
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。

バルセロナ午前観光(エレベーター付き)＋バルセロナ午後観光
■料金（お1人様）：17,800円

※詳細は各オプショナルツアーをご覧ください。
※午前の観光と午後の観光の間は自由時間となります。自由時間中、ガイドの同行はございません。午後の集合場所へは各自でご移動いただきます。
※昼食は各自でお取いただきます。レストランでのお食事はスケジュールの都合上難しいため、バルでの食事を推奨いたします。

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。

オプショナルツアー共通のご案内
【ご案内とご注意】●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・解散場所から目的地）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、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ご自身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
ご参加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。●天候その他の事情によりスケジュール等の変更、またはツアーを中止する場合がありますので予めご了承ください。●表示している所要時間、出発・帰着予定時刻、集合・解散場所は現地の交通事情等により変わ
る場合があります。明記された時刻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各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。

バチカン美術館 半日観光
（日本語ガイド付き）

■料金（お1人様）：7,700円
■催行日：日曜日を除く毎日
　（6/29、8/14〜15、美術館の閉館日、無料開放日は不催行）
■予定時間：（午前）08:15〜11:15 （午後）13:45〜16:45
■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
場の長い列にお並び頂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。
※定員になり次第申込みを締め切らせていただきます。※ラファエロの間は通常
案内していますが、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
館が突然クローズする場合、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、ツアーを不催行とする場合があります。※美術館側の都
合により、開館時間が変更された場合、出発時間が変更される場合があります。

ゴゾ島１日観光
（英語ガイド）

■料金（お1人様）9,400円
■催行日：月・水・土曜日　
■予定時間：07:45〜19:00　
■食事：あり（ドリンクなし）　■最少催行人員：6名
■集合／ご宿泊ホテルまたは所定の場所
　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
絵が有名な大聖堂を巡ります。
※教会への入場を含みますので、半ズボンやノースリーブなど露出の
多い服装はご遠慮ください。※大聖堂の入場料はツアー代金に含ま
れません。見学を希望する際は各
自、現場にてお支払いください（目安
4ユーロ）。また、時間の関係で立ち
寄らない場合があります。※ホテル
によっては送迎が不可の場合がご
ざいます。その場合、所定の場所に
ご集合いただく場合があります。

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）

■料金（お1人様）：A：7,600円
　  B：5,600円

■催行日：毎日
■予定時間：A：18：00〜19：30、19：55〜21：25、

　21：50〜23：20
B：18：25〜19：25、20：20〜21：20
　22：30〜23：30

■食事：A：夕食付き（ドリンクは別料金）
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超えた、斬新かつモ
ダンなショーをお楽しみいただけます。
※各自でご利用いただくクーポンのみとなります。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。店側の
事情により開始(予約)時間の変更がある場合がございます。

マドリッド散策とプラド美術館入場 
マドリッド午前ウォーキング

（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：6,300円
■催行日：毎日(プラド美術館閉館日を除く)
■予定時間：09:10〜11:40
■食事：なし
■最少催行人員：1名
■集合／ソル広場のアップルストアー（Apple Store）前
　解散／プラド美術館
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

日本語ガイドが美術館側が許可しているガイディング時間をフルに使っ
てプラド美術館を1時間15分たっぷりご案内いたします！
※事前予約が不可な無料入場日は館内での日本語ガイディングが禁
止されますので、日本語オーディオガイドを利用した見学となります。※
プラド美術館の入場時に多少お待ちいただく場合があります。※徒歩
観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。また、なるべ
く貴重品や荷物を持たずにご参加ください。※他のお客様と同じペー
スでの観光が難しい場合、公共交通機関を使用して実費にて移動を
お願いする場合があります。

トレド午後観光
（日本語ガイド付き）

■料金（お1人様）：8,600円
■催行日：毎日
■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／グラン・ビア通り周辺
■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覧いただけ
ます。街の象徴・大聖堂にも入場します。
※案内は日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※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。※
入場箇所（大聖堂、サント・トメ寺院）が宗教上の理由で入場不可の場
合は、外観のみの見学となります。※トレドの町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。石畳の街となりますので歩きやす
い靴をご用意ください。

ピサの斜塔半日観光
（A：斜塔入場券付き）（B：フリープラン）

■料金（お1人様）：A：14,800円　B：9,700円
■催行日：A（午前）月・水・金　(午後)月曜日を除く毎日 

　　　 B（午後）月曜日を除く毎日
■予定時間：（午前）08:30〜14:30
 　　　　 （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／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・ノヴェッラ駅周辺
■旅行企画・実施：My Bus Italy S.R.L（現地法人）J

フィレンツェから西へ90㎞、ガリレオの重力の実験で有名なピサの斜塔
は、写真で見るよりも傾きが大きく、倒れないかと
不安になるほどの迫力です。
※A：斜塔入場の際セキュリティチェックのため金属探知機による
荷物検査があります。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
てお預け頂く事になります。※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、ノースリー
ブ・ショートパンツ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。

オペラとカンツォーネ観賞
（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：火曜日を除く毎日、8/14、9/18
■予定時間：19:00〜21:00  
■食事：夕食付き（ドリンクは別料金）
■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：My Bus Italy S.R.L（現地法人）J

どこかで耳にしたことがある楽しく陽気な民謡やオペラを生演奏で楽しみ
ながら、イタリアンのディナーをお楽しみ下さい。
※ショーは約1時間30分です。
※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。

ゴンドラセレナーデ乗船券
■料金（お1人様）：6,900円
■催行日：毎日（9/3は不催行）
■予定時間：18:30または19:30〜約45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
上に揺られながら、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。
※ゴンドラは乗り合いとなります。乗船時間は約25～30分です。※乗
船券のみのサービスです。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。 

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）：10,300円
■催行日：日曜日を除く毎日(6/2は不催行)
■予定時間：08:15〜12:15
■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。
※教会内は半ズボンやノースリーブ等露出の多い服装はご遠慮くださ
い。※宗教行事、デモ、ストライキ、各種イベント、悪天候等によりコロッ
セオ、真実の口に入場できない場合は外観からの説明もしくはツアーを
不催行とする場合があります。※歩きやすい靴でのご参加をおすすめ
します。※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。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。※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。

ローマ
発

マルタ
発

ローマ
発

フィレンツェ
発

ローマ
発

ベニス
発 『最後の晩餐』

予約付き入場券
■料金（お1人様）：4,200円
■催行日：月曜日を除く毎日
■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）：4,200円
■催行日：月曜日、第一日曜日を除く毎日
■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、
ウフィッツイ美術館の入場予約付チケットです。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。

フィレンツェ
発

ミラノ
発

menu （一例）
前菜：なすのパルミジャーノ、ラディッキョ・ロッソのフラン
ゴルゴンゾーラチーズソースがけ、じゃがいものガトー

プリモ：ほうれん草リコッタチーズ入りラヴィオリ、アマトリチャーナのパスタ
セコンド：トマトソースのミートボール

付け合せ：カポナータ（野菜の煮込み）とフライドポテト
ドルチェ：ティラミス

※メニューは予告なく変更される場合がございます。

※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2018年6/1〜10/31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。11月以降の料金及び諸条件は9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

カプリ島1日観光〜幻想的な青の洞窟
（昼食付）（日本語ガイド付き）

■料金（お1人様）：23,900円
■催行日：毎日　■予定時間：07:30〜19:30
■食事：昼食付き（ドリンクは別料金）
■最少催行人員：1名
■集合／共和国広場の『EATALY』前
　解散／共和国広場
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

南イタリアの強い日差しが透明度の高い海水を通して洞窟内に入るため、魅惑的な青い洞窟
になると言われています。海と太陽の光が創りだす幻想的な紺碧の世界をお楽しみください。
※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、リフトに
乗りカプリの景色を見ていただく、ボートによるカプリ島の一部遊覧観光、ボート
に乗って洞窟の前を見ていただく（入場なし）
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。※日本語に加
えて英語での案内を行う場合があります。

ブルー・ラグーンの
海が広がる「コミノ島」

（英語係員）
■料金（お1人様）：4,100円
■催行日：毎日　■予定時間：09:00〜19:00
■食事：船上ビュッフェの昼食付
■最少催行人員：6名
■集合／ご宿泊ホテルまたは所定の場所
　解散／ご宿泊ホテルまたは所定の場所
■旅行企画・実施：CAPTAIN MORGAN CRUISE COMPANYM

透けるようなエメラルドグリーンの海が広がるコミノ島のブルーラグーンへ。
出発後、スリーマの港よりコミノ島へのクルーズに乗船。コミノ島で自由時
間（クルーズ内でボート遊覧などのア
クティビティーに申し込むことも可能
です。
※ホテルによっては送迎が不可の
場合がございます。その場合、所定
の場所にご集合いただく場合があり
ます。

ローマ
発

マルタ
発

秘儀荘も行く!ナポリ、ポンペイ1日観光
（昼食付）（日本語ガイド付き）

■料金（お1人様）：18,600円
■催行日：毎日　■予定時間：07:30〜19:30
■食事：昼食付き（ドリンクは別料金）
■最少催行人員：1名
■集合／共和国広場の『EATALY』前
　解散／共和国広場
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

2000年以上前に栄え、ヴェスビオ火山の噴火によって埋もれてしまった町、
ポンペイ。当時の生活そのままの広大な町を日本語ガイドが効率よくご案内
します。時間に余裕がないと見学が難しい「秘儀荘」へも足を伸ばします。
※ポンペイ遺跡がクローズする場合は、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、ナポリでの観光が車
窓観光となる場合があります。※日本語に
加えて英語での案内を行う場合がありま
す。

専用車で送迎
カラフルで可愛い「ポパイ村」

（英語係員）
■料金（1台／2〜4名様利用時／お1人様）：3,800円
※お1人様でご参加ご利用の場合は上記料金の倍額となります。
■催行日：毎日　■予定時間：10:00〜13:00の間で希望の時間
■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／ご宿泊ホテル
　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。専用車でポパイ村へ。ポパイ村では約3時間の自由散策となります。
※日本語を話す係員等は含まれていません。送迎サービスのみとなります。※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（10
～15ユーロが目安です。季節によって異なります）。※
ご宿泊ホテルによっては追加料金や手配を承れない
場合があります。※専用車の定員は最大4名様までと
なります。4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。

ローマ
発

マルタ
発

サクラダ・ファミリア入場！バルセロナ午前観光
（A:エレベータ付き）（B:エレベーターなし）

■料金（お1人様）：A：9,900円　B：7,900円
■催行日：毎日(9/11、サグラダ・ファミリアの入場不可日を除く)
■予定時間：A：09:30〜12:30 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）
　解散／A：サグラダ・ファミリアのエレベーター前

B：サグラダ・ファミリア教会内
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

市内を一望できるモンジュイック展望台(下車)、カサ・ミラ(車窓)、カサ・バトリョ(車窓)、サグラダ・ファミリア(入場)
などを日本語ガイドと共に巡ります。
※案内は日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。
※サグラダ・ファミリアが宗教上など弊社が関与しえない理由で急遽入場不可となる場合、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。
※大規模な交通規制等の理由で、コース内容を変更、またはツアーを不催行とする場合があります。
※エレベーターなしプランをお申込のお客様は当日エレベーターチケットを追加購入することは出来ません。
※エレベーターの予約の関係上、ツアー催行の回答は催行日の２ヶ月前からとなります。予約状況によってはお
申込みをお受けできない場合があります。
※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。その場合は近くのレ
ストランでご利用いただける1ドリンクの引換券をお渡しいたします。
※ガイドはエレベーター乗り場までのご案内となります。ご一緒にエレベーターには乗車しません。
※2基あるエレベータのうち受難の門の利用となりますが、現地事情により変更される場合があります。
※エレベーターの予約時間は12:00～12:30頃となりますが、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あります。
※エレベーター乗車後、塔内での怪我、事故に関しては、弊社は一切責任を負いかねます。
※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。よって、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。

グエル公園＆カサバトリョ入場！
バルセロナ午後観光(日本語ガイド)

■料金（お1人様）：9,900円
■催行日：毎日
■予定時間：15:00〜18:00
■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）
　解散／カサ・バトリョ
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

サグラダ・ファミリアと並んでバルセロナで人気の観光ポイント、グエル公園の入場と、ガウディ作世界遺産のカ
サ・バトリョの入場を含むツアーです。
※案内は日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。
※各モニュメントが入場不可となる場合、ツアーが不催行となる場合があります。
※グエル公園、カサバトリョ内は徒歩観光となります。階段がありますので歩きやすい靴でご参加ください。

バルセロナ
発

バルセロナ
発

マドリッド
発

マドリッド
発

バルセロナ
発

2,000円
おトク!!

お得なセット

同日予約
限定

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

グエル公園 @Rail Europe

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。 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 （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。

モンサンミッシェル＆ノルマンディーのいなか村ツアー
（日本人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）

■〈6/1〜7/20〉基本料金（お1人様）：18,900円
 学生限定料金 （お1人様）：16,900円

■〈7/21〜10/31〉基本料金（お1人様）：17,900円
 学生限定料金 （お1人様）：15,900円

■催行日：（6〜7月）火・木・土・日曜日
（8〜10月）毎日（9/23は不催行）

■予定時間：07:10〜20:40　■食事：オムレツの昼食付
■最少催行人員：1名
■集合／エミトラベルパリサポートラウンジ前　解散／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。「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「ブロロン村」(火・木・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」(6～7月：日曜日、8～10月：水・日曜日)、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」(8～10月：月・金曜日)、を約40分散策。12:40
頃 モンサンミッシェル対岸・島内～対岸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3時間をご自由にお楽し
みください。※効率の良い過ごし方を日本人アシスタントがご
案内します。※当日の現地事情や天候によりツアールートや
その順路、予定時刻を変更する場合がございます。※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場
合がございます。※スーツケース、リュックサックまたは40ｃｍ
以上の斜めがけカバン持参の場合、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）

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）

■基本料金（お1人様）：6,000円　 学生限定料金 （お1人様）：4,500円
■催行日：（6・7・10月）火・木・土・日曜日（7/14は不催行）　（8・9月）毎日
　※10月上旬ニュイブランシュの為不催行予定
■予定時間：22：00〜23：30
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／エミトラベルパリサポートラウンジ
　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。
※お送り先はパリ市内のホテルに限ります。その他の方は集合場所付近で解散。

パリ
発

パリ
発

オムレツの
昼食付き

ディズニーランド・パリ1日パス
（バス送迎付き）

■料金（お1人様）：15,000円
■催行日：毎日
■予定時間：08:00〜20:00（夏）

08:30〜20:30（秋冬）
■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

このパスには、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。
※取消し料及び変更の場合
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
■料金（お1人様）：3,700円
■催行日：火・木・日曜日及び8/10・11・15

（パリのカーフリーデーは不催行）
■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
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

パリ市内からベルサイユ宮殿への往復送迎バスとなります。入場チケッ
トは含まれておりません。
※料金にベルサイユ宮殿入場チケットは含まれておりません。ご希望
の方はバス車内にて入場券を購入可能です。※社内のみ日本語アシ
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ガイド
の案内となる場合がございます。※車内での案内は日本語に加えて英
語での案内を行う場合があります。※往復路とも出発時間までに集合
場所にお見えにならなかった場合、バスはお客様を待たずに出発いたし
ます。※ベルサイユ宮殿側のストライキ予告、または閉館が予測される
場合はツアー不催行となる
可能性がございます。※スト
ライキや天候などの事情で
ツアー出発後に閉館の場
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。

モンマルトル散策付き！
パリ市内観光午前ツアー

（日本人ガイド付き）
■料金（お1人様）：6,400円
■催行日：月・木・土曜日（7/14は不催行）
■予定時間：08:45〜12:00
■食事：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：My Bus France S.A.S（現地法人）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。パリの街をざっと把握できるように、日本語アシスタントの案内
で、エッフェル塔(シャンドマルス公園又はシャイヨ宮より）、凱旋門、シャンゼ
リゼ、ノートルダム大聖堂、モンマルトルの丘など数ある観光スポットの中
から必見のものを選んでバスで回ります。パリの歴史や文化の全貌を見
て、聞いて知ることができます。
※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。閉館の場合は外観のみ
の見学となります。※市内の予測不
可能な交通規制や諸般の事情によ
り観光箇所が変更、もしくは不催行と
なる場合がございます。
※取消し料及び変更の場合は、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

ルーブル美術館＆
ノートルダム大聖堂

（フランス政府公認ガイド付き）
■基本料金（お1人様）：7,600円

 学生限定料金 （お1人様）：5,600円
■催行日：（6・7・10月）月・木・金曜日

（8・9月）月・水・木・金曜日
■予定時間：09：00〜12：30
■食事：なし　■最少催行人員：2名
■集合／エミトラベルパリサポートラウンジ前
　解散／ルーブル美術館付近
■旅行企画・実施：エミトラベルパリE

フランス政府公認ガイドがご案内する贅沢な半日コース。世界遺産セー
ヌ川岸（ルーブル美術館、ノートルダム大聖堂、芸術橋など）パリの魅力を
ポイント良く感じていただきたい専属ガイドの想いから企画された大人の
旅。ベテランプロガイドが丁寧にご案内します。※ノートルダム大聖堂から
ルーブル美術館の移動は市バスを利用します。（市バス料金は含まれま
す。）※ルーブル美術館およびノートルダム大聖堂の入場券は含まれて
おります。

世界遺産シャルトル大聖堂
プロジェクションマッピング観賞
〜ガレットの夕食クーポン付

（日本語アシスタント付き）
■料金（お1人様）：14,800円
■催行日：6〜9月の金曜日（7/13は不催行）
■予定時間：20:30〜24:00（8・9月）

21:00〜24:30（6・7月）
ツアー出発時間までに各自で夕食をお取りください。

■食事：ガレットの夕食クーポン付き　■最少催行人員：1名
■集合／レストランCoffee Crêpes（ルーブル美術館近く）
　解散／お泊まりのホテル(パリ市内限定)またはタクシー乗場
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

夏期シーズン「光のシャルトル」と題し、街全体でプロジェクションマッピン
グが行われます。イベント鑑賞後はパリ市内ホテルまでお送りしますので、
安心してお楽しみいただけます。
※案内は日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※日本語アシスタン

トは夕食には同行いたしません。※夕食クーポンをツアー催行日以外に使用するこ
とはできません。使用しなかった場合は権利放棄とみなし、返金はございません。※
当日の交通事情や現地の事情などにより帰着時間が遅くなる場合があります。※
送迎対象のホテルはパリ市内と環状線そばまでとなります。その他郊外、パリ市内
から遠いホテルに宿泊されているお客様のお申
込みは追加料金、またはお受けできない場合があ
ります。※ご参加人数が少人数の場合は日本語
ドライバーによるご案内に変更する可能性がござ
います。※パリ到着後、順次パリ市内のご宿泊ホ
テルへお送りしますが、各ホテルを順番に巡回し
ていきますので時間がかかる場合があります。

ベルサイユ宮殿＆
朝市マルシェツアー

（フリープラン：日本語オーディオガイド付き）

■基本料金（お1人様）：6,900円
 学生限定料金 （お1人様）：5,400円

■催行日：（6・7・10月）火・木・金・日曜日
　　　　 （8・9月）月曜日を除く毎日
■予定時間：08：00〜12：45
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合／エミトラベルパリ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

ベルサイユ宮殿と「マルシェツアー」がセットの効率的な半日観光コース
です。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。日本語アシスタントガイドがご案内します。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アシスタントガイドが説明をい
たします。
※ベルサイユ宮殿内は日本語オーディオガイドとオリジナル宮殿マップ
にて、ご自身のペースにて自由に見学ください。（約2時間）
※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。

パリ
発

パリ
発

パリ
発

パリ
発

パリ
発

©Disney

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

■料金（お1人様）：〈6〜8月〉15,300円 〈9〜10月〉13,300円
■催行日：毎日 稼働状況により受付終了となる場合があります。
■予定時間：

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

土曜・日曜日は、上記及び07：30出発／14：00解散、15:00出発／22:00解散、
16:00出発／23:00解散が加わります。

■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／ビクトリア周辺
■旅行企画・実施：GOLDEN TOURSJ

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。※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・飲物の持ち込みはできませんのでご注意ください。
※お申込後の取消し及び変更の場合は100%の取消し料が必要です。

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）：〈右記以外演目〉15,900円 〈アラジン・ライオンキング〉22,400円
■催行日：＜右記以外演目＞月・火・水・木曜日　＜ライオンキング＞火・水・木曜日

（全演目：サマーホリデー(7月3週目〜8月末)、
ハーフタイムホリデー(10月最終週)、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

ミュージカルの本場、ロンドン・ウエストエンドにあるミュージカルを観劇。
観劇前に2コースディナーが付いており、ロンドンの夜を満喫いただけます。
※予約可能曜日・期間でも満席などによりお申し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、お時間までにご着席ください。
※お申込後の取消及び変更の場合は100％の取消料が必要です。

ロンドン午前市内観光
（日本語アシスタント付き）

■料金（お1人様）：5,400円
■催行日：月・水・金
　（6/4・13・18・27・29は不催行）
■予定時間：08:30〜12:00
■食事：なし
■最少催行人員：1名
■集合／地下鉄グロースターロード駅横

グロースターアーケード入口
　解散／オックスフォード・サーカス地区
■旅行・企画実施：My Bus（UK）Ltd.（現地法人）J

ロンドンのシンボルともいえる数々の名所をあますところなく廻る永遠のベ
ストセラーコースです。ロンドン塔やバッキンガム宮殿はじめ、世界遺産に
も指定されているウェストミンスター寺院や国会議事堂など見どころ満載！
※下車または車窓からの観光になります。※バッキンガム宮殿にて衛
兵交代式のある日は衛兵交代式をご覧いただく予定ですが、衛兵交
代式が行われない日は下車の上、写真ストップのみとなります。予めご
了承ください。
※取消し料及び変更の場合は、日本ご出発の4日前から100%の取消
し料が必要です。

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）
■料金（お1人様）：9,600円
■催行日：毎日（7/29は不催行）
■予定時間：08:１0〜18:30
■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／ビクトリア周辺
■旅行企画・実施：MIKI TRAVELM

最もイギリスらしく美しい村々が点在するコッツウォルズ地方の中から
バーフォード、バイブリー、ボートン・オン・ザ・ウォーター、ストウ・オン・ザ・ウォ
ルドの4つの村を訪れます。
※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※悪天候や
道路閉鎖等の現地事情により予定していた村を訪問することができな
い場合があります。その際は別の村をご案内するか、滞在時間を調整
します。

ロンドン
発

ロンドン
発

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。

コッツウォルズ

■演目一覧
演目 劇場 レストラン

オペラ座の怪人 ハー・マジェスティー劇場 SPAGHETTI HOUSE-HAYMARKET（イタリア料理）

レ・ミゼラブル クイーンズ劇場 SPAGHETTI HOUSE-HAYMARKET（イタリア料理）

マンマ・ミーア ノヴェロ劇場 STRAND PALACE CAVERY（イギリス料理）

ウィキッド アポロヴィクトリア劇場 FRESH PIZZA COMPANY（イタリア料理）

ライオンキング ライセウム劇場 STRAND PALACE CAVERY（イギリス料理）

アラジン プリンス・エドワード劇場 CABANA（ブラジル料理）

ノイシュバンシュタイン城
とリンダーホフ城

（英語ガイド付き／車内日本語テープ）
■料金（お1人様）：8,300円
■催行日：毎日
■予定時刻：08：30〜19：00
■食事：なし　■最少催行人員：1名
■集合：
　中央駅前広場近くの
　デパートKARSTADT前バス乗り場
　解散：ミュンヘン中央駅付近
■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。※2つの城へ
の入場料(1人当たり25ユーロ/変更の可能性あ
り)は含まれておりません。ツアー途中にガイドが入場料を徴収し、チケットをお配りします。
※取消し料及び変更の場合は、日本ご出発の4日前から100%の取消し料が必要です。

ミュンヘン
発ノイシュバンシュタイン城と世界遺産ヴィース教会

（昼食付）（日本語ガイド付き）
■料金（お1人様）：12,200円
■催行日：6/1〜7/31：月・水・金・日、
　8/1〜10/27：月・水・金・土・日、8/14、8/16、10/28〜30：火・金・日
　(ノイシュバンシュタイン城の休館日は不催行)
■予定時刻：07：50〜19：20
■食事：昼食付（ドリンクは別料金）　■最少催行人員：1名
■集合：ミュンヘン中央駅構内のスターバックス前
　解散：ミュンヘン中央駅
■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。※歩きやすい靴でご参加ください。※馬車やシャトルバス代
金は含まれておりません。※ノイシュヴァ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あります。※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）のため、見学できない部屋があります。※城内見学はオーディオガイドを利用します（約
35～40分）。※天候や交通渋滞などの現地事情によりマリエン橋へ行けない場合がござい
ます。予めご了承ください。※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また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可能です。写真撮影も禁止されます。※ヴィー
ス教会のイベントやミサのため訪問先のルートが変更となる場合があります。その場合終了
時間が遅くなる可能性があります。※ツアーにはお城の入場代と予約は含まれております。

ミュンヘン
発 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）：7,900円
■催行日：月・水・金　■予定時刻：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。
※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※パスポートをご携帯くだ
さい。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。
※聖ヴィート大聖堂は、他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
発

©Czech Tourism

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）：13,200円　B（夕食なし）：8,200円
■催行日：毎日（コンサート貸切・演奏が無い日を除く）
■予定時刻：A：18：30〜22：30　B：20：30〜22：30
■食事：A：夕食付き　B：夕食なし
■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：IMAGEM

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下さい。夕食付きのコースは、季節に合った3コース
料理をお召し上がりいただきます。
※ジーンズなど軽装での参加はご遠慮くださ
い。※コンサート会場のチケット売り場にて、バ
ウチャーとチケットを交換していただきます。
※座席カテゴリーのエリアは決められています
が、事前の席の指定はできません。当日、座席カ
テゴリー内で先着順にお好きな席を探していた
だくことになります。※取消及び変更の場合は、
日本ご出発の14日前から100%の取消料が必
要です。

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）：10,700円
■催行日：
　6/1 〜7/31、9/1 〜15、9/25 〜10/31：火・木・土曜日
　8/1 〜8/31、9/16 〜9/24：毎日
■予定時刻：08：30〜11：30　■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

ハプスブルク皇帝の夏の離宮、シェーンブルン宮殿を20室みられるハイラ
イトツアー。宮殿観光後は、バスからの車窓観光をお楽しみいただきなが
らウィーン市内中心部へ。ウィー
ン市内ではフォルクス庭園、王
宮、ミヒァエル広場、ヨーゼフ広場
など徒歩にて観光いたします。
※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。そのため、入場・解散時間
が多少前後する場合があります。※交
通規制など現地事情により、一部行程
が変更となる場合があります。

ブダペスト王宮の丘 
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）：4,900円
■催行日：日曜日を除く毎日（8/15・20、10/23 は不催行）
■予定時刻：09:00 〜11:00
■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。音楽史博物館、ウィーン門、公文書館、カピ
ストラーン広場（軍事史博物館、教会跡）、旧国会を外観見学、王宮の庭園、
マーチャーシュ教会を入場観光します。
※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）にご案内します。
※王宮の庭園で有料行事が行われている際は
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。
※道路工事の影響で観光ルートが変更となる
場合があります。

ウィーン
発

ウィーン
発

ブダペスト
発

期間
限定

ⒸOffice de Tourisme de Chartres

学割

学割 学割

学割

6〜10月 女性の方限定
マルシェの新鮮フルーツ付き!!


