場合もあります。予めご了承ください。●各オプショナルツアーの利用運輸機関は、それぞれツアー別にご案内している場合を除き、バスまたは小型バスを利用します。また、人数によりセダン、
バンなどになる場合があります。●天候その他の現地事情により内容・予定訪問場所・スケジュール等の変更や中止、またはツアーを中止する場合があります。予めご了承ください。●表示している所要時間、出発・帰着予定時間、集
合・解散場所は現地の交通事情等により変更になる場合があります。明記された時間は各集合場所出発から帰着までを表します。●当パンフレット以外のお客様とご一緒になる場合があります。●博物館、美術館を含むコースは閉
館日には実施しません。●ご参加のオプショナルツアーの出発時間によってはご宿泊ホテルの朝食開始時間により朝食をお取りいただけない場合があります。その場合、朝食代の返金はありません。●オプショナルツアーのみの
お申込みは受付しておりません。
【オプショナルツアー取消料】●変更・取り消しの場合、取消料は次の通りです。日本ご出発の15日前まで…無料　日本ご出発の14日前から4日前まで…料金の30%　日本ご出発の3日前…料金の50%　日本ご出発の2日前以降…料金の100%
※上記基準はツアー旅行企画•実施会社の営業日（土・日・祝祭日を除く）営業時間内のお取り扱いとなりますのでご注意ください。

※各ページ記載のオプショナルツアー表示料金及び諸条件は2019年12月1日〜2020年3月31日までに実施されるオプショナルツアーに適用されます。
　表示料金は大人お1人様の料金となります。4月以降の料金及び諸条件は3月頃に決定いたしますのでお問い合わせください。18日前まで受付 オプショナルツアー充実の！日本出発の

各ツアーに 学割 マークのあるオプショナルツアーは、学生の方限定でお得な料金をご用意しました。
学生限定料金適用条件：日本の大学・短大・専門学校に在籍する学生の方学割

ディズニーランド・パリ1日パス
（往復送迎付き）

■基本料金（お1人様）：14,900円
■催行日：毎日
■予定時間：08:30〜20:00
■食事：なし　
■最少催行人員：2名
■集合・解散／PARIS City Vision社ピラミッドオフィス内
■旅行企画・実施：PARIS CITY VISIONM

パリ市内からディズニーランド・パリへの往復シャトルバスでの移動に加
え、両テーマパーク（ウォルト・ディズニー・スタジオ・パーク、ディズニーラン
ド・パーク）のうちの1つに使えるチケットが付いています。現地にてどち
らか選んでいただきます。
※送迎とディズニーランド・パリの入場チケットのみとなりアシスタント、ガ
イドは同行しません。※パーク内はお客様各自自由行動になります。食
事代は含まれていません。
※ディズニーランド・パリ側に
よる開館・閉館時間などのあ
らゆる変更には責任を負い
かねますので、予めご了承く
ださい。※当日のパーク入
場者数が1日の上限を超え
た場合、第1希望のパーク
に入場できないことがござい
ますので予めご了承くださ
い。※取消及び変更の場
合は、日本ご出発の14日前
から100%の取消し料が必
要です。

ベルサイユ宮殿往復送迎バス
（オリジナルベルサイユマップ付き）

■料金（お1人様）：3,600円
■催行日：火・木・日曜日
■予定時間：08:00〜12:00
■食事：なし　
■最少催行人員：1名
■集合／ ギャラリーラファイエット本館ショセダンタン

角玄関口前
解散／フラゴナール香水美術館※1

■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

手軽で便利！ パリ市内からベルサイユ宮殿への往復送迎バスです。
※1： フラゴナール香水博物館到着後、解散となります。ご希望の方は

博物館へ入場いただけます。
※車内のみ日本語アシスタントが同行いたしますが、ご参加人数により
日本語ドライバーによる案内となる場合がございます。
※ストライキや天候などの事情でツアー出発後に閉館した場合、返金
はありません。※音楽ショーと大噴水ショーが開催される日に庭園の見
学を希望される場合、庭
園の入場料金はお客様
負担(現地払い)となりま
す。※2019年9月現在
ベルサイユ宮殿では大
規模な修復工事が行わ
れています。その為、見
学いただけない部屋・箇
所がある場合もございま
す。※長傘や自撮り棒な
どはお預けが必要となる
場合がございます。
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モンマルトル散策付き！
パリ市内観光午前ツアー

（日本語アシスタント付き）
（A：昼食付き※1）（B：昼食なし）

■料金（お1人様）：
　A（昼食付き）：8,400円　B（昼食なし）：5,900円
■催行日：月・木曜日及び12/29・31、1/1
■予定時間：A：08:45〜13:00　B：08:45〜12:00
■食事：A：昼食（カフェランチ）付き　B：なし
■最少催行人員：1名　■集合・解散／マイバス社
■旅行企画・実施：JTBフランス（JTB France S.A.S）J

パリへ初めていらっしゃった方は、まず市内観光から始められてはいか
がでしょうか。凱旋門、オペラ座など、数あるパリの観光名所の中でも
必見スポットを厳選して効率よくご案内。
※1：昼食レストランにはアシスタントは同行いたしません。グルメクーポ
ンをお渡しいたしますのでツアー終了後、お客様ご自身でレストランへ
ご移動ください。※モンマルトルの丘では、片道はケーブルカーを利用し
ますが、運休の場合は、徒歩にてご案
内となり、ケーブルカー片道分のチケット

（パリ市内地下鉄、バス利用可）をお
渡しします。※サクレクール寺院内での
ガイドの説明はありません。また、ミサ
開催の場合はお静かにご見学願いま
す。閉館の場合は外観のみの見学と
なります。※2019年9月現在、エッフェ
ル塔は塗装工事の為、部分的にシート
で覆われる場合がございます。予めご
了承ください。※取消及び変更の場合
は、日本ご出発の4日前から100%の
取消し料が必要です。

パリ
発

《優先入場》日本語公認ガイドと行く!
ルーブル美術館半日観光

（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：6,700円
■催行日：（午前） 水・土・日曜日及び12/30、1/2・3 

（毎月第1日曜日及び12/25、1/1は不催行）　
　　　　 （午後）月・木・金曜日及び12/28・29
■予定時間：
　（午前）09:00〜11:30　（午後）14:00〜16:30
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／マイバス社　解散／ルーブル美術館内
■旅行企画・実施：JTBフランス（JTB France S.A.S）J

世界に冠たるルーブル美術館は30万点といわれる膨大なコレクショ
ンを集めています。とても1日では見尽くすことができません。本コー
スでは必見の作品である「ミロのビーナス」、「モナリザ」など中心に
鑑賞し、日本語ガイドが丁寧に解説いたします。
※ルーブル美術館の入場券は含まれております。※ルーブル美術館
内には大きな物、長傘など長い物、飲食物は持ち込めません。また、自
撮り棒は禁止されています。※グループ予約入場には見学時間の制
限があります。ルーブル美術館に残ってご見学されたい方は、ご自身で
入場券を購入して再入場していただくことになります。※ルーブル美術
館内では、館外への貸し出しや順次改
装工事が行われている都合上、一部
行程内で記載しております美術品をご
鑑賞いただけない場合がございます。
ご了承ください。※車椅子をご利用の
お客様はご参加いただけません。
※取消及び変更の場合は、日本ご出
発の4日前から100%の取消料が必
要です。

パリ
発

ローマ
発

学割

3月限定

モンサンミッシェル＆ノルマンディーのいなか村ツアー
（日本語アシスタントガイド付き/島内・修道院のオリジナル
マップ付き）

■基本料金（お1人様）：18,600円
 学生限定料金 （お1人様）：16,800円

■催行日：
　（12・1月）火・水・日曜日及び12/23・26〜28・30、1/2〜4（12/4・11・18は不催行）
　（2・3月）毎日
■予定時間：07：10〜20：40
■食事：オムレツの昼食付き　　■最少催行人員：1名
■集合／エミトラベルサポートラウンジ前　解散／集合場所付近（ルーブル界隈）
■旅行企画・実施：エミトラベルパリE

07:10出発→09：40頃ノルマンディー村到着。訪れる村は曜日によって異なります。中世の特徴ある歴史深
い木組みの家がある「ディーブ･シュール･メール村」（12月：日曜日及び12/23・25・27・30、1月：水・日曜日及び
1/3、2月：月・水・日曜日及び2/7・14・21、3月：月・木・日曜日）、「フランスで最も美しい村」協会認定、木組みの家
並みがかわいい「ブブロン村」（12・1月：火曜日及び12/26・28、1/2・4、2月：火・木・土曜日及び2/28、3月：火・土
曜日）、フランス文学と印象派画家ゆかりの村、“家なき子”の作者エクトール・マロの故郷「ラブイユ村」（3月：水・
金曜日）を各自散策。12:40頃 モンサンミッシェル対岸のシャトルバス乗車場所付近に到着。モンサンミッシェル
島内にて自由時間。モンサンミッシェルエリア滞在約３時間を
ご自由にお楽しみください。※12/25、1/1は修道院内の見
学はできません。予めご了承ください。
効率の良い過ごし方を日本語アシスタントがご案内します。
※修道院の入場料は含まれております。※ツアー当日の予
期せぬストライキやその他の諸事情で修道院内の見学がで
きない事がございます。※スーツケース、リュックサックまたは
一辺が40ｃｍを超える大きさの手荷物を持参の場合、修道
院へ入場する事ができません。バスの座席に荷物を置いて
修道院を見学いただく事も可能です（貴重品は自己管理と
なります）。

オムレツの
昼食付き

日帰り夜景 モンサンミッシェルと
ノルマンディ－のいなか村ツアー

（日本語アシスタントガイド付き/
島内・修道院のオリジナルマップ付き）

 ホテル送迎なしプラン 
■基本料金（お1人様）：19,200円　 学生限定料金 （お1人様）：17,200円
 ホテル送迎付きプラン 
■基本料金（お1人様）：21,400円　 学生限定料金 （お1人様）：19,400円
■催行日：（12・1月）火・木・土・日曜日及び12/23・25・27・30、1/1・3（12/24・31は不催行）
　　　　 （2・3月）毎日（3/29〜31は不催行）
■予定時間：09:40〜24:30頃　■食事：オムレツの夕食付き　■最少催行人員：1名
■集合／エミトラベルサポートラウンジ前
　解散／ホテル送迎なしプラン：エミトラベルサポートラウンジ最寄りのタクシー乗り場付近
　　　　ホテル送迎付きプラン：お泊まりのホテル又は付近（パリ市内限定）
■旅行企画・実施：エミトラベルパリE

09：40出発→昼頃ノルマンディー村到着。訪れる村は曜日によって異なります。「フランスで最も美しい村」協会認定、木組みの家並
みがかわいい「ブブロン村」（12・1月：火・土曜日及び12/27、2月：火・金・土曜日、3月：月・火・土曜日）、中世の特徴ある歴史深い木組
みの家がある「ディーブ・シュール・メール村」（12・1月：木・日曜日及び12/23・25・30、1/1・3、2月：月・水・木・日曜日、3月：水・木・金・日曜
日）を各自で散策とランチタイム後、モンサンミッシェルへ。到着後モンサンミッシェル島内にて約3時間自由見学。日中・夕日・夜の姿を
ご観賞ください。※12/25、1/1は修道院内の見学はできません。予めご了承ください。効率の良い過ごし方を日本語アシスタントガ
イドがご案内いたします。※修道院の入場料は含まれております。※ツアー当日の予期せぬストライキやその他の諸事情で修道院
内の見学ができない事がございます。※スーツケース、リュックサックまたは一辺が40ｃｍを超える大きさの手荷物を持参の場合、
修道院へ入場する事ができません。バスの座席に荷物を置いて修道院を見学いただく事も可能です（貴重品は自己管理となり
ます）。※日の入り時刻が遅くなるにつれツアー終了予定時間が遅くなる場合がございます。予めご了承ください。※「ホテル送迎付
きプラン」の方はお送り先はパリ市内のホテルに限ります。その他のエリアの方は集合場所近くのタクシー乗り場周辺で解散となり
ます。また、バスが進入できない小さな通りや、バス進入禁止区域のホテルにご宿泊の場合は、ホテル付近までのお送りとな
ります。予めご了承ください。※お送り先の場所や現地交通事情等により、お送りに多少時間がかかる場合もございます。

パリの夜景
イルミネーションツアー

（日本語アシスタントガイド付き）（送迎付き）
■基本料金（お1人様）：5,600円
　 学生限定料金 （お1人様）：4,800円
■催行日：
　（12・1月）火・木・土曜日及び12/22・25・27・29・30、1/1・3
　（2・3月）火・木・土・日曜日
■予定時間：22：00〜23：30頃
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／エミトラベルサポートラウンジ前
　解散／お泊まりのホテル又は付近（パリ市内限定）
■旅行企画・実施：エミトラベルパリE

パリの主要スポットの夜景をバスに乗って日本語アシスタントガイドがご案内
します。22時出発なので夜の時間を有効活用できるのがうれしい。エッフェ
ル塔はダイヤモンドフラッシュの時間に合わせて写真タイムもあり！ツアー
終了後はパリ市内に滞在のお客様を宿泊先までお送りいたします。
※エッフェル塔のダイヤモンドフラッシュは、停電など予期せぬ事情によりま
れに行われないことがございます。予めご了承ください。※お送り先はパリ
市内のホテルに限ります。その他のエリアの方は集合場所近くのタクシー
乗り場周辺で解散となります。また、
バスが進入できない小さな通りや、
バス進入禁止区域のホテルにご宿
泊の場合は、ホテル付近までのお
送りとなります。予めご了承くださ
い。※お送り先の場所や現地交通
事情等により、お送りに多少時間が
かかる場合もございます。

パリ
発

学割

ベルサイユ宮殿＆
朝市マルシェツアー

（日本語アシスタントガイド付き※1）
■基本料金（お1人様）：6,600円

 学生限定料金 （お1人様）：5,800円
■催行日：
　（12・1月） 火・水・金・日曜日及び12/26・28、1/2・4

（12/25、1/1は不催行）
　（2・3月）月曜日を除く毎日
■予定時間：08：00〜13：00頃
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／エミトラベルサポートラウンジ前
　解散／オペラ座界隈
■旅行企画・実施：エミトラベルパリE

世界遺産ベルサイユ宮殿と併せて、パリジャンの日常生活マルシェ（朝
市）での買い物が同時に体験できる半日ワクワク満喫プランです。フラ
ンス語プチ会話帳マルシェ編を事前にお渡しします。マルシェでの会
話テクニックや、買い物の仕方、ポイントなどマルシェのマメ知識を日本
語アシスタントガイドが説明をいたします。
※1：ベルサイユ宮殿内は、アシスタントガイドは同行いたしません。日本語
オーディオガイドと宮殿内マップにて、各自ご見学ください（約2時間弱）。
宮殿側の事情により毎月第1日曜日はオーディオガイドが利用できません
ので予めご了承ください。※ツアーにはベルサイユ宮殿入場チケットが
含まれています。※宮殿内庭園の入場はツアー代に含まれておりませ
んので自由時間内に見学をされる方は庭園入場の際に各自にてご購
入ください。※2019年9月現在ベルサイユ宮殿では大規模な修復工
事が行われています。その為、見学いただけない部屋・箇所がある場合
もございます。※長傘や自撮り棒などはお預けが必要となる場合がござ
います。※ツアー中立ち寄るマルシェは、冬季（年始）およびフランスの
学期休み等の間、多くの店が閉店していることがございます。事前に各
店の休暇状況を把握することはできかねますので予めご了承ください。

パリ
発

パリ
発

パリ
発

学割

学割 学割

ローマ
発

学割

オムレツの
夕食付き

マルタ （注）教会や礼拝堂の見学が含まれるコースは、ノースリーブやミニスカート、
　  半ズボンなど、肌の露出の多い服装ではご参加いただけません。スペイン （注）教会や礼拝堂の見学が含まれるコースは、ノースリーブやミニスカート、

　  半ズボンなど、肌の露出の多い服装ではご参加いただけません。

イギリス （注）教会や礼拝堂の見学が含まれるコースは、ノースリーブやミニスカート、
　  半ズボンなど、肌の露出の多い服装ではご参加いただけません。

ドイツ・チェコ・オーストリア・ハンガリー・ポルトガル・ドバイ （注）教会や礼拝堂の見学が含まれるコースは、ノースリーブやミニスカート、
　  半ズボンなど、肌の露出の多い服装ではご参加いただけません。

フラメンコショー 
（PALACIO DEL FLAMENCO）
（A：ディナー付き）（B：ドリンク付き）

■基本料金（お1人様）：A：7,600円 B：5,000円
　 学生限定（1/25〜3/31催行）料金  ※1（お1人様）：

A：5,900円 B：3,300円
■催行日：毎日（12/24・31は不催行）
■ 予定時間：    

A：18：00〜19：30、20：00〜21：30、22：00〜23：30 
B：18：30〜19：30、20：30〜21：30、22：30〜23：30

■食事：A：夕食付き（1ドリンク付き）　B：なし（1ドリンク付き）　
■最少催行人員：1名　■集合・解散／PALACIO DEL FLAMENCO
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

カサ・ミラ近くのタブラオ。今までのフラメンコの枠を越えた、斬新かつモダンなショー
をお楽しみいただけます。※1：学生限定料金の対象となる催行日は1/25〜3/31
となります。他催行日をご希望の場合は基本料金となります。※各自でご利用いた
だくクーポンのみのサービスとなります。送迎は含まれておりません。予約時間まで
に余裕をもってレストランにお越しください。レストラン側の事情により開始（予約）時
間が変更になる場合があります。※ツアーに含まれているお飲み物以外の他のお
飲み物をご希望の場合は、別料金です。レストランへ直接お支払いください。

サグラダ・ファミリア入場！バルセロナ午前観光
（日本語ガイド付き）（A:エレベーター付き）（B:エレベーターなし）

■基本料金（お1人様）：A：9,000円　B：7,700円
　 学生限定（1/25〜3/31催行）料金  ※1（お1人様）：B：5,200円
■催行日：毎日
　（2/24〜27、サグラダ・ファミリアの入場不可日を除く）
■予定時間：A：09:30〜13：00 B：09:30〜12:00　
■食事：なし　
■最少催行人員：1名　
■集合／バルセロナ凱旋門（Arc de Triomf）アーチ下
　解散／サグラダ・ファミリア教会内
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

モンセラット午後観光
（日本語ガイド付き）

■基本料金（お1人様）：7,700円
　 学生限定（1/25〜3/31催行）料金  ※1（お1人様）：5,200円
■催行日：月・水・金・日曜日（2/24〜27は不催行）
■予定時間：14:30〜18:30
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／バルセロナ凱旋門（Arc de Triomf）アーチ下　
　解散／カタルーニャ広場
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

「のこぎり山」の異名を持つ不思議な岩山、サグラダ・ファミリアのモデルとも
言われるモンセラットを訪れます。
※1：学生限定料金の対象となる催行日は
1/25〜3/31となります。他催行日をご希
望の場合は基本料金となります。
※登山鉄道・ロープーウェイは行程に含ま
れません。※修道院内はガイディングが禁
止されていますので、入場前に内部の説明
をします。※「黒いマリア像」は混雑状況に
より離れた場所からご覧いただく場合もござ
います。

トレド午後観光
（日本語ガイド付き）

■基本料金（お1人様）：7,900円
　 学生限定（1/25〜3/31催行）料金  ※1（お1人様）：5,400円
■催行日：毎日（12/25は不催行）
■予定時間：15:00〜19:30
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／[みゅう]デスク（ホテル・フロリダ・ノルテ内）
　解散／プリンセサ通り周辺
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

「もし1日しかスペインに居れないのなら、迷わずトレドへ行け」と言われた街。トレド
の街を一望できる展望台からはすばらしい眺めをご堪能ください。街の象徴・大
聖堂にも入場します。
※1：学生限定料金の対象となる催行日は1/25〜3/31となります。他催行日をご
希望の場合は基本料金となります。※交通規制
により展望台へ近づくことができない場合は展望
台での下車はいたしません。また、天候により景
色が見えない場合があります。※トレドの街はバス
が進入できないため約2時間の徒歩観光となりま
す。歩きやすい靴でのご参加をおすすめします。

ミュージカル＆
プレシアターディナーセット

■料金（お1人様）：〈オペラ座の怪人、ウィキッド〉14,300円
　　　　　　　  　　　　　　〈マンマ・ミーア〉16,300円
　　　　　　　  　　　　　　〈ライオンキング〉19,900円
■催行日： 〈ライオンキング以外演目〉月・火・水・木曜日　〈ライオンキング〉火・水・木曜日
 （全演目：ハーフタイムホリデー（2月3週目）、クリスマス、年末年始は不催行）
■予定時間：18:00〜22:30　■食事：夕食付き（ドリンクは別料金）　
■最少催行人員：1名
■集合／夕食レストラン　解散／劇場　■旅行・企画実施：ENCORE TICKETSM

本場の人気ミュージカルと2コースディナーがついた充実のセット。ミュージカルファンなら一度は観てみたいロンドン・ウエストエンドのパフォーマンスをお楽しみください。
※予約可能曜日・期間でも満席などによりお申込みいただけない場合があります。※ミュージカル公演は夜の部となります。※演目と夕食の組み合わせは変更となる場合がありますのでご了承ください。
※演目により開演・閉演時間が異なります。※開演後の入場は原則として認められておりません。前半公演部分が終了するまで客席最後部の立見観劇になることもありますので、開演時間までにご着席ください。
※お申込み後の取消及び変更の場合は100％の取消料が必要です。

ロンドンならでは！
バッキンガム宮殿・パブにも立ち寄る
ロンドン午前観光

（日本語アシスタント付き）
■料金（お1人様）：3,600円
■催行日：月・水・金曜日（12/25、1/1は不催行） 
■予定時間：09:45〜11:45
■食事：なし ■最少催行人員：2名
■集合／地下鉄ウエストミンスター駅改札口前
　解散／ビクトリア駅周辺のパブ
■旅行企画・実施：JTB Europe Ltd T/A MybusJ

初めてのロンドンにはおすすめ！ロンドン観光で人気の国会議事堂、ウ
エストミンスター宮殿やバッキンガム宮殿、バッキンガム宮殿の衛兵交
代の観光に加え、ロンドンならではのおしゃれスーパーやパブにも立寄
れる午前観光ツアー。地元で人気の食材やお土産にもできるおすす
め品、スーパーの買い物の仕方や、パブでの注文方法など、観光中に
お教えします。※パブでのお飲み物代は含まれません。※天候や王室
行事等により衛兵交代式が行われない場合がございます。その場合は
バッキンガム宮殿のショップへご案内いたします。※国会議事堂は現在
改修工事中で足場が組まれている部分があり、外観観光･写真撮影に
影響があります。予めご了
承ください。※徒歩観光とな
りますので歩きやすい靴で
のご参加をおすすめします。
※取消及び変更の場合
は、日本ご出発の4日前から
100％の取消料が必要で
す。

憧れのコッツウォルズ
ハイライト周遊1日観光

（日本語アシスタント付き※1）
■基本料金（お1人様）：8,400円
　 学生限定（1/25〜3/31催行）料金  ※2（お1人様）：7,600円
■催行日：毎日（12/25・26、1/1は不催行）
■予定時間：08：40〜18：50
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
　解散／ビクトリア駅周辺
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

厳選したコッツウォルズの美しい4つの村を訪れる大人気ツアーです。
アンティークショップが軒を連ねるバーフォード、画家ウィリアム・モリス
が「英国で最も美しい村」と称えた静かな村バイブリー、村の中心に
ウィンドラッシュ川が流れる「コッツウォルズのベニス」ボートン・オン・ザ・
ウォーター、マーケットタウンとして古い歴史を持つストウ・オン・ザ・ウォル
ドを巡ります。まさに「ベスト・オブ・コッツウォルズ」と呼ぶにふさわしい
珠玉の村 を々訪問します。
※1：曜日により日本語に加えて他言語での案内を行う場合がありま
す。※2：学生限定料金の対象
となる催行日は1/25〜3/31
となります。他催行日をご希望
の場合は基本料金となります。
※他言語のお客様とご一緒に
なる場合があります。※訪問す
る各村のトイレは有料（約20ペ
ンス）となります。小銭をお持ち
いただく事をお勧めいたします。

ロンドン
発

ロンドン
発

■スケジュール
（18:00頃）指定レストランにて夕食
（18:55頃）劇場へ各自、徒歩にて移動
（19:30頃）ミュージカル開演
（22:30頃）ミュージカル終了
※開演、終了時間は演目により前後します。

■演目一覧
演目 劇場 レストラン

オペラ座の怪人 ハー・マジェスティーズ劇場 Planet Hollywood（アメリカ料理）
ウィキッド アポロヴィクトリア劇場 Prezzo Victoria（イタリア料理）

マンマ・ミーア ノヴェロ劇場 Homage at the Waldorf（イギリス料理）
ライオンキング ライセウム劇場 Tuttons（イギリス料理）

コッツウォルズタワーブリッジ

ワーナー ブラザーズ・スタジオ ツアーロンドン
“ザ・メイキング・オブハリーポッター”

■料金（お1人様）： 〈12・1月〉13,400円   
〈2・3月〉14,000円

■催行日：毎日（12/25・26、1/27〜31は不催行）
　予約状況により早期受付終了になる場合があります。
■予定時間：

■食事：なし　
■最少催行人員：1名
■集合／ゴールデンツアーズ・オフィス前
　解散／地下鉄ビクトリア駅周辺
■旅行企画・実施：ゴールデンツアーズ社J

あの「ハリー・ポッター映画シリーズTM」の製作に使われたセットや衣装な
どが直に見られるまたとないチャンス！ロンドン中心部（ビクトリア）からのバ
ス送迎がセットになっているので、初めてのロンドンでも往復の移動手段
を考えなくてよく便利です。
※送迎と入場チケットのみとなりアシスタント、ガイドは同行しません。
※館内日本語オーディオガイド有（有料・現地払い）※館内には外から食
べ物・飲み物の持ち込みはできませんのでご注意ください。※復路バス
の時間は決まっていますので、乗車時間に間に合うよう必ず15分前に
は指定されたバス停車場でお待ちください。
※お申込み後の取消及び変更の場合は100％の取消料が必要です。

毎日
出発 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

スタジオ入場 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
スタジオ出発 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
解散 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

※基本的に08：00〜14：00毎時出発。この他に07：30出発／14：00解散、
　15:00出発／22:00解散、16:00出発／23:00解散が加わる日があります。

ロンドン
発

シェーンブルン・
コンサート・パッケージ

（座席カテゴリーC）（A：夕食付き）（B：夕食なし）
■料金（お1人様）：
　A（夕食付き）：12,300円　B（夕食なし）：7,700円
■催行日：毎日（12/24〜31、1/1、コンサート貸切・演奏がない日は不催行）
■予定時間：A：18：30〜22：30　B：20：30〜22：30
■食事：A：夕食付き（ドリンクは別料金）　B：なし
■最少催行人員：1名　■集合・解散／シェーンブルン宮殿
■旅行企画・実施：シェーンブルンM

ホール後方のお席となります。オーストリアで最も格調高い文化的建造物
の1つであるシェーンブルン宮殿でプロの演奏家たちによるクラシック・
コンサートをお楽しみください。
※カジュアルな服装での参加はご
遠慮ください。※座席カテゴリーの
エリアは決められていますが、事前
の座席指定はできません。当日、座
席カテゴリー内で先着順にお好き
な席へお座りください。※主催者、
劇場側の都合により、会場・時間の
変更、公演・開催の中止・変更などが
生じる場合があります。

ウィーン市内と
シェーンブルン宮殿午前観光

（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：10,400円
■催行日：火・木・土曜日（12/24・31は不催行）
■予定時間：08：25〜11：30
■食事／なし　
■最少催行人員：1名
■集合／アルベルティーナ美術館正面玄関エスカレータ前
　解散／アルベルティーナ広場
■旅行企画・実施： MIKI TRAVELM

世界遺産 シェーンブルン宮殿入場！マリア・テレジアイエローの外観が印
象的なシェーンブルン宮殿をじっくり見学できるのが魅力のツアー。
ガイドの説明を聞けば、かつての
ハプスブルク家の栄華について、
よりいっそう奥深い歴史を味わう
ことができるでしょう。
※シェーンブルン宮殿の入場予約時
間が現地事情により変更される場合
があります。その為、入場・解散時間が
多少前後する場合があります。

ブダペスト王宮の丘 
半日ウォーキングツアー

（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：4,600円
■催行日： （午前）日曜日を除く毎日（12/24〜26・31、1/1は不催行） 

（午後）土曜日を除く毎日（12/24〜26・31、1/1は不催行）
■予定時間：（午前）09:00〜11:00　（午後）13：30〜15：30
■食事：なし　■最少催行人員：2名
■集合／ヒルトン・ブダペスト・ホテル前　解散／漁夫の砦前
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

かつてのハンガリ－王国の都「ブダ」。その中心であった王宮の丘地区の見所
を歩いて巡るツア－です。ブダペストのシンボルとして称えられるマーチャー
シュ教会への入場をはじめ、通常の団体ツアーでは訪れない石造りのウィー
ン門や、ネオ・ロマネスク様式の国立公文書
館のある北部地区も巡ります。
※ マーチャーシュ教会は宗教行事のため入場

できないことがあります。その際は代替とし
てブダペストで最も古い洋菓子店「ルスヴル
ム」（カフェ）にてコーヒータイム（お1人様につ
きコーヒーまたは紅茶を1杯含む）にご案内予
定です。※王宮の庭園で有料行事が行われて
いる場合は入場できません。

※歩きやすい靴でのご参加をおすすめします。

リスボン午前ウォーキングツアー
〜ケーブルカーと裏町巡り〜

（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：8,700円
■催行日：月・水・木・金・日曜日　■予定時間：09:00〜13:00
■食事：なし　■最少催行人員：2名
■ 集合／ホテル・ムンディアル(MUNDIAL)のロビー  

解散／ロシオ広場（ドナ･マリア2世国立劇場前）
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

リスボンと言えばこの景色！という見どころを訪れるツアーです。
ロシオ広場、ロシオ駅、レスタウラドーレス、リベルダーデ大通りを徒歩にて散策→グ
ロリア線のケーブルカーに乗車しアルカンタラ展望台へ→プリンシペレアル公園か
らバイロ・アルト地区を散策→カモンエス広場、ビッカ（展望台を含む）散策→カイス・
ド・ソドレ地区へ到着後、リベイラ市場などを散策→コメルシオ広場→バイシャ地区
散策。散策後ロシオ広場にて解散。
※ケーブルカーの運賃は含まれております。
※点検修理等その他の現地事情により予定
されているケーブルカー（グロリア線）に乗車
できない場合がございます。その場合は、他
のケーブルカーへの乗車又はケーブルカー
への乗車がなくなる場合があります。※観光
中はスリやひったくりにご注意ください。貴
重品はなるべくご持参しないことをお勧め
いたします。

4WDで行く
デザートサファリと
ベリーダンス付BBQディナー

（夕食付き）（ホテル送迎付き）
■料金（お1人様）：8,900円
■催行日：毎日
■予定時間：15:00〜22:00
■食事：夕食付き（ソフトドリンク含む・アルコールは別料金）
■最少催行人員：1名
■集合・解散／ドバイ市内ご宿泊ホテル
■旅行企画・実施：RIDA INTERNATIONALM

アラビアの砂漠を4WDで疾走します。アップダウンの激しい砂漠ドライブはスリ
ル満点！ドライブの後はラクダの試乗やヘナペインティング、水タバコなどのアク
ティビティー、バーベキューディナーと
ベリーダンスをお楽しみいただけます。
※ラマダン期間中及びイスラム関連の祝
祭日、及び、ドバイ政府から通達があった
場合はエンターテイメントやアルコール
の提供はございません。また、事前の予告
無く中止されることもございます。予めご
了承ください。※砂漠の砂は細かい為、砂
で汚れても良い服装でご参加ください。

ウィーン
発

ウィーン
発

ブダペスト
発

リスボン
発

ドバイ
発

ノイシュバンシュタイン城と
リンダーホフ城（英語アシスタント付き）

■料金（お1人様）：8,100円　
■催行日：毎日（12/24・25・31、1/1は不催行）　
■予定時間：08：30〜19：00　■食事：なし　■最少催行人員：2名
■集合・解散／ミュンヘン中央駅前広場近くのデパートKARSTADT前
■旅行企画・実施：GRAYLINE SIGHTSEEINGM

バイエルンアルプスの山々の中に建つルートヴィッヒ２世による２つの夢の古城、ノイシュバンシュタイン城とリンダーホフ城
を訪れるツアーです。
リンダーホーフ城（下車 滞在約1時間）、オーバーアマガウ（下車 滞在約30～40分）、ホーエンシュヴァンガウ（ノイシュバンシュ
タイン城）（下車　滞在約3時間30分 ※1）
※1：滞在時間は昼食（各自）、ホーエンシュヴァンガウからノイシュバンシュタイン城への往復移動の時間を含みます。※ホーエ
ンシュヴァンガウからノイシュバンシュタイン城までは、 ご自身でご移動いただきます。徒歩、馬車（有料）、シャトルバス（有料）
での移動が可能です。いずれの場合も途中より坂道を徒歩で登ります。歩きやすい靴でツアーにご参加ください。※当日の道路
状況等によってはオーバーアマガウに立ち寄らない場合があります。※ご希望の方は、バス車内で日本語イヤホンガイドをご利
用いただけます。ただし、当日のバスの車種やイヤホンの在庫状況により利用できない場合があります。
＜2つの城へ入場希望のお客様＞お城への入場料は含まれておりません。ご希望の場合は入場料27ユーロ（2019年9月現在）を現地にてお支払く
ださい。※リンダーホーフ城では日本語のご案内はございません。日本語パンフレットの貸出しは、各自窓口にてご請求ください。※ノイシュバンシュ
タイン城は日本語オーディオガイドでの見学となります。また、入場チケットはホーエンシュヴァンガウでの昼食前にお渡しいたします。昼食後、ご
自身でノイシュバンシュタイン城入口までご移動ください（徒歩約30〜40分）。※マリエン橋を訪れる方は自由時間中に各自で訪れていただきます。

プラハ城入場！
プラハ午前ウォーキングツアー  

（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：7,400円
■催行日：月・火・水・木・金曜日　■予定時間：08：30〜11：30
■食事：なし　■最少催行人員：2名
■集合／ヴァーツラフ広場聖ヴァーツラフ騎馬像前
　解散／旧市街広場からくり時計前
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

「街全体が美術館」と称されるプラハの中でも、特に有名な観光スポット
を短時間で効率よく巡るウォーキングツアーです。
※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察による確認がある場合がありま
す。※聖ヴィート大聖堂は、宗教行事など現地事情により入場が出来ない場合もご
ざいます。その際、当日ガイドより代替の
入場場所をご案内させていただきます。※
国家行事のため、ブラディスラフホール、
カレル橋や旧市街広場にご案内できない
場合があります。その際、当日ガイドより
代替箇所をご案内させていただきます。※
歩きやすい靴・服装でのご参加をおすす
めします。※プラハ城内の写真撮影は別
途料金が必要です。当日現地にてお支払
いください。

ミュンヘン
発

プラハ
発

©Czech Tourism

ゴゾ島１日観光
（英語ガイド付き）（昼食付き）

■料金（お1人様）：9,300円
■催行日：水・土曜日　
■予定時間：07：45〜19：00　
■食事：昼食付き（ドリンクは別料金）　
■最少催行人員：6名
■集合・解散／ご宿泊ホテルまたは所定の場所
■旅行企画・実施：SMSM

マルタ本島の西に位置するゴゾ島。豊富な自然、今なお残る遺跡、だまし
絵が有名な大聖堂など、本島に負けない魅力がゴゾ島にはあります。
※大聖堂の入場料は含ま
れておりません。入場を希望
する場合は各自、現地にて
お支払いください（目安4ユー
ロ）。また、行程の関係で立
ち寄らない場合があります。
※ご宿泊ホテルによっては
送迎ができない場合がござ
います。その場合、所定の
場所にご集合いただきます。

マルタ
発 専用車で送迎 ※1

カラフルで可愛い「ポパイ村」
■料金（1台あたり／お1人様）：
　（1〜3名（セダン）利用）：9,700円
　（4〜6名（ミニバス）利用）：10,400円
■催行日：毎日
■予定時間：10:00〜13:00の間で希望の出発時間
■所要時間：約4時間〜4時間30分
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合・解散／ご宿泊ホテル　■旅行企画・実施：SMSM

注目を集めているポパイ村。ファンタジーで可愛い景色が広がっています。ポパイ
村では約3時間の自由散策（ポパイ村へは各自で入場してください。）となります。
※1：ご宿泊ホテルによっては追加料金がかかる場合や手配を承れな
い場合があります。※送迎のみとなりアシスタント、ガイドは同行しませ
ん。※ポパイ村の入場料は含まれており
ません。各自でお支払いください（目安10
〜15ユーロ 季節によって異なります）。
※6名様以上でお申込の場合、専用車
2台に分かれていただきます。その場合、
オプショナルツアー代金は、1台あたりの
人数の金額が適応となります。

マルタ
発

ロシオ広場

ノイシュバンシュタイン城
©GNTB ／Florian Trykowski

バルセロナのシンボルともいえるサグラダ・ファミリアに、日本語ガイドの解説付きで入場見学しま
す。個人でチケットを購入する手間もなく、事前予約をしているため入場までにかかる待ち時間もあ
りません。館内で臨場感のある詳しい説明を聞けるのも嬉しいポイントです。
コロンブス記念塔（車窓）、モンジュイック展望台（下車）、オリンピック競技場（車窓）、スペイン広場

（車窓）、カサ・バトリョ（車窓）、カサ・ミラ（車窓）、サグラダ・ファミリア（入場）を巡ります。
※1：学生限定料金の対象は1/25〜3/31催行の（B：エレベーターなし）のみとなります。他催行
日及び（A：エレベーター付き）をご希望の場合は基本料金となります。※サグラダ・ファミリアが宗教
行事等により入場不可の場合、外観のみの見学となります。その場合、サグラダ・ファミリアの前
で解説と写真撮影の時間をお取りします。ツアー代金の返金はございません。（A：エレベーター付
き）※ガイドはエレベーター乗り場までご案内いたします。ご一緒にエレベーターには乗車しません。
※2基あるエレベーターのうち受難の門を利用いたしますが、現地事情により変更になる場合があ
ります。※エレベーターの予約時間は12:00〜12:30頃ですが、予約人数に制限があるため時間
が前後する場合があります。また、乗車時間がグループ内で分かれる場合がございます。※強風、
悪天候などの理由によりエレベーターが急遽運行中止となる場合がございます。その場合サグラ
ダ・ファミリア横のお土産屋でご利用いただけるお買物券（12ユーロ分）をお渡しします。※塔内に
て高所、閉所、急な階段の徒歩による下り（約400段程度）を含みますので、高所恐怖症、閉所恐
怖症、妊娠中の方、松葉杖等の方、なんらかの健康に問題がある方はご利用いただけません。係
員の判断により、お客様のエレベーターご利用が難しいと判断された場合、直前にご利用をお断り
する場合がございます。（B：エレベーターなし）※ツアーに含まれる入場券ではエレベーターには乗
車ができません。当日エレベーターチケットを追加購入する事はできません。

バルセロナ
発

バルセロナ
発

バルセロナ
発

マドリッド
発

学割

学割 学割 学割

ロンドン
発

学割

マルタ島乗り降り自由バス
■料金（お1人様）：
　（1日券）：3,100円　（2日券）：6,100円
■催行日：毎日
■予定時間：下記スケジュール参照
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合・解散／各停留所
■旅行企画・実施：CITY SIGHTSEEINGM

マルタ島内の移動は主要観光箇所を巡る、乗り降り自由バスが便利です。主
要観光名所の近くにある停留所より、自由に乗り降りが可能です。
South Route（赤）は09:25〜15:50の間、35分毎に運行、1周約2〜3時間。

（ルート）ヴァレッタ、タルシーン神殿、ヴィットリオーザ・ウォーターフロント、マルサ
シュロック、青の洞門、ハジャール・イム＆イムナイドラ神殿など
North Route（青）は08:00〜14:30の間、30分毎に運行、1周約3時間30分。

（ルート）ブッジバ、水族館、セントジュリアン、スピノーラ湾、バルータ湾、スリーマ、
ヴァレッタ、サン・アントンガーデン、モスタ、イムディーナ、ゴールデンベイなど
※現地事情により予告なくコース、運行時
間が変更、バスが運休される場合がありま
す。※交通渋滞により、バスが遅れる場合も
あります。※上記スケジュールは2019年9
月現在の情報となります。冬季はスケジュー
ルの変更や減便される場合があります。

マルタ
発

©CITY SIGHTSEEING

ノイシュバンシュタイン城と
世界遺産ヴィース教会 （日本語ガイド付き）

■基本料金（お1人様）：9,600円　　 学生限定料金 （お1人様）：8,300円
■催行日：1/5〜2/9：日曜日　2/11〜3/31：火・日曜日　
■予定時刻：08：05〜17：15　■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／ミュンヘン中央駅構内（地上階）南口のスターバックス前　解散／ミュンヘン中央駅北口
　※ 2019年9月現在ミュンヘン中央駅では大規模な工事が行われています。
　　その為、集合・解散場所が変更となる場合があります。
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

ノイシュバンシュタイン城を見学後、ロココ建築の最高傑作とされる世界遺産ヴィース教会へ向かいま
す。※ツアーにはお城の入場料と予約は含まれております。馬車やシャトルバスの代金は含まれておりま
せん。※ノイシュバンシュタイン城は一部工事中（外部または内部）の為、見学ができない部屋があります。
※城内見学は日本語オーディオガイドを利用します（約35〜40分）。※現地事情により行程が変更になる
場合やマリエン橋に行けない場合がございます。※ホーエンシュバンガウからノイシュバンシュタイン城
までは、徒歩で移動します。歩きやすい靴でご参加ください。※ノイシュバンシュタイン城は特別な行事が
発生した場合、内部見学ができない場合がございます。※ヴィース教会は、宗教行事により予告なしに内部
見学ができない場合があります。公式ツアーガイディング中又はミサ中の訪問の場合は、内部を自由に見
て回ることはできず見学は入口付近からのみになります。写真撮影も禁止されます。入場は無料ですが寄
付金お1人様1ユーロをお願いします。※冬季は日没時間が早いためヴィース教会内部が暗くなります。

ミュンヘン
発

学割


