
（注）教会や礼拝堂の見学は、ノースリーブやミニスカート、

  　  半ズボンなど、肌の露出が多い服装ではご参加いただけません。

■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
　　お申込時に午前か午後のご希望時間をお申出ください。
■食事：なし ■最少催行人員：1名
■旅行企画・実施：MIKI TRAVEL
※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。 「ヴィーナスの誕生」イメージ

（注）教会や礼拝堂の見学は、ノースリーブやミニスカート、

  　  半ズボンなど、肌の露出が多い服装ではご参加いただけません。

■催行日：毎日 ■食事：なし ■最少催行人員：1名
■集合／パリ・モンパルナス駅(Paris Gare Montparnasse 1 Et 2)
各自でご移動、ご乗車手続きをお済ませの上、ご乗車ください。
■解散／パリ・モンパルナス駅
■旅行企画・実施：MIKI TRAVEL 「モンサンミッシェル」イメージ

※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。

※ツアー当日、パスポート原本を必ずご持参ください。また貴重品の管理は各自でお願いいたします。

※TGVは2等席利用となります。 ＜スケジュール／2022年10月現在＞

※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。

ヨーロッパ　オプショナルツア－

イタリア

ウフィツィ美術館予約付き入場券

■料金（お1人様）： 5,000円

フランス

※修道院まで100段ほど階段を上りますので、
歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。

※修道院では、入場に際し手荷物検査が行われます。対角線で
40センチ以上の大きさの荷物は持込禁止となっていますので、修
道院にはお持ちにならないようにご注意ください。

フィレンツェ発

パリ発

モンサンミッシェル　チケットパック
（日帰りプラン）

■料金（お1人様）： 44,900円

西洋の驚異と称されるモンサンミッシェルは、一度は訪れたいフランスの観光地人気No.1。
レンヌ駅を経由してモンサンミッシェルへ！パリからモンサンミッシェルまでの電車・路線バスのチケット、修道院入場
チケットがセットになった、モンサンミッシェル観光に便利なチケットパックです。

※TGV（新幹線）の出発・到着時間は2022年10月現在の情報です。時期によりダイヤが変更となる可能性がありますので、予約確
定後に必ず出発・到着時間を再度ご確認ください。TGVのダイヤ変更があった場合は、出発・到着時間が変更になる場合がありま
す。

※ストライキその他現地事情により、スケジュール・日程変更、モ
ンサンミッシェルでの滞在時間短縮となる場合がございます。そ
の場合返金はございません。予めご了承ください。

※お客様の事情により、電車や路線バスに乗り遅れた場合、
返金はございません。

※修道院のストライキ予告、または閉院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。

※パリ・モンパルナス駅では手荷物検査が行われる場合が
ございます。お時間に余裕を持ってご集合ください。

各自で駅に向かい、TGV（2等）にてレンヌへ。

パリ・モンパルナス駅発

レンヌ駅着

到着後、路線バス（ローカルバス）にてモンサンミッシェルへ。

レンヌ駅発 

モンサンミッシェル着

各自でモンサンミッシェル自由散策。
各自でバスターミナルへ。

モンサンミッシェル出発

レンヌ駅着。着後、TGV（2等）にてパリへ。

レンヌ駅発 

パリ・モンパルナス駅着。

着後、各自でホテルへ。

17:35～17:52

19:10～20:01

日程

7:33～7:48

9:25～9:39

9:45～10:00

10:55～11:10

16:00

17:10



■催行日：12/6・13・20・26・28・30、1/2・4・6・10・17・24・31
■予定時間：07:10～20:40
■食事：なし ■最少催行人員：6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 イメージ 「モンサンミッシェル」イメージ

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。 ＜スケジュール／2022年10月現在＞

※修道院の入場券が含まれています。

※取消及び変更の場合は、

日本ご出発の7日前から4日前まで…料金の50％　日本ご出発の3日前以降…料金の100％の取消料が必要です。

（注）教会や礼拝堂の見学は、ノースリーブやミニスカート、

  　  半ズボンなど、肌の露出が多い服装ではご参加いただけません。

EL CORDOBES（エル・コルドベス）
（A：ディナー付き）（B：ドリンク付き）

■催行日：毎日（12/24、1/1は不催行）
■集合時間：A：18:45 / 20:30　B：20:15 / 22:00
■所要時間：A：約2時間30分　B：約1時間
■食事：A：夕食付き（1ドリンク付き）　B：なし（1ドリンク付き）
　 ※1ドリンクが提供されます。

　　　ドリンクは、グラスワイン（赤か白）、サングリア、ソフトドリンク、ミネラルウォーターからお好きなものを当日１つお選びいただきます。

■最少催行人員：1名 ■集合・解散：EL CORDOBES（エル・コルドベス）
■旅行企画・実施：MIKI TRAVEL

イメージ

■料金（お1人様）： 28,500円

■料金（お1人様）： A：11,900円　B：6,900円

小さなステージを囲むように観客席が並んでおり、一流のダンサーによる迫力満点のフラメンコを間近で見ることがで
きます。ディナーはビュッフェ形式ですので、スペインの名物料理をお好きなだけお召し上がりいただけます。

※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－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となり、ご自身でレストランへ直接お支払いください。

スペイン

フラメンコショー

ツア－ポイント
★フランスNo1人気世界遺産モンサンミッシェルを日帰りで堪能！修道院入場券付き♪
★ノルマンディーのかわいいいなか村をプチ散策！
★やっぱり自由時間も大切♪村や修道院はオリジナル特製MAP付でマイペース見学が可能♪

日帰りモンサンミッシェルとノルマンディーのいなか村ツアー
（日本語アシスタント付き）

※ツアー当日の天候や交通事情・その他予期せ
ぬ原因により、立ち寄る村の変更・村の立ち寄り中
止・ツアールートの変更等がある場合がございま
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
入場することができません。バスのお席にお荷物
を置いて修道院を見学していただくことも可能です
（貴重品は自己管理になります）。

※最少催行人数は6名様となります。催行の有無
は14日前までにお知らせします。不催行の場合は
全額返金となります。

パリ発

バルセロナ発

集合

集合場所より出発

ノルマンディーのいなか村到着

自由散策。訪れる村は曜日によって異なります。
12～1月の火曜日：ブブロン村

12/26・28・30、1/2・4・6：ディ―ブ・シュール・メール村

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

滞在約3時間をご自由にお楽しみください。

自由時間終了後、パリへ。

集合場所付近ルーブル界隈にて解散20:40頃

時間 日程

7:00

7:10

9:40頃

12:40頃



■催行日：毎日
■開館時間：月～木曜日：10:00～20:00 
　　　　　　　 　金～日曜日：10:00～21:00
■食事：なし ■最少催行人員：1名
■旅行企画・実施：MIKI TRAVEL

※入場券はEチケットとなります。
※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。

（注）教会や礼拝堂の見学は、ノースリーブやミニスカート、

  　  半ズボンなど、肌の露出が多い服装ではご参加いただけません。

■催行日：毎日（スタジオのクローズ日、メンテナンス期間は不催行）
※予約状況により早期受付終了となる場合があります。
■出発・集合時間：

※お申込時にご希望時間をお申出ください。
※予約状況により、ご希望の時間でお取りできない場合がございます。

■所要時間：約8時間 ■食事なし ■最少催行人員：1名
■集合／ビクトリア バス亭1番　解散／ビクトリア周辺
■旅行企画・実施：GOLDEN TOURS(ゴールデンツアーズ)社

※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。

イメージ

モコ・ミュージアム入場券

■料金（お1人様）： 3,000円

イメージ

イギリス

集合

毎日
出発 10:157:45 8:15 8:45 9:45 10:45

■料金（お1人様）： 20,400円

14:00 15:00
11:45 12:45 13:45 14:45

8:00

※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。
スタジオツアーでは日本語オーディオガイドがご利用いただけます（要別途料金、現地払い）。

※集合時間までに必ずお越しください。出発の15分前が最終チェックインになります。
時間に遅れるとバスの出発時間に間に合っていたとしてもご乗車できませんので、余裕を持ってお越しください。
※スタジオ内でのビデオ撮影はご遠慮ください（カメラでの写真撮影は可）。
※スタジオ内では様々な照明、音響効果が使用されます。高血圧、心臓疾患等の持病がある方はツアーのご参加をお勧めいたしま
せん。

映画ハリーポッターシリーズを手がけたワーナーブラザースが撮影時に使用したスタジオを一般公開することを決定、
「名シーンの裏側を見せる」ウォーキングツアーとしてスタジオ内を改装、一大観光アトラクションとして2012年3月に
オープンしました。このツアーは、ロンドン中心部からスタジオまでの往復バスとスタジオ入場チケットがセットになった
お得な日帰り観光ツアーです！

10:30 11:00 12:00 13:008:30 9:00 10:00

2021年10月にオープン。アンディ・ウォーホル、バンクシー、
バスキア、ダリ、キース・ヘリング、草間彌生などの作品を展示。
館内はカメラOKで、インスタ映えする作品の前で撮影を楽しめます。

ワーナーブラザース・スタジオツアー・ロンドン　メイキング・オブ・ハリーポッター

バルセロナ発

ロンドン発



（注）教会や礼拝堂の見学は、ノースリーブやミニスカート、

  　  半ズボンなど、肌の露出が多い服装ではご参加いただけません。

■催行日：毎日（12/24・25・30・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／カールスプラッツ（Karlsplatz）駅近くにあるデパート
　「ガレリア・カウフホーフ（Galeria Kaufhof）」の
　東側ゾンネン通りに面したバス駐車スペース 「ノイシュバンシュタイン城」イメージ

■旅行企画・実施：オートブス・オーバーバイエルン（グレイライン）

「リンダーホフ城」イメージ

※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。

　
＜2つのお城へ入場希望のお客様＞
※お城への入城料はツアー代金には含まれておりません。

※リンダーホフ城では、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し出しは、各自窓口にてご請求ください。

※ノイシュヴァ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。

※冬季に降雪や路面凍結がある場合、シャトルバスは運休となります。 
※マリエン橋にはご案内いたしません。お客様ご自身での観光となります。
※冬季マリエン橋は凍結及び降雪等でご入場いただけない場合がございます。

※お城2か所の入場料（29.9ユーロ/2022年10月現在）は当日バスの中でご購入いただけます。
お支払いはクレジットカードかデビットカードのみとなり、現金でのお支払いはできませんのでご了承ください。

※ノイシュヴァンシュタイン城入場チケットはホーエンシュバ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ヴァン
シュタイン城入口までご移動ください（徒歩約30～40分）。

※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、徒歩で約30～40分です。降雪が考えられるため歩きやすい、すべりに
くい靴でご参加ください。登城するには、徒歩・バス(有料)・馬車(有料)の3つの方法があり、お客様各自で選択頂きます。

※希望者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、当日のバスの種類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。

■料金（お1人様）： 10,800円

バイエルンアルプスの山々の中に立つルートヴィッヒ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－です。

ノイシュヴァンシュタイン城と
リンダーホーフ城1日観光 （英語アシスタント付き）

ドイツ

ミュンヘン発

集合

集合場所より出発

リンダーホフ城（約1時間）

オーバーアマガウへ。自由行動（約30～40分）

ホーエンシュバンガウ到着

自由行動（約3時間30分）各自で昼食をお取りください。

※昼食の時間、村よりお城への往復移動の時間を含みます。

ノイシュバンシュタイン城（約1時間）

ミュンヘン到着後、解散

13:00頃

19:00頃

時間 日程

8:00

8:30

10:00頃

11:30頃



■催行日：毎日
■出発・集合時間：

※お申込時にご希望時間をお申出ください。
※予約状況により、ご希望の時間でお取りできない場合がございます。

■所要時間：約2時間 ■食事なし ■最少催行人員：1名
■集合／マリエン広場のラーツケラー前　解散／ミュンヘン旧市街
■旅行企画・実施：MIKI TRAVEL イメージ

※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。その場合は外観からの見学となります。

※イベントやお祭りのため旧市街で交通規制が実施される場合は、ルートが変更となる可能性があります。

※徒歩観光となりますので、歩きやすい靴でご参加ください。

※取消及び変更の場合は、日本語出発の5日前から100％の取消料が必要です。

（注）教会や礼拝堂の見学は、ノースリーブやミニスカート、

  　  半ズボンなど、肌の露出が多い服装ではご参加いただけません。

■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：シティサイトシーイング イメージ

South Route(赤): 08:30～13:30の間60分毎に運行、1周約3時間。
（ルート）スリーマ、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、青の洞窟など

North Route(青): 8:00～11:00、11:30～14:30の間1時間毎に運行、11:00～11:30の間30分毎に運行、1周約3時間30分。
（ルート）コウラ・ポイント・ビーチ、モスタ、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2022年10月現在の情報となります。冬季はスケジュール等が変更や減便される場合があります。

※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。

マルタ発

10:00

マルタ

■料金（お1人様）：

2名様以上参加： 13,500円　1名様参加： 27,000円

出発 8:50 14:50
集合 9:00

マルタ島乗り降り自由バス

■料金（お1人様）： 1日券： 4,200円

11:00 12:00

ミュンヘン在住の日本語ガイドがミュンヘン旧市街の主な見どころを
コンパクトにご案内する、ウォーキングツア－です。

＜スケジュール＞
新市庁舎、聖ペーター教会、青空市場・ヴィクトアリエンマーケット、ホーフブロイハウス、アルターホフ、フラウエン教会、
フュンフ ホーフェ、将軍堂、バイエルン州立歌劇場、レジデンツ（外観）へご案内。

9:50
毎日

マルタ島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。

13:00 14:00 15:00
13:5010:50 11:50 12:50

【プライベートツアー】 ミュンヘン在住ガイドがご案内！
市内コンパクトウォーキングツアー

ミュンヘン発


