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賑わう欧州観光地。
コロナ後の新時代来たる。

合計3,000を超える出発日、
3日間から18日間の110コース、
全て1名様より出発保証

どのコースでも、どの出発日でも、ご予
約OKとなれば催行中止はありません。
どうぞ安心して旅の計画をお立てくだ
さい。全て1名様より出発保証なの
で1人旅の方にも人気です。

日本語現地添乗係員が
バスに同乗

ヨーロッパ発着＆日本語案内の 「ランドクルーズ」とはこんな旅。

ヨーロッパ16ケ国をつなぎ、日本語現地添乗係員が案内するバスが走ります

2019年に誕生したランドクルーズ。初年度およ
そ3000名のお客様にご参加いただいた後、コロ
ナ禍の状況下、日本のお客様への案内を一時
停止させていただきました。
そして迎えた2023年。運営会社をJTBグループ
のヨーロッパムンドバケーションズ社とし、よそおい
新たに新登場です。「どの都市からでもスタート可
能」、「コースにより追加代金なしの1日目空港
送迎」、「ツアー参加前の前泊/終了後の後泊ホ
テル手配」（#）など新たな機能を加えバージョ
ンアップしました。

またランドクルーズ（日本語現地添乗係員同
行）に一部区間ヨーロッパムンド（英語現地添
乗係員同行）をプラスした、これまでにないコンセ
プトの旅も今回初めて、パンフレットP.76-89で展
開します。
#landcruisetours.com上でツアー内容照会、
旅行代金照会、空席照会、仮予約（72時間
有効）などが可能です。予約及び決済機能はご
ざいません。ランドクルーズのご予約及びお支払い
はパンフレット裏面記載の販売店へお申し出くだ
さい。尚、landcruisetours.comの簡単な検
索方法はパンフレットP.90-91を参照ください。

ヨーロッパムンドバケーションズ社とは？
1997年創業のJTBグループのツアーバス会社で、主に英語圏、スペイン語圏からのお客様をヨーロッパを中心に世
界各地でご案内しています。ホテル＆観光付きで各国を周遊するランドクルーズ同様の旅を提供し、年間およそ
16万人のお客様（コロナ禍以前）にお楽しみいただいており、ツアーバス運行業界では世界一の規模に達してい
ます。現在アジアから参加のお客様も増え、スぺインマドリードのヘッドオフィスでは、日本人を含む20ケ国からの合
計195名の社員が勤務しています。

当パンフレット掲載のランドクルーズの旅 (P.12～75)
では、バスルートの全区間に日本語現地添乗係員が
同乗しご案内します。
車中では訪問地の一般的な案内、食事場所や各コー
スでお泊りいただくホテルの案内などを行います。現地の
言葉を話すバス運転手のみでの移動ではありません。ま
た、現地添乗係員は安全管理上途中で交代します。
<列車移動について>
列車区間はお客様のみでの移動となり、日本語現地
添乗係員の同乗はありません。駅の送迎については、
後半の「ご案内とご注意」のページをご参照ください。

スぺイン/アルハンブラ宮殿にて

国土交通大臣賞受賞
ランドクルーズはツアーグランプリ2021実行委員会により、その全く新しい旅
のスタイルが評価され、応募173ツアーの中から最優秀とされる国土交通
大臣賞を受賞しました。（2021年6月）

赤線のバス区間に日本
語現地添乗係員が乗
車し、ご案内します。

緑線区間を列車でつな
ぎます。列車区間は現
地添乗係員の同行は
ありません。

※ご出発の前日から起算して遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客さまがいらっしゃらない場合、
催行を中止させていただくことがあります。

日本語現地添乗係員（イメージ）
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街と人をつなぐ快適なバス
をご用意

ご参加人数に応じ、大型または中型の快適なバスをご用
意します。バスは混乗となり、お客様の人数は毎日変わ
りますが、これも旅のポイント。ヨーロッパの行く先々で旅す
る仲間が変わり、新たな出会いも楽しめるかもしれません。

※ご乗車いただくバス車種、バスサイズは日により異なり
ま
す。バン、ミニバスを利用する場合があります。

ヨーロッパ各都市で快適で機能的な
ＡグレードまたはＢグレードの
ホテルをご用意

ランドクルーズのホテル選びは原則として快適性と
機能性を重視しています。その上で、ご旅行代金
が高くなりすぎないホテルを選んでいます。

バスの旅ならではの
訪問地

たとえばスペインの断崖絶壁の上に建つ白い村ロンダ。あ
るいはチェコの南ボヘミアの古都チェスキー・クルムロフ。ど
ちらも非常に魅力的ですが、既存の公共交通機関では
なかなか行きにくいところにあります。貸切のバスだからこそ
スムーズに訪ねることが出来る訪問地、バス旅の醍醐味
を存分にお楽しみください。

ヨーロッパ発着＆日本語案内の 「ランドクルーズ」とはこんな旅

ランドクルーズは「至れり尽くせり」の何から何までもが含まれ
る旅ではありませんが、ホテルと朝食とバスと観光と自由行
動、そして現地添乗係員。多くの方が欲しいと思うものは含
まれています。

24時間日本語緊急電話
をご用意しています

万一の緊急事態に備え、ランドクルーズがスタートする日の
午前0時（ヨーロッパ時刻）より最後のホテルチェックアウト
時までご利用いただける24時間日本語緊急電話をご用意
いたします。ヨーロッパでお使いいただける携帯電話をご持参
ください。

バスでの単なる移動では
なく、各訪問地で観光や散
策をお楽しみいただける旅
です

日程表に「〇〇観光、〇〇見学、〇〇訪問」などと表
示の場合、その土地に暮らす専門の現地ガイドもしくは
バス同乗の日本語現地添乗係員がご案内します。
観光主体の旅の醍醐味を存分にお楽しみください。
気ままな街歩きを楽しんでいただきたい街では、日程表
に「自由行動、散策」などと表示し、ご自身でお楽しみ
いただける時間をご用意します。
到着前の車中で、日本語現地添乗係員より見どころや、
街歩きのコツなどをご案内させていただきます。

※ご宿泊日の2週
間前を目途にP.92
のホテルリストより、
お泊りいただくホテ
ルをMyTrip上でご
確認いただけます。

ツアーの参加者一緒の食事から、新たなスタイルへ
「全朝食付き、昼食 夕食は日程に含まない」が一部の例外を除き、基本です。
これまでのツアー形態では、団体で一緒に昼食や夕食というスタイルが主流で
したが、あらゆる情報が旅の途中でも容易に入手できる現在、「個人のお好
み」や「時間のゆとり」を優先し原則、食事を含めておりません。

１日目、空港からホテルへの
送迎を右記条件の元、
追加料金なしでご利用
いただけます

<対象外コース>
ID27260、ID27268、ID27314
（当パンフレットではP.12-14の３コース）
<ご利用されない場合>
所定ホテルへご自身で、15時以降直接チェックインください。
<ご利用される場合>
お申込み時に到着空港/フライト便名のご連絡が必要で
す。他のお客様との混乗となります。日本語現地添乗係
員のお迎えではなく、英語または訪問国の言葉を話すドラ
イバーの案内となり「Europamundo」もしくは「お客様の
お名前」で通常、通関後出口での待ち合わせとなります。
※担当ドライバーは、フライト到着（空港のスクリーンに
表示される実際の到着時刻）後1時間、所定の場所で
お待ちしております。ホテルチェックインのアシストサービス
は付いておりません。
通関前エリアでの想定外の滞留（税関検査、荷物紛
失など）、乗継便に乗れず到着便変更となる場合など
は、緊急電話番号にその旨ご連絡ください。連絡なしで
1時間以上経過した場合、当サービスはご利用いただけ
ません。その場合は、各自で所定のホテルへご移動し
チェックインください。

バス移動中にランチタイムが重なる場合は、サービスエリアのような場所で少し
長めの40～45分停車、フードカウンターなどでお好みの軽食をお求めいただ
けます。夕食はご希望に応じ、日本語現地添乗係員がホテル内や市街地レ
ストラン、名物料理などいくつかのジャンルでお勧めのお店をご紹介します。

バスの一例

ロンダにて

マドリード/プリンセサプラザ/
Aグレード

サービスエリア一の例 保険に関して 旅行保険に加入しています。内容は後半の「ご案内とご注意」のページをご参照
ください。補償範囲は限られますので別途、ご自身で保険にご加入ください。

フランクフルト/Bグレード

レオナルド ホテル オッフェンバッハ

バルセロナ/Aグレード

ハンプトン バイ ヒルトン バルセロナ
フィラ グラン ビア

Europamundoでお迎え/イメージ

至れり尽くせりではないけれど
欲しいものは含まれて
います
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2023年４月からのランドクルーズに「インターナショナルコース/
区間」（当日の参加人数によります）が登場します
右のマークのあるコース/区間では多国籍のお客様と同じバスでご案内し、英語
現地添乗係員に加え、日本語現地添乗係員も同乗、インターナショナルバス
として、全区間の場合は「インターナショナルコース」、一部区間の場合は「イン
ターナショナル区間有」で運行します。
日本語現地添乗係員がおりますので言葉の心配なくどなたでも安心してご参加いただけます。
<インターナショナルコース>
① ID27348 ザグレブ発バルカン半島周遊（P.42）② ID27349 ドブロブニク発バルカン半島周遊（P.43）
<インターナショナル区間>
① グラナダ→バス→セビリア（1泊目）→バス→ セビリア（2泊目）→バス→マドリード（以上スペイン）
② マリボル（スロベニア）→バス→ザグレブ→バス→ドブロブニク（以上クロアチア）→バス→リュブリアナ（スロベニア）

※日本のお客様のみで10名様以上となる場合はインターナショナルバスではなく、通常の日本語バス
でご案内します。尚、9名様以下の場合でも通常の日本語バスとなる場合があります。

このマークのランドクルーズのコースなら、日程中のどの
都市からでも、どの日からでもご参加できます

このマークのランドクルーズのコースなら、日程を切り取って
お好み区間のみ、最短1日からご参加できます

右のマークのあるコースでは、日程表からお好み区間の
み、最短1日単位で切り取ることが可能です。
たとえば、「希望に近い日程だけど、6日目で終わりたい」、「私は3
日目から5日目まで参加したい」、こんなご希望にもお答えできるよ
うになりました。旅行代金も短縮した結果を再計算いたします。

ランドクルーズなら全コースで、ツアー出発前と終了後、同じ
ホテルでの追加手配もできます

日程の最初の宿泊都市と最後の宿泊都市で、ツアー出発４日前から、ツアー
終了4日後まで、それぞれ前泊＆後泊の手配が可能です。

ランドクルーズは複数の検索方法があります。このページ記載の案内はいずれも、
landcruisetours.com上で可能となります。ツアー内容照会、旅行代金照会、空席照
会、仮予約（72時間有効）などが出来ますが、landcruisetours.comでは正式予約
及び決済機能はございません。ランドクルーズのご予約及びお支払いはパンフレット裏面記
載の販売店へお申し出ください。尚、どなたでも可能なlandcruisetours.comの簡単な
検索方法はパンフレットP.90-91を参照ください。右記マークが目印です。

landcruisetours.com を使えば、こんなことまで出来るようになりました

1

イメージ図。本来日程はA出発→A終了。このマークがあれば、たとえばC出発→C終了とし、本来日程とは異なる出発
都市/出発日でも同じ目的地の訪問が可能。

2

3

4

321 共通のご案内

紙からWebへ
ランドクルーズMyTrip をご利用いただけます
ランドクルーズMyTripではお客さまの旅行情報をWeb（landcruisetours.com）でまとめてご覧い
ただけます。お客様のご旅行日程、ホテル、目的地の案内などをコンパクトにまとめました。紙情報をほぼ
持たないご旅行が可能となります。また訪問される主要都市では、オーディオガイドコンテンツ（スマート
フォン用専用アプリが必要です）も用意しておりフリータイム時などに各自お楽しみいただけます。
※ご利用にはランドクルーズお申込み旅行会社を通じ、予約コード（ID）取得が必要となります。

ランドクルーズはバスの旅。そこに列車の旅を加えれ
ば、他のランドクルーズに繋いだり、魅力的な都市と
のコンビネーションをさらに、お楽しみいただけます。現
地発着ツアーならではの他にはないバラエティ。お選
びいただける日程がグンと広がります。各日程表でお
確かめください。

バスの旅だけではない 旅情
誘う列車の旅も楽しめます

※列車区間は、日本語現地添乗係員は同乗しません。お客様のみでの移動となります。
※駅の送迎については、後半の「ご案内とご注意」のページをご参照ください。

緑線区間を列車でつなぎます

イメージ

イメージ

右のマークのあるコースでは、始発都市を出たバスは一
筆書きで終着都市に戻り、それは次の出発日の始発
都市となります。つまりバスはぐるぐる回り続けていますので、どの都
市からでも、どの日からでも旅行を開始することができ、同じ目的地
を訪ねることができます。いわば毎日が出発日。 (#)
たとえば、「コースは希望に合うけれど、出発日が合わない」、「私は
この都市からスタートしたい」、こんなご希望にもお応えできる可能
性が高くなります。
#コースにより周回スケジュールが一部途切れる日があります。

イメージ図。本来日程はA出発→E終了。
このマークがあれば、たとえばB出発→D終了の切り取り可能。

ヨーロッパ発着＆日本語案内の 「ランドクルーズ」とはこんな旅
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日 月 火 水 木 金 土 コース 区間

40 27313 ロンドン発　ロンドンと湖水地方、コッツウォルズ 7 ● ロンドン ロンドン

41 27286 パリ発　パリ・ロンドン 5 ● パリ ロンドン ●

41 27287 パリ発　パリと英国・湖水地方とコッツウォルズ 9 ● パリ ロンドン ●

42 27348 ザグレブ発　バルカン半島周遊 8 ● ザグレブ ザグレブ ● ●

43 27349 ドブロブニク発　バルカン半島周遊 7 ● ドブロブニク ザグレブ ●

44 27329 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ 7 ● フランクフルト アムステルダム

44 27330 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ 8 ● フランクフルト フランクフルト ●

45 27333 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ 9 ● フランクフルト パリ ●

45 27331 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ、ロンドン 11 ● フランクフルト ロンドン ●

46 27302 アムステルダム発　アムステルダム・ケルン・フランクフルト 5 ● アムステルダム フランクフルト

47 27304 アムステルダム発　アムステルダム・パリ 5 ● アムステルダム パリ ●

48 27332 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、パリ 7 ● フランクフルト パリ ●

49 27308 アムステルダム発　オランダからドイツ、ルクセンブルク、ベルギー 9 ● アムステルダム アムステルダム

50 27344 ウィーン発　中欧ハイライト　ウィーン・ブダペスト 4 ● ウィーン ブダペスト

51 27345 ブダペスト発　中欧ハイライト　ブダペスト・ブラチスラバ・プラハ 4 ● ブダペスト プラハ

52 27343 ウィーン発　中欧周遊　ウィーン・ブダペスト・ブラチスラバ・プラハ 7 ● ウィーン プラハ

53 27322 ケルン発　ドイツ周遊とオーストリア 7 ● ケルン ウィーン

54 27323 フランクフルト発　ドイツ周遊とオーストリア 6 ● フランクフルト ウィーン

54 27309 フランクフルト発　ドイツから中欧周遊 10 ● フランクフルト プラハ

55 27305 アムステルダム発　オランダからドイツ、中欧 10 ● アムステルダム ブダペスト

56 27306 アムステルダム発　オランダからドイツ、オーストリア 9 ● アムステルダム ウィーン

56 27307 アムステルダム発　オランダからドイツ、チェコ 9 ● アムステルダム プラハ ●

57 27301 ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、ドイツ 8 ● ロンドン フランクフルト ●

57 27296 ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、パリ 8 ● ロンドン パリ ●

58 27298 ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、ドイツ、オーストリア 12 ● ロンドン ウィーン ●

58 27299 ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、ドイツ、チェコ 12 ● ロンドン プラハ ●

60 27335 プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、パリ 10 ● プラハ パリ ●

60 27336 プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ 12 ● プラハ パリ ●

60 27334 プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ、ロンドン 14 ● プラハ ロンドン ●

62 27312 プラハ発　プラハとドイツ周遊 7 ● プラハ ミュンヘン

62 27311 プラハ発　プラハとドイツ、オーストリア周遊 9 ● プラハ ウィーン

62 27310 プラハ発　プラハとドイツ、中欧周遊 12 ● プラハ プラハ

63 27353 プラハ発　ミュンヘンと中欧周遊　プラハまで 9 ● プラハ プラハ ●

64 27289 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ 9 ● パリ パリ ●

64 27294 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ 10 ● パリ フランクフルト ●

64 27291 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、オーストリア 14 ● パリ ウィーン ●

66 27293 パリ発　フランスから英国、ブリュッセル 7 ● パリ パリ ●

67 27315 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー 7 ● パリ パリ ●

67 27316 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ 9 ● パリ パリ ●

68 27321 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ　フランクフルトまで 10 ● パリ フランクフルト ●

69 27320 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ　ミュンヘンまで 12 ● パリ ミュンヘン ●

70 27318 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　ブダペストまで 15 ● パリ ブダペスト ●

70 27317 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　プラハまで 18 ● パリ プラハ ●

72 27328 パリ発　パリ・ケルン・フランクフルト 5 ● パリ フランクフルト ●

72 27327 パリ発　パリとドイツ周遊 7 ● パリ ミュンヘン ●

73 27326 パリ発　パリとドイツ・オーストリア周遊 9 ● パリ ウィーン ●

73 27325 パリ発　パリとドイツ・中欧周遊　ブダペストまで 10 ● パリ ブダペスト ●

74 27290 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　ブダペストまで 15 ● パリ ブダペスト ●

74 27288 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　プラハまで 18 ● パリ プラハ ●
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全92コース一覧
行きたいコースがきっと見つかる、全92コースをラインナップ。訪問先か
ら、日数から、出発曜日から、出発/到着都市からお探しいただけます。

インターナショナルバ
ス対象コースはコチ
ラで確認ください

日 月 火 水 木 金 土 コース 区間

12 27260 リスボン発　ポルトと巡礼の地サンチャゴ・デ・コンポステーラ 3 ● リスボン リスボン

13 27268 マドリード発　スペイン・バスク地方　マドリード着後 終了 4 ● マドリード マドリード

14 27314 ロンドン発　湖水地方とコッツウォルズ 4 ● ロンドン ロンドン

15 27372 ミラノ発　イタリア周遊　ミラノ・ベネチア・ローマ 6 ● ミラノ ローマ

15 27374 ミラノ発　イタリア周遊　ミラノ・ベネチア・ローマと南イタリア 7 ● ミラノ ローマ

16 27375 ミラノ発　人気のイタリア4都市周遊　ベネチア・ローマ・フィレンツェ・ミラノ 8 ● ミラノ ミラノ ●

17 27361 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチア　ベネチアまで 7 ● ローマ ベネチア

17 27359 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチア　ローマまで 8 ● ローマ ローマ

18 27358 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　フィレンツェ・ミラノ・ベネチア・ローマ 8 ● ローマ ローマ

18 27373 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチアと南イタリア 9 ● ローマ ローマ

19 27360 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ 5 ● ローマ ミラノ

19 27363 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ 7 ● ローマ パリ ●

20 27362 ローマ発　ローマと南イタリア周遊 6 ● ローマ ローマ

21 27366 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ・ロンドン 9 ● ローマ ロンドン ●

21 27367 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ・ロンドン・ベルギー・オランダ 12 ● ローマ アムステルダム ●

22 27365 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ・ルクセンブルク・ベルギー 10 ● ローマ ブリュッセル ●

22 27364 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ・ルクセンブルク・ベルギー・オランダ 12 ● ローマ アムステルダム ●

23 27371 ローマ発　イタリアとドイツ・オーストリア周遊 11 ● ローマ ウィーン ●

23 27368 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊 ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチアとミュンヘン・プラハ 11 ● ローマ プラハ ●

24 27370 ローマ発　イタリアとドイツ・中欧周遊　ブダペストまで 12 ● ローマ ブダペスト ●

24 27369 ローマ発　イタリアとドイツ・中欧周遊　プラハまで 14 ● ローマ プラハ ●

26 27279 マドリード発　スペイン周遊 マドリード・バルセロナとアンダルシア地方/高速鉄道 AVE利用 8 ● マドリード マドリード ● ● ●

27 27245 バルセロナ発　スペイン周遊 バルセロナ・マドリードとアンダルシア地方/高速鉄道 AVE利用 8 ● バルセロナ マドリード ● ●

27 27246 バルセロナ発　スペイン周遊　バルセロナ・マドリードとアンダルシア地方 9 ● バルセロナ マドリード ●

28 27240 マドリード発　スペイン周遊　マドリード・バルセロナとアンダルシア地方 10 ● マドリード マドリード ●

29 27243 マドリード発　スペインハイライト　マドリード・バルセロナ　バルセロナ終了 5 ● マドリード バルセロナ

29 27244 マドリード発　スペインハイライト　マドリード・バルセロナ　マドリード終了 6 ● マドリード マドリード ●

30 27249 バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリード 5 ● バルセロナ マドリード ●

30 27250 バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリードとバスク地方 9 ● バルセロナ マドリード ●

31 27251 バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリードとバスク地方、パリ 9 ● バルセロナ パリ ●

31 27252 バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリードとバスク地方、パリ、ロンドン 11 ● バルセロナ ロンドン ●

32 27267 マドリード発　スペイン・バスク地方 7 ● マドリード マドリード

32 27264 マドリード発　スペインハイライト　マドリード・バルセロナとバスク地方 8 ● マドリード バルセロナ

33 27265 マドリード発　スペイン・バスク地方とパリ 7 ● マドリード パリ ●

33 27266 マドリード発　スペイン・バスク地方とパリ、ロンドン 9 ● マドリード ロンドン ●

34 27275 パリ発　フレンチバスク・バイヨンヌとパンプローナ、バルセロナ 6 ● パリ バルセロナ ●

35 27274 パリ発　フレンチバスクとバルセロナ・アンダルシア地方　スペイン周遊 10 ● パリ セビリア ● ●

35 27273 パリ発　フレンチバスクとバルセロナ・マドリード・アンダルシア地方　スペイン周遊 12 ● パリ マドリード ● ●

36 27270 パリ発　フレンチバスク・バイヨンヌとパンプローナ、マドリード 6 ● パリ マドリード ●

37 27259 リスボン発 ポルトガルハイライトとサンチャゴ・デ・コンポステーラ 7 ● リスボン リスボン

38 27262 リスボン発 ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地方、パリ 10 ● リスボン パリ ●

38 27261 リスボン発 ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地方 11 ● リスボン バルセロナ ●

38 27263 リスボン発 ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地方、パリ、ロンドン 12 ● リスボン ロンドン ●
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日 月 火 水 木 金 土 コース 区間

40 27313 ロンドン発　ロンドンと湖水地方、コッツウォルズ 7 ● ロンドン ロンドン

41 27286 パリ発　パリ・ロンドン 5 ● パリ ロンドン ●

41 27287 パリ発　パリと英国・湖水地方とコッツウォルズ 9 ● パリ ロンドン ●

42 27348 ザグレブ発　バルカン半島周遊 8 ● ザグレブ ザグレブ ● ●

43 27349 ドブロブニク発　バルカン半島周遊 7 ● ドブロブニク ザグレブ ●

44 27329 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ 7 ● フランクフルト アムステルダム

44 27330 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ 8 ● フランクフルト フランクフルト ●

45 27333 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ 9 ● フランクフルト パリ ●

45 27331 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ、ロンドン 11 ● フランクフルト ロンドン ●

46 27302 アムステルダム発　アムステルダム・ケルン・フランクフルト 5 ● アムステルダム フランクフルト

47 27304 アムステルダム発　アムステルダム・パリ 5 ● アムステルダム パリ ●

48 27332 フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、パリ 7 ● フランクフルト パリ ●

49 27308 アムステルダム発　オランダからドイツ、ルクセンブルク、ベルギー 9 ● アムステルダム アムステルダム

50 27344 ウィーン発　中欧ハイライト　ウィーン・ブダペスト 4 ● ウィーン ブダペスト

51 27345 ブダペスト発　中欧ハイライト　ブダペスト・ブラチスラバ・プラハ 4 ● ブダペスト プラハ

52 27343 ウィーン発　中欧周遊　ウィーン・ブダペスト・ブラチスラバ・プラハ 7 ● ウィーン プラハ

53 27322 ケルン発　ドイツ周遊とオーストリア 7 ● ケルン ウィーン

54 27323 フランクフルト発　ドイツ周遊とオーストリア 6 ● フランクフルト ウィーン

54 27309 フランクフルト発　ドイツから中欧周遊 10 ● フランクフルト プラハ

55 27305 アムステルダム発　オランダからドイツ、中欧 10 ● アムステルダム ブダペスト

56 27306 アムステルダム発　オランダからドイツ、オーストリア 9 ● アムステルダム ウィーン

56 27307 アムステルダム発　オランダからドイツ、チェコ 9 ● アムステルダム プラハ ●

57 27301 ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、ドイツ 8 ● ロンドン フランクフルト ●

57 27296 ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、パリ 8 ● ロンドン パリ ●

58 27298 ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、ドイツ、オーストリア 12 ● ロンドン ウィーン ●

58 27299 ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、ドイツ、チェコ 12 ● ロンドン プラハ ●

60 27335 プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、パリ 10 ● プラハ パリ ●

60 27336 プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ 12 ● プラハ パリ ●

60 27334 プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ、ロンドン 14 ● プラハ ロンドン ●

62 27312 プラハ発　プラハとドイツ周遊 7 ● プラハ ミュンヘン

62 27311 プラハ発　プラハとドイツ、オーストリア周遊 9 ● プラハ ウィーン

62 27310 プラハ発　プラハとドイツ、中欧周遊 12 ● プラハ プラハ

63 27353 プラハ発　ミュンヘンと中欧周遊　プラハまで 9 ● プラハ プラハ ●

64 27289 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ 9 ● パリ パリ ●

64 27294 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ 10 ● パリ フランクフルト ●

64 27291 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、オーストリア 14 ● パリ ウィーン ●

66 27293 パリ発　フランスから英国、ブリュッセル 7 ● パリ パリ ●

67 27315 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー 7 ● パリ パリ ●

67 27316 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ 9 ● パリ パリ ●

68 27321 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ　フランクフルトまで 10 ● パリ フランクフルト ●

69 27320 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ　ミュンヘンまで 12 ● パリ ミュンヘン ●

70 27318 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　ブダペストまで 15 ● パリ ブダペスト ●

70 27317 パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　プラハまで 18 ● パリ プラハ ●

72 27328 パリ発　パリ・ケルン・フランクフルト 5 ● パリ フランクフルト ●

72 27327 パリ発　パリとドイツ周遊 7 ● パリ ミュンヘン ●

73 27326 パリ発　パリとドイツ・オーストリア周遊 9 ● パリ ウィーン ●

73 27325 パリ発　パリとドイツ・中欧周遊　ブダペストまで 10 ● パリ ブダペスト ●

74 27290 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　ブダペストまで 15 ● パリ ブダペスト ●

74 27288 パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　プラハまで 18 ● パリ プラハ ●
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日 月 火 水 木 金 土 コース 区間

12 27260 リスボン発　ポルトと巡礼の地サンチャゴ・デ・コンポステーラ 3 ● リスボン リスボン

13 27268 マドリード発　スペイン・バスク地方　マドリード着後 終了 4 ● マドリード マドリード

14 27314 ロンドン発　湖水地方とコッツウォルズ 4 ● ロンドン ロンドン

15 27372 ミラノ発　イタリア周遊　ミラノ・ベネチア・ローマ 6 ● ミラノ ローマ

15 27374 ミラノ発　イタリア周遊　ミラノ・ベネチア・ローマと南イタリア 7 ● ミラノ ローマ

16 27375 ミラノ発　人気のイタリア4都市周遊　ベネチア・ローマ・フィレンツェ・ミラノ 8 ● ミラノ ミラノ ●

17 27361 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチア　ベネチアまで 7 ● ローマ ベネチア

17 27359 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチア　ローマまで 8 ● ローマ ローマ

18 27358 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　フィレンツェ・ミラノ・ベネチア・ローマ 8 ● ローマ ローマ

18 27373 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチアと南イタリア 9 ● ローマ ローマ

19 27360 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ 5 ● ローマ ミラノ

19 27363 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ 7 ● ローマ パリ ●

20 27362 ローマ発　ローマと南イタリア周遊 6 ● ローマ ローマ

21 27366 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ・ロンドン 9 ● ローマ ロンドン ●

21 27367 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ・ロンドン・ベルギー・オランダ 12 ● ローマ アムステルダム ●

22 27365 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ・ルクセンブルク・ベルギー 10 ● ローマ ブリュッセル ●

22 27364 ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ・ルクセンブルク・ベルギー・オランダ 12 ● ローマ アムステルダム ●

23 27371 ローマ発　イタリアとドイツ・オーストリア周遊 11 ● ローマ ウィーン ●

23 27368 ローマ発　人気のイタリア4都市周遊 ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチアとミュンヘン・プラハ 11 ● ローマ プラハ ●

24 27370 ローマ発　イタリアとドイツ・中欧周遊　ブダペストまで 12 ● ローマ ブダペスト ●

24 27369 ローマ発　イタリアとドイツ・中欧周遊　プラハまで 14 ● ローマ プラハ ●

26 27279 マドリード発　スペイン周遊 マドリード・バルセロナとアンダルシア地方/高速鉄道 AVE利用 8 ● マドリード マドリード ● ● ●

27 27245 バルセロナ発　スペイン周遊 バルセロナ・マドリードとアンダルシア地方/高速鉄道 AVE利用 8 ● バルセロナ マドリード ● ●

27 27246 バルセロナ発　スペイン周遊　バルセロナ・マドリードとアンダルシア地方 9 ● バルセロナ マドリード ●

28 27240 マドリード発　スペイン周遊　マドリード・バルセロナとアンダルシア地方 10 ● マドリード マドリード ●

29 27243 マドリード発　スペインハイライト　マドリード・バルセロナ　バルセロナ終了 5 ● マドリード バルセロナ

29 27244 マドリード発　スペインハイライト　マドリード・バルセロナ　マドリード終了 6 ● マドリード マドリード ●

30 27249 バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリード 5 ● バルセロナ マドリード ●

30 27250 バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリードとバスク地方 9 ● バルセロナ マドリード ●

31 27251 バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリードとバスク地方、パリ 9 ● バルセロナ パリ ●

31 27252 バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリードとバスク地方、パリ、ロンドン 11 ● バルセロナ ロンドン ●

32 27267 マドリード発　スペイン・バスク地方 7 ● マドリード マドリード

32 27264 マドリード発　スペインハイライト　マドリード・バルセロナとバスク地方 8 ● マドリード バルセロナ

33 27265 マドリード発　スペイン・バスク地方とパリ 7 ● マドリード パリ ●

33 27266 マドリード発　スペイン・バスク地方とパリ、ロンドン 9 ● マドリード ロンドン ●

34 27275 パリ発　フレンチバスク・バイヨンヌとパンプローナ、バルセロナ 6 ● パリ バルセロナ ●

35 27274 パリ発　フレンチバスクとバルセロナ・アンダルシア地方　スペイン周遊 10 ● パリ セビリア ● ●

35 27273 パリ発　フレンチバスクとバルセロナ・マドリード・アンダルシア地方　スペイン周遊 12 ● パリ マドリード ● ●

36 27270 パリ発　フレンチバスク・バイヨンヌとパンプローナ、マドリード 6 ● パリ マドリード ●

37 27259 リスボン発 ポルトガルハイライトとサンチャゴ・デ・コンポステーラ 7 ● リスボン リスボン

38 27262 リスボン発 ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地方、パリ 10 ● リスボン パリ ●

38 27261 リスボン発 ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地方 11 ● リスボン バルセロナ ●

38 27263 リスボン発 ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地方、パリ、ロンドン 12 ● リスボン ロンドン ●
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全18コース一覧
「さらに旅がつながる。さらに旅がひろが
る。」 全く新しいコンセプトの旅をご案
内します。
日本語現地添乗係員案内の「ランドク
ルーズ」をベースに、英語現地添乗係員
案内の「ヨーロッパムンド」の半日/１日
を、日程に１度または２度組み込むこと
で、ますます旅のバリエーションが広がり
ます。

<対象コース>
以下一覧の全18コース
本文ページ（P.76-89）掲載の各コースには
右記マークがあります。

<ヨーロッパムンド英語バス 乗車区間>
区間１. マドリード→グラナダ
区間２. セビリア→リスボン
区間３. ウィーン→マリボル
日程により、区間1/2/3のいずれかの組み込み、もしくは
区間1＆2の組み込みとなります。

ヨーロッパムンドのバスにご乗車いただく半日/1日は日本語現地添乗係員の同行はありません。
英語現地添乗係員の案内のみとなります。 オーディオガイド（P.6参照）をご利用いただけます。

この頁下の掲載地図
の青線区間

ヨーロッパムンド英語バス区間（イメージ） ヨーロッパムンド英語バス区間、青都市、青ルート参照

こんな場面でこんな方へ！ランドクルーズの人気の使い方
1. 団体旅行と個人旅行の中間の旅をご希望の方
ランドクルーズは全てがパッケージされた至れり尽くせりのツアーではありません。現地発着ツアーとして、
ツアーご参加の「前と後」は、往復の航空便などの手配も含め全くの自由です。団体旅行と個人旅行
の中間の旅をご希望の方へ特に、お勧めします。

2. 大都市圏以外のヨーロッパを周遊したい方
たとえばスペインのアンダルシアやドイツロマンチック街道。一般のお客様にはハードルの高いローカルバス
を乗り継いでの訪問が主流の土地へは、ランドクルーズのバス旅が最も威力を発揮します。

3. 少し長めの旅をしたい方
日本発のパッケージツアーはそのほとんどが10日間以内の旅です。もう少し長く欧州に滞在したい方へ、
ランドクルーズは現地発着ツアーなので、旅行日数はご希望に応じ組み立てることが出来ます。

4. スーツケース運搬を忘れたい方
個人で旅すると必ず付いて回るスーツケースのケア。ランドクルーズのほとんどのコースでは朝、バスにスー
ツケースを預けてしまえば夕方、ホテルで受け取るまで一切の手間がかかりません。これは意外と大きな
メリットです。

5. 日欧間の航空券をお持ちの方
航空会社のマイレージチケットなど、日本からヨーロッパへの航空券を既にお持ちであれば、現地発着
日本語ツアーのランドクルーズは最も参加しやすい旅となります。

6. ヨーロッパにご親戚やお友達のいらっしゃる方
パッケージツアーにご参加の場合、現地でお知り合いに会う機会はなかなか造れません。ランドクルーズ
なら先方のご自宅を訪問する事も容易ですしまた、現地在住の方と一緒にバスに乗ることも出来ます。

ランドクルーズの旅の組み立て方
1. ヨーロッパの何処へ行ってみたいですか？
本パンフレットには110コースが掲載されています。この中で行ってみたい箇所が含まれるコースが
ありますか？カバーしているエリアは合計16ケ国です。

2. 全110コースの中にご希望に近いコースがあれば、そこからカスタマイズが可能です。
カスタマイズとは、日程の途中から参加、途中まで参加、あるいはその両方で、110コースの日程は
そのままご利用いただく以外にどのコースであっても、一部を切り取って部分購入することが出来ます。

3. ランドクルーズの「前と後」はどうされますか？
早いタイミングでヨーロッパに到着しお気に入りの都市に滞在し、ランドクルーズ参加日までをお過ご
しいただくことも可能ですし、後半でも同様の事が可能です。

4. 往復の航空機はどうされますか？
既に航空券をお持ちの方、これから手配の方。もちろん店頭でもお求めいただけます。航空券の種
類によっては、お座席番号まで事前指定が可能ですので、長距離便のご利用時は特に安心です。

5. 手配旅行契約での販売となります。
ランドクルーズはJTBグループの欧州現地法人EUROPA MUNDO VACACIONES S.L.（ヨーロッパムン
ドバケーションズ）社が運行する旅となり、募集型企画旅行ではありません。お客様は販売店と手
配旅行契約を締結していただく流れとなります。

日 月 火 水 木 金 土 コース 区間

76 27254 マドリード発　スペイン周遊　マドリードとアンダルシア地方 7 ● マドリード マドリード ● ●

77 27255 マドリード発　スペイン・ポルトガルのハイライトとサンチャゴ・デ・コンポステーラ 10 ● マドリード マドリード ● ● ●

78 27241 マドリード発　スペイン周遊　マドリード・バルセロナとアンダルシア地方、リスボン 11 ● マドリード リスボン ● ●

79 27258 セビリア発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ 8 ● セビリア マドリード ● ● ●

80 27247 バルセロナ発　スペイン周遊　バルセロナとアンダルシア地方、リスボン 9 ● バルセロナ リスボン ● ●

80 27248 バルセロナ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ 12 ● バルセロナ マドリード ● ● ●

80 27253 バルセロナ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地
方 16 ● バルセロナ マドリード ● ● ●

82 27272 パリ発　フレンチバスク・スペイン周遊とリスボン 12 ● パリ リスボン ● ● ●

82 27271 パリ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ 15 ● パリ マドリード ● ● ●

84 27347 ウィーン発　バルカン半島周遊　ドブロブニクまで 6 ● ウィーン ドブロブニク ● ●

84 27346 ウィーン発　バルカン半島周遊　リュブリアナまで 9 ● ウィーン リュブリアナ ● ●

85 27356 プラハ発　ミュンヘンとオーストリア、バルカン半島周遊　ドブロブニクまで 10 ● プラハ ドブロブニク ● ● ●

86 27342 フランクフルト発　ドイツ・オーストリア周遊とザグレブ 7 ● フランクフルト ザグレブ ● ●

86 27341 フランクフルト発　ドイツとオーストリア、バルカン半島周遊　ドブロブニクまで 10 ● フランクフルト ドブロブニク ● ●

86 27340 フランクフルト発　ドイツとオーストリア、バルカン半島周遊　リュブリアナまで 13 ● フランクフルト リュブリアナ ● ●

88 27339 プラハ発　ドイツ・中欧周遊とザグレブ 10 ● プラハ ザグレブ ● ●

88 27338 プラハ発　中欧とドイツ、バルカン半島周遊　ドブロブニクまで 13 ● プラハ ドブロブニク ● ●

88 27337 プラハ発　中欧とドイツ、バルカン半島周遊　リュブリアナまで 16 ● プラハ リュブリアナ ● ●
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全18コース一覧
「さらに旅がつながる。さらに旅がひろが
る。」 全く新しいコンセプトの旅をご案
内します。
日本語現地添乗係員案内の「ランドク
ルーズ」をベースに、英語現地添乗係員
案内の「ヨーロッパムンド」の半日/１日
を、日程に１度または２度組み込むこと
で、ますます旅のバリエーションが広がり
ます。

<対象コース>
以下一覧の全18コース
本文ページ（P.76-89）掲載の各コースには
右記マークがあります。

<ヨーロッパムンド英語バス 乗車区間>
区間１. マドリード→グラナダ
区間２. セビリア→リスボン
区間３. ウィーン→マリボル
日程により、区間1/2/3のいずれかの組み込み、もしくは
区間1＆2の組み込みとなります。

ヨーロッパムンドのバスにご乗車いただく半日/1日は日本語現地添乗係員の同行はありません。
英語現地添乗係員の案内のみとなります。 オーディオガイド（P.6参照）をご利用いただけます。

この頁下の掲載地図
の青線区間

ヨーロッパムンド英語バス区間（イメージ） ヨーロッパムンド英語バス区間、青都市、青ルート参照

こんな場面でこんな方へ！ランドクルーズの人気の使い方
1. 団体旅行と個人旅行の中間の旅をご希望の方
ランドクルーズは全てがパッケージされた至れり尽くせりのツアーではありません。現地発着ツアーとして、
ツアーご参加の「前と後」は、往復の航空便などの手配も含め全くの自由です。団体旅行と個人旅行
の中間の旅をご希望の方へ特に、お勧めします。

2. 大都市圏以外のヨーロッパを周遊したい方
たとえばスペインのアンダルシアやドイツロマンチック街道。一般のお客様にはハードルの高いローカルバス
を乗り継いでの訪問が主流の土地へは、ランドクルーズのバス旅が最も威力を発揮します。

3. 少し長めの旅をしたい方
日本発のパッケージツアーはそのほとんどが10日間以内の旅です。もう少し長く欧州に滞在したい方へ、
ランドクルーズは現地発着ツアーなので、旅行日数はご希望に応じ組み立てることが出来ます。

4. スーツケース運搬を忘れたい方
個人で旅すると必ず付いて回るスーツケースのケア。ランドクルーズのほとんどのコースでは朝、バスにスー
ツケースを預けてしまえば夕方、ホテルで受け取るまで一切の手間がかかりません。これは意外と大きな
メリットです。

5. 日欧間の航空券をお持ちの方
航空会社のマイレージチケットなど、日本からヨーロッパへの航空券を既にお持ちであれば、現地発着
日本語ツアーのランドクルーズは最も参加しやすい旅となります。

6. ヨーロッパにご親戚やお友達のいらっしゃる方
パッケージツアーにご参加の場合、現地でお知り合いに会う機会はなかなか造れません。ランドクルーズ
なら先方のご自宅を訪問する事も容易ですしまた、現地在住の方と一緒にバスに乗ることも出来ます。

ランドクルーズの旅の組み立て方
1. ヨーロッパの何処へ行ってみたいですか？
本パンフレットには110コースが掲載されています。この中で行ってみたい箇所が含まれるコースが
ありますか？カバーしているエリアは合計16ケ国です。

2. 全110コースの中にご希望に近いコースがあれば、そこからカスタマイズが可能です。
カスタマイズとは、日程の途中から参加、途中まで参加、あるいはその両方で、110コースの日程は
そのままご利用いただく以外にどのコースであっても、一部を切り取って部分購入することが出来ます。

3. ランドクルーズの「前と後」はどうされますか？
早いタイミングでヨーロッパに到着しお気に入りの都市に滞在し、ランドクルーズ参加日までをお過ご
しいただくことも可能ですし、後半でも同様の事が可能です。

4. 往復の航空機はどうされますか？
既に航空券をお持ちの方、これから手配の方。もちろん店頭でもお求めいただけます。航空券の種
類によっては、お座席番号まで事前指定が可能ですので、長距離便のご利用時は特に安心です。

5. 手配旅行契約での販売となります。
ランドクルーズはJTBグループの欧州現地法人EUROPA MUNDO VACACIONES S.L.（ヨーロッパムン
ドバケーションズ）社が運行する旅となり、募集型企画旅行ではありません。お客様は販売店と手
配旅行契約を締結していただく流れとなります。

日 月 火 水 木 金 土 コース 区間

76 27254 マドリード発　スペイン周遊　マドリードとアンダルシア地方 7 ● マドリード マドリード ● ●

77 27255 マドリード発　スペイン・ポルトガルのハイライトとサンチャゴ・デ・コンポステーラ 10 ● マドリード マドリード ● ● ●

78 27241 マドリード発　スペイン周遊　マドリード・バルセロナとアンダルシア地方、リスボン 11 ● マドリード リスボン ● ●

79 27258 セビリア発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ 8 ● セビリア マドリード ● ● ●

80 27247 バルセロナ発　スペイン周遊　バルセロナとアンダルシア地方、リスボン 9 ● バルセロナ リスボン ● ●

80 27248 バルセロナ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ 12 ● バルセロナ マドリード ● ● ●

80 27253 バルセロナ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地
方 16 ● バルセロナ マドリード ● ● ●

82 27272 パリ発　フレンチバスク・スペイン周遊とリスボン 12 ● パリ リスボン ● ● ●

82 27271 パリ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ 15 ● パリ マドリード ● ● ●

84 27347 ウィーン発　バルカン半島周遊　ドブロブニクまで 6 ● ウィーン ドブロブニク ● ●

84 27346 ウィーン発　バルカン半島周遊　リュブリアナまで 9 ● ウィーン リュブリアナ ● ●

85 27356 プラハ発　ミュンヘンとオーストリア、バルカン半島周遊　ドブロブニクまで 10 ● プラハ ドブロブニク ● ● ●

86 27342 フランクフルト発　ドイツ・オーストリア周遊とザグレブ 7 ● フランクフルト ザグレブ ● ●

86 27341 フランクフルト発　ドイツとオーストリア、バルカン半島周遊　ドブロブニクまで 10 ● フランクフルト ドブロブニク ● ●

86 27340 フランクフルト発　ドイツとオーストリア、バルカン半島周遊　リュブリアナまで 13 ● フランクフルト リュブリアナ ● ●

88 27339 プラハ発　ドイツ・中欧周遊とザグレブ 10 ● プラハ ザグレブ ● ●

88 27338 プラハ発　中欧とドイツ、バルカン半島周遊　ドブロブニクまで 13 ● プラハ ドブロブニク ● ●

88 27337 プラハ発　中欧とドイツ、バルカン半島周遊　リュブリアナまで 16 ● プラハ リュブリアナ ● ●
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リスボン

ポルト

サンチャゴ・デ・
コンポステーラ

2

全出発日/土曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （土）. リスボン/ナザレ/コインブラ/アベイロ/ポルト.-
0800：<バス>ナザレへ（約2時間/124km）
ナザレにて自由行動（約1時間）
ナザレの高台に広がる巡礼の歴史がある地域、シティオ
地区と海岸沿いの町の散策をお楽しみください。
<バス>コインブラへ（約1時間30分/109km）
着後：自由行動（約1時間30分/昼食は各自）その後、コ
インブラ市内観光（約2時間）
コインブラ大学の図書館(入場)と中庭を訪れます。

夕刻：<バス>アベイロへ（約1時間/61km）
アベイロにて自由行動（約1時間）
<バス>ポルトへ（約1時間/68km）

1900：ホテル着

02 （日）. ポルト/サンチャゴ・デ・コンポステーラ/ポルト.-
0800：<バス>サンチャゴ・デ・コンポステーラへ（約3時
間30分/230km）
着後、巡礼者が目的地サンチャゴ・コンポステーラのカテ
ドラルを初めて目にする歓喜の丘（下車）を訪れます。
午後：サンチャゴ·デ·コンポステーラ市内観光（自由行
動も含め約3.5時間/昼食は各自）
800ｋｍにおよぶキリスト教の巡礼道の終着点であるサ
ンチャゴ·デ·コンポステーラにて、カテドラル（入場）や
街並みを望むアラメダ公園（下車）にご案内します。
夕刻：<バス>ポルトへ（約3時間30分/230km）
1930：ホテル着

03 （月）. ポルト/バターリャ/オビドス/リスボン.-
0800：<バス>ポルト市内観光と自由行動（自由行動を
含む約4時間30分/昼食は各自）
サンフランシスコ教会（入場）また、ドン・ルイス1世橋(車
窓)をご覧いただきます。内装が美しい本屋として有名な
レロ・イ・イルマオン書店（入場）、アズレージョが美しい
サン・ベント駅（下車）にもご案内します。

午後：<バス>バターリャへ(約2時間30分/208km）
バターリャにて、ポルトガル独立の象徴、サンタマリア勝
利の修道院(入場/約1時間)を見学します。
<バス>オビドスへ(約1時間/68km）

オビドスにて自由行動（約1時間30分）
王妃に愛されてきた美しい町、オビドスでは城壁内の
旧市街での散策をお楽しみください。
夜：<バス>リスボンへ（約1時間30分/81km）
2030：ホテル着

※5/1はポルトのレロ・イ・イルマオン書店がお休みの
ため、見学しません。
※5/1はバターリャのサンタマリア勝利の修道院が入
場不可のため、外観のみの観光となります。
ツアー終了

この日のホテル宿泊はツアーに含まれません。

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。
朝食 2 回
市内観光: コインブラ, サンチャゴ・デ・コンポステ
ーラ, ポルト.
入場箇所: 大学図書館（コインブラ）, カテドラル（
サンチャゴ・デ・コンポステーラ）, サンフランシス
コ教会、レロ・イ・イルマオン書店（ポルト）, サンタ
マリア勝利の修道院（バターリャ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、  ご旅行契約をされたお
客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させて
いただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません 

リスボン発　ポルトと巡礼の地サンチャゴ・デ・コンポステーラ 3 日間 ID: 27260
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  ポルト（イメージ）

スペイン

ポルトガル

サンチャゴ・デ・コンポステーラ

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2023/4月: 29
2023/5月: 27
2023/6月: 10, 24
2023/7月: 08, 22
2023/8月: 12, 19
2023/9月: 16, 30 

ID: 27260 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 80,900 105,600
赤数字出発日 ¥ 80,900 105,600



01 （火）. マドリード/ブルゴス/ビトリア/ビルバオ.-
0830：<バス>ブルゴスへ（約3時間15分/245km）
着後：ブルゴス市内観光（約1時間）
1221年に着工し、16世紀に完成したセビリア、トレド
と並ぶ「スペイン3大ゴシック聖堂」の1つに挙げられ
ているカテドラル(入場)、サンタマリア門(下車)をご
案内します。
観光後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>ビトリアへ（約1時間30分/120km）
ビトリアにて自由行動（約1時間30分）
バスク州の州都で、ビルバオに次いで人口が多い街
の中心街での散策をお楽しみください。
<バス>ビルバオへ（約1時間/65km）
1815：ホテル着
夜：ご希望の方を街の中心部にご案内します。ホテル
へは各自にてお戻りください。

02 （水）. ビルバオ/イゲルド山/サンセバスチャン.-
0930：<バス>ビスカヤ橋へ（約30分/15km）
ビスカヤ橋観光（約1時間）
2006年世界遺産に登録された橋をエレベーターと
徒歩、吊り下げられたゴンドラで往復します。
<バス>ビルバオへ（約30分/15km）
ビルバオ市内観光（約1時間）
奇抜なデザインで有名なグッゲンハイム美術館(外
観)、旧市街にご案内します。
観光後自由行動(約1時間/昼食は各自）
午後：<バス>サンセバスチャンへ（約1時間30
分/100km）
イゲルド山の展望台(下車)へご案内します。天気が良
ければ美しいコンチャ湾沿いの街並みと緑豊かな山
々が見渡せます。
1615：ホテル着
夕刻：ご希望の方を中心部バル街にご案内します。ホ
テルへは各自にてお戻りください。

※ビスカヤ橋のエレベーターが運行していない場
合は、徒歩で橋を渡らず、往復ともゴンドラで移動し
ます。

03 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨン
ヌ/ロンセスバジェス/パンプローナ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）
木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アル
マ広場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案

内します。その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、
フランス側のバスクの中心地です。自由に散策をお楽
しみください。
午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30
分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロン
セスバジェスにて自由行動（約1時間）
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭
り)で有名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

04 （金）. パンプローナ/サラゴサ/マドリード.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の
散策をお楽しみください。
午後：<バス>マドリードへ（約4時間/320km）
1900：ホテル着
ツアー終了

この日のホテル宿泊はツアーに含まれません。

全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。
朝食 3 回
入場箇所: カテドラル（ブルゴス）, ビスカヤ橋のゴン
ドラとエレベーター（ビルバオ）.
夜間送迎: ビルバオの中心地へ（夕食時）, サンセバ
スチャン中心部バル街へ（夕食時）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して
遡って60日前までで、  ご旅行契約をされたお客様
がいらっしゃらない場合、催行を中止させていただく
ことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

マドリード発　スペイン・バスク地方　マドリード着後 終了 4 日間 ID: 27268  ポルト（イメージ）

ビルバオ

 カテドラル（ブルゴス）
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2023/4月: 18
2023/5月: 02, 16, 30
2023/6月: 13, 27
2023/7月: 11, 25
2023/8月: 08, 22
2023/9月: 05, 19
2023/10月:  03, 17, 31 

ビルバオ

マドリード

ブルゴス

サラゴサ

サンセバスチャン

パンプローナ

1

11

1

スペイン

ID: 27268 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 86,900 121,100
赤数字出発日 ¥ 93,100 127,300



全出発日/月曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （月）. ロンドン/ストーンヘンジ/バース/リバプール.-
0800：<バス>ストーンヘンジへ(約2時間/141km)
ストーンヘンジ見学（入場/約1時間30分）5000年ほど
前から何世紀にもわたって作られた世界遺産にも登録
されている巨石遺跡を各自見学いただきます。
<バス>バースへ(約1時間30分/56km)
午後：バースにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
温泉の街として栄えた18世紀のジョージ王朝様式の建
造物が数多く残る街の散策をお楽しみください。
<バス>リバプールへ(約4時間/310km)
1900：ホテル着
※ストーンヘンジは6月中旬頃の夏至時期には閉鎖さ
れます。2022年11月現在、閉鎖日は未定です。閉鎖時は
ストーンサークルがある村エイヴベリーにご案内します。
※5月1日の宿泊都市はリバプールではなく、チェスター
となります。

02 （火）. リバプール/湖水地方/ランカスター.-
0800：<バス>湖水地方へ(約3時間/160km)
ヒルトップ見学とウィンダミア湖遊覧
湖水地方では絵本『ピーターラビットのおはなし™』で有
名なヒルトップ(入場)を見学します。また、湖畔の街を眺
めながらのウィンダミア湖遊覧(約30分)にご案内します。
ウィンダミア湖周辺の街で自由散策の時間（約１時間/
昼食は各自）をお取りします。
※ヒルトップの予約時間により、湖遊覧及び自由行動の
時間は前後します。
夕刻：＜バス＞ランカスター（約１時間/52km)
1730：ホテル着

03 （水）. ランカスター/チェスター/ストラットフォード·
アポン·エイボン.-
0800：<バス>チェスターへ(約1時間45分/115km)
チェスターにて自由行動(約1時間30分)
<バス>ストラットフォード·アポン·エイボンへ(約3時
間/208km)
午後：ストラットフォード・アポン・エイボン着後、自由行動

（約45分/昼食は各自）、その後、ストラットフォード·ア
ポン·エイボン市内観光(徒歩にて/約2時間）
シェークスピアの生家(入場)、ホーリートリニティ教会(
外観)を観光します。
1730：ホテル着

04 （木）. ストラットフォード・アポン・エイボン/コッ
ツウォルズ/ロンドン.-
0830：<バス>コッツウォルズ地方へ(約1時間15
分/60km)
バイブリーにて自由行動(約1時間)
詩人ウィリアム・モリスが「イギリス で最も美しい村」
と評した村の雰囲気をお楽しみください。
<バス>ボートン·オン・ザ・ウォーターへ(約30
分/20km)
ボートン・オン・ザ・ウォーターにて自由行動(約2時間/
昼食は各自）
川沿いのかわいらしい街並みをお楽しみください。
<バス>ウィンザーへ（約2時間/110km)
ウィンザー城（入場）を観光します。（約1時間30分）
<バス>ロンドンへ（約1時間30分/43km)
1815：ホテル着

※ウィンザー城は王室の都合により、休館となる場合
があります。休館の場合はハンプトンコート宮殿（入
場）へご案内します。
ツアー終了

この日のホテル宿泊はツアーに含まれません。

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。
朝食 3 回
市内観光: ストラットフォード·アポン·エイボン.
入場箇所: ストーンヘンジ, ヒルトップ（湖水地
方）, シェークスピアの生家（ストラットフォード·ア
ポン·エイボン）, ウィンザー城.
船: ウィンダミア湖遊覧（湖水地方）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、  ご旅行契約をされたお
客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させて
いただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

ロンドン発　湖水地方とコッツウォルズ 4 日間 ID: 27314
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2023/5月: 01, 29
2023/6月: 12, 19, 26
2023/7月: 03, 17, 31
2023/8月: 07, 14, 21
2023/9月: 04, 18, 25
2023/10月: 09

     ウィンダミア湖　

ロンドン

ストラットフォード・ア
ポン・エイボン　　

ランカスター 　

ロンドン

リバプール

1

1
1

イギリス 

ID: 27314 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 111,600 138,600
赤数字出発日 ¥ 111,600 138,600



ローマ

ミラノ発　イタリア周遊　ミラノ・ベネチア・ローマ (オプション. 1) 6 日間 ID: 27372

ミラノ発　イタリア周遊　ミラノ・ベネチア・ローマと南イタリア (オプション. 2)  7 日間 ID: 27374

(オプション. 1) 
01 （水）. ミラノ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（
英語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降に
お済ませください。

02 （木）. ミラノ/シルミオーネ/ベローナ/ベネチア（
メストレ）.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノの
シンボル、ドゥオモ（入場）を訪れます。

<バス>シルミオーネヘ(約2時間/135km)
午後：シルミオーネにて自由行動(約1時間30分/昼
食は各自)
イタリアで一番大きな湖のガルダ湖、その湖畔にある
リゾート地シルミオーネの散策をお楽しみください。

<バス>ベローナへ(約1時間/46km)
ベローナにて自由行動（約2時間）

「ロミオとジュリエット」の舞台となったジュリエット
家の中庭や古代ローマ帝国建築の円形劇場（アレー
ナ）などの見所をお楽しみください。

<バス>ベネチア（メストレ）へ（約1時間30分/124km）
1900：ホテル着

※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座
（入場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外

観観光となります。

03 （金）. ベネチア.-
0800：バスとボートにてベネチア本島へ
ベネチア市内観光(徒歩にて）とゴンドラ遊覧（合計
約3時間)
サンマルコ寺院（外観）、ドゥカーレ宮(外観)、サンマル
コ広場を徒歩にてご案内します。
ベネチアを象徴するゴンドラ遊覧もお楽しみくださ
い。
観光後、サンマルコ広場にて解散します。
午後：自由行動

04 （土）. ベネチア/アッシジ/ローマ.-
0730：<バス>アッシジへ(約5時間/290Km)
午後、自由行動（約1時間/昼食は各自）その後、アッシ
ジ観光（約2時間）
キリスト教の聖人である聖フランチェスコの生誕地
で、その墓の上に建つサン・フランチェスコ教会（入
場）を観光します。
<バス>ローマへ（約3時間/196km）
1830：ホテル着

05 （日）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピエ
トロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ
大聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（下

車）、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）を
観光します。
午後：自由行動

06 （月）. ローマ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 4 日目は、オプション 1 と同行程
05 （日）. ローマ/ナポリ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピエ
トロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ
大聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（下
車）、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）を
観光します。

午後：<バス>ナポリへ（約3時間30分/229km）
1700：ホテル着

06 （月）. ナポリ/カプリ島/ソレント/アマルフィ海岸/
マイオーリ/ナポリ/ローマ.-
0730：<バス>ナポリ港へ(約15分/5km)
ナポリ港よりカプリ島へ船で移動します。
カプリ島観光
波の状態が良ければ神秘的な美しい青の洞窟内部
へご案内いたします。

午後：<船>ソレントへ
ソレントよりアマルフィ海岸ドライブ（約1時間30
分/30km)
アマルフィ自由行動（約1時間）
世界遺産の美しい海岸のパノラマ、アラブ建築の影響
を受けた大聖堂などの景観をお楽しみください。
<船>マイオーリへ
<バス>ナポリへ（約1時間30分/70km)
夕刻：ナポリ中央駅/Napoli Central着
<列車>ローマへ（約1～2時間30分）
2045-2200：ローマ・テルミニ駅着
ローマ到着後お客様ご自身でホテルへ

※アマルフィ海岸ではバスの車両規制に伴い、移動時
のみバス2台に分乗する場合があります。またアマルフ
ィドライブは現地事情により行程変更や、観光箇所が
割愛となる場合がございます。
※悪天候で船が欠航してカプリ島に渡ることができ
ない場合はナポリ考古学博物館（火曜休）もしくはサ
ン・マルティーノ博物館（水曜休）とナポリ車窓観光へ
ご案内します。
※青の洞窟が波が高く入場できない場合はモンテ・ソ
ラーロ山展望台またはビラ・サンミケーレ（入場）にご
案内します。
※列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
※列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内は
ありません。

07 （火）. ローマ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/水曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに 含まれるサービス:  
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/
日程表参照）
(オプション.1) 朝食 5 回
(オプション.2) 朝食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: ミラノ, ベネチア, ローマ.
入場箇所: ドゥオモ（ミラノ）, サン・フランチェスコ教会

（アッシジ）, サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）.
船: ゴンドラ遊覧（ベネチア）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ローマ.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, 青の洞窟

（カプリ島）.
船: アマルフィ/マイオーリ間.
フェリー: ナポリ/カプリ島、カプリ島/ソレント間.
高速列車: ナポリ/ローマ間.
利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して
遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客様が
いらっしゃらない場合、催行を中止させていただくこ
とがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はあ
りません
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 19, 26
2023/5月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/6月: 07, 14, 21, 28
2023/7月: 05, 12, 19, 26
2023/8月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/9月: 06, 13, 20, 27
2023/10月: 04, 11, 18, 25
2023/11月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/12月: 06, 13, 20, 27
2024/1月: 03, 17, 31
2024/2月: 07, 14, 21, 28
2024/3月: 06, 13, 20, 27

(オプション. 2)
2023/4月: 26
2023/5月: 10, 24
2023/6月: 07, 21
2023/7月: 05, 19
2023/8月: 02, 16, 30
2023/9月: 13, 27
2023/10月: 11, 25

1

2

1

2/1

ミラノ

ベネチア（メストレ）

ローマ

ナポリ

カプリ島

イタリア

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27372 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 120,400 175,800
赤数字出発日 ¥ 117,300 172,800
太数字出発日 ¥ 106,300 161,800

(オプション. 2)
ID: 27374 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 161,000 222,400
赤数字出発日 ¥ 157,900 219,300



代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス:  
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 7 回
到着時の送迎付き
市内観光: ミラノ, ベネチア, ローマ, フィレンツェ.
入場箇所: ドゥオモ（ミラノ）, サン・フランチェスコ
教会（アッシジ）, サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, 
ウフィツィ美術館（フィレンツェ）.
船: ゴンドラ遊覧（ベネチア）.
観光用列車/ミニバス乗車: レバント/ヴェルナッツ
ァ間（往復）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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01 （水）. ミラノ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （木）. ミラノ/シルミオーネ/ベローナ/ベネチア（
メストレ）.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノのシン
ボル、ドゥオモ（入場）を訪れます。

<バス>シルミオーネヘ(約2時間/135km)
午後：シルミオーネにて自由行動(約1時間30分/昼食
は各自)
イタリアで一番大きな湖のガルダ湖、その湖畔にあるリ
ゾート地シルミオーネの散策をお楽しみください。

<バス>ベローナへ(約1時間/46km)
ベローナにて自由行動（約2時間）

「ロミオとジュリエット」の舞台となったジュリエット家
の中庭や古代ローマ帝国建築の円形劇場（アレーナ）な
どの見所をお楽しみください。

<バス>ベネチア（メストレ）へ（約1時間30分/124km）
1900：ホテル着

※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座（
入場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外観観
光となります。

03 （金）. ベネチア.-
0800：バスとボートにてベネチア本島へ
ベネチア市内観光(徒歩にて）とゴンドラ遊覧（合計約
3時間)
サンマルコ寺院（外観）、ドゥカーレ宮(外観)、サンマルコ
広場を徒歩にてご案内します。
ベネチアを象徴するゴンドラ遊覧もお楽しみください。
観光後、サンマルコ広場にて解散します。
午後：自由行動

04 （土）. ベネチア/アッシジ/ローマ.-
0730：<バス>アッシジへ(約5時間/290Km)
午後、自由行動（約1時間/昼食は各自）その後、アッシジ
観光（約2時間）
キリスト教の聖人である聖フランチェスコの生誕地で、
その墓の上に建つサン・フランチェスコ教会（入場）を観
光します。
<バス>ローマへ（約3時間/196km）
1830：ホテル着

05 （日）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピ
エトロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエト
ロ大聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（

下車）、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）
を観光します。
午後：自由行動

06 （月）. ローマ.-
終日自由行動

07 （火）. ローマ/サンジミニャーノ/フィレンツェ.-
0700：<バス>サンジミニャーノへ(約4時間30
分/286km)
サンジミニャーノにて自由行動（約1時間30分/昼食は
各自）
イタリア中部のトスカーナ地方に位置し、サンジミニャー
ノ歴史地区として世界遺産にも登録された城壁と塔に
囲まれた街で昼食の自由時間をお取りします。
午後：<バス>フィレンツェへ(約1時間30分/54km)
途中、ミケランジェロ広場(下車)よりフィレンツェ旧市街
のパノラマをお楽しみください。
フィレンツェ市内観光(徒歩にて/約3時間)
ウフィッツィ美術館(入場)、花の聖母寺ドゥオモ(外観)、シ
ニョーリア広場へご案内します。

1900：ホテル着

08 （水）. フィレンツェ/ピサ/レバント/ヴェルナッツ
ァ/レバント/ミラノ.-
0730：<バス>ピサへ（約1時間30分/86km）
ピサにて自由行動（約2時間）
世界でも珍しい傾いた鐘楼の立つドゥオモ広場にて散
策をお楽しみください。

<バス>レバントへ（約1時間30分/105km）
午後：<列車>ヴェルナッツァへ（約10分）
地中海沿いの美しい海岸線に沿ってバスと列車にてチ
ンクエ・テッレへ
チンクエ・テッレはリグリア海沿いにある、険しい海岸
の急斜面に色とりどりの家が立ち並ぶ美しい景観を誇
る5つの村の総称で、ユネスコの世界遺産に登録されて
います。
チンクエテッレには車のアクセスが制限されているた
め、ローカル列車に乗って、チンクエ・テッレの村の一つ
ヴェルナッツァへ向かいます。
着後：ヴェルナッツァにて自由行動（約2時間/昼食は
各自）
古い漁村の姿をそのまま残すヴェルナッツァにて、散策
と昼食の時間をお取りsします。
1318年に建てられたサンタ・マルゲリータ教会等の見ど
ころを残す、チンクエテッレを代表する美しい村の散策を
お楽しみください。

<列車>レバントへ（約10分）
<バス>ミラノへ（約3時間30分/250km）
1930：ホテル着
ツアー終了

この日のホテル宿泊はツアーに含まれません。

全出発日/水曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

ミラノ発　人気のイタリア4都市周遊　ベネチア・ローマ・フィレンツェ・ミラノ8日間 ID: 27375

2023/4月: 19, 26
2023/5月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/6月: 07, 14, 21, 28
2023/7月: 05, 12, 19, 26
2023/8月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/9月: 06, 13, 20, 27
2023/10月: 04, 11, 18, 25
2023/11月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/12月: 06, 13, 20, 27
2024/1月: 31
2024/2月: 07, 14, 21, 28
2024/3月: 06, 13, 20, 27

1

2

3

1

ミラノ

ベネチア（メストレ）　

ローマ

フィレンツェ

イタリア

ベネチア

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

カスタマイズで
毎日出発可能

P.7 参照

(オプション. 1)
ID: 27375 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 188,600 264,100
赤数字出発日 ¥ 183,300 258,800
太数字出発日 ¥ 166,800 242,300



2/32/3

2

1

1ミラノ ベネチア（メストレ）

ローマ

フィレンツェ

イタリア

ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　
ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチア　ベネチアまで (オプション. 1)7 日間 ID: 27361

ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　
ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチア　ローマまで(オプション. 2)  8 日間 ID: 27359

(オプション. 1) 
01 （日）. ローマ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（
英語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降に
お済ませください。

02 （月）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピエ
トロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ
大聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（下
車）、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）を
観光します。
午後：自由行動

03 （火）. ローマ/サンジミニャーノ/フィレンツェ.-
0700：<バス>サンジミニャーノへ(約4時間30
分/286km)
サンジミニャーノにて自由行動（約1時間30分/昼食
は各自）
イタリア中部のトスカーナ地方に位置し、サンジミニ
ャーノ歴史地区として世界遺産にも登録された城壁
と塔に囲まれた街で昼食の自由時間をお取りします。
午後：<バス>フィレンツェへ(約1時間30分/54km)
途中、ミケランジェロ広場(下車)よりフィレンツェ旧市
街のパノラマをお楽しみください。
フィレンツェ市内観光(徒歩にて/約3時間)
ウフィッツィ美術館(入場)、花の聖母寺ドゥオモ(外観)
、シニョーリア広場へご案内します。

1900：ホテル着

04 （水）. フィレンツェ/ピサ/レバント/ヴェルナッツ
ァ/レバント/ミラノ.-
0730：<バス>ピサへ（約1時間30分/86km）
ピサにて自由行動（約2時間）
世界でも珍しい傾いた鐘楼の立つドゥオモ広場にて
散策をお楽しみください。

<バス>レバントへ（約1時間30分/105km）
午後：<列車>ヴェルナッツァへ（約10分）
地中海沿いの美しい海岸線に沿ってバスと列車にて
チンクエ・テッレへ
チンクエ・テッレはリグリア海沿いにある、険しい海岸
の急斜面に色とりどりの家が立ち並ぶ美しい景観を
誇る5つの村の総称で、ユネスコの世界遺産に登録さ
れています。
チンクエテッレには車のアクセスが制限されているた
め、ローカル列車に乗って、チンクエ・テッレの村の一
つヴェルナッツァへ向かいます。
着後：ヴェルナッツァにて自由行動（約2時間/昼食は
各自）
古い漁村の姿をそのまま残すヴェルナッツァにて、散
策と昼食の時間をお取りします。
1318年に建てられたサンタ・マルゲリータ教会等の見
どころを残す、チンクエテッレを代表する美しい村の
散策をお楽しみください。

<列車>レバントへ（約10分）
<バス>ミラノへ（約3時間30分/250km）
1930：ホテル着

05 （木）. ミラノ/シルミオーネ/ベローナ/ベネチア（
メストレ）.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノの
シンボル、ドゥオモ（入場）を訪れます。

<バス>シルミオーネヘ(約2時間/135km)
午後：シルミオーネにて自由行動(約1時間30分/昼
食は各自)
イタリアで一番大きな湖のガルダ湖、その湖畔にある
リゾート地シルミオーネの散策をお楽しみください。

<バス>ベローナへ(約1時間/46km)
ベローナにて自由行動（約2時間）

「ロミオとジュリエット」の舞台となったジュリエット
家の中庭や古代ローマ帝国建築の円形劇場（アレー
ナ）などの見所をお楽しみください。

<バス>ベネチア（メストレ）へ（約1時間30分/124km）
1900：ホテル着
※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座

（入場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外
観観光となります。

06 （金）. ベネチア.-
0800：バスとボートにてベネチア本島へ
ベネチア市内観光(徒歩にて）とゴンドラ遊覧（合計
約3時間)
サンマルコ寺院（外観）、ドゥカーレ宮(外観)、サンマル
コ広場を徒歩にてご案内します。
ベネチアを象徴するゴンドラ遊覧もお楽しみくださ
い。
観光後、サンマルコ広場にて解散します。
午後：自由行動

07 （土）. ベネチア.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 6 日目は、オプション 1 と同行程
07 （土）. ベネチア/アッシジ/ローマ.-
0730：<バス>アッシジへ(約5時間/290Km)
午後、自由行動（約1時間/昼食は各自）その後、アッシ
ジ観光（約2時間）
キリスト教の聖人である聖フランチェスコの生誕地
で、その墓の上に建つサン・フランチェスコ教会（入
場）を観光します。
<バス>ローマへ（約3時間/196km）
1830：ホテル着

08 （日）. ローマ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/日曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 6 回
(オプション.2) 朝食 7 回
到着時の送迎付き
市内観光: ローマ, フィレンツェ, ミラノ, ベネチア.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, ウフィツ
ィ美術館（フィレンツェ）, ドゥオモ（ミラノ）.
船: ゴンドラ遊覧（ベネチア）.
観光用列車/ミニバス乗車: レバント/ヴェルナッツ
ァ間（往復）.

(追加サービス オプション. 2)
入場箇所: サン・フランチェスコ教会（アッシジ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 16, 23, 30
2023/5月: 07, 14, 21, 28
2023/6月: 04, 11, 18, 25
2023/7月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/8月: 06, 13, 20, 27
2023/9月: 03, 10, 17, 24
2023/10月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/11月: 05, 12, 19, 26
2023/12月: 03, 10, 17, 24, 31
2024/1月: 14, 28
2024/2月: 04, 11, 18, 25
2024/3月: 03, 10, 17, 24, 31

(オプション. 2 = オプション. 1)

ベネチア（メストレ）　

ドゥオモ（ミラノ）

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)
アッシジ

(オプション. 1)
ID: 27361 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 152,600 213,800
赤数字出発日 ¥ 148,200 209,300
太数字出発日 ¥ 135,500 196,700

(オプション. 2)
ID: 27359 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 183,900 259,500
赤数字出発日 ¥ 178,600 254,200
太数字出発日 ¥ 162,100 237,700



3

2

1

1

1

ミラノ

ベネチア（メストレ)

ローマ

フィレンツェ

ナポリ

イタリア

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)
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(オプション. 1) 
01 （月）. ローマ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。
02 （火）. ローマ/サンジミニャーノ/フィレンツェ.-
0700：<バス>サンジミニャーノへ(約4時間30分/286km)
サンジミニャーノにて自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
サンジミニャーノ歴史地区として世界遺産にも登録された城
壁と塔に囲まれた街で昼食の自由時間をお取りします。
午後：<バス>フィレンツェへ(約1時間30分/54km)
途中、ミケランジェロ広場(下車)よりフィレンツェ旧市街のパ
ノラマをお楽しみください。
フィレンツェ市内観光(徒歩にて/約3時間)
ウフィッツィ美術館(入場)、花の聖母寺ドゥオモ(外観)、シニョ
ーリア広場へご案内します。

1900：ホテル着
03 （水）. フィレンツェ/ピサ/レバント/ヴェルナッツァ/レ
バント/ミラノ.-
 0730：<バス>ピサへ（約1時間30分/86km）
 ピサにて自由行動（約2時間）
 世界でも珍しい傾いた鐘楼の立つドゥオモ広場にて散
策をお楽しみください。
 
<バス>レバントへ（約1時間30分/105km）
 午後：<列車>ヴェルナッツァへ（約10分）
 地中海沿いの美しい海岸線に沿ってバスと列車にてチ
ンクエ・テッレへ
 チンクエテッレには車のアクセスが制限されているた
め、ローカル列車に乗って、チンクエ・テッレの村の一
つヴェルナッツァへ向かいます。
 着後：ヴェルナッツァにて自由行動（約2時間/昼食は
各自）
 1318年に建てられたサンタ・マルゲリータ教会等の見
どころを残す、チンクエテッレを代表する美しい村の散
策をお楽しみください。
 
<列車>レバントへ（約10分）
 <バス>ミラノへ（約3時間30分/250km）
 1930：ホテル着
04 （木）. ミラノ/シルミオーネ/ベローナ/ベネチア（メス
トレ）.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノのシンボ
ル、ドゥオモ（入場）を訪れます。

<バス>シルミオーネヘ(約2時間/135km)
午後：シルミオーネにて自由行動(約1時間30分/昼食は各
自)
イタリアで一番大きな湖のガルダ湖、その湖畔にあるリゾー
ト地シルミオーネの散策をお楽しみください。

<バス>ベローナへ(約1時間/46km)
ベローナにて自由行動（約2時間）

「ロミオとジュリエット」の舞台となったジュリエット家の中
庭や古代ローマ帝国建築の円形劇場（アレーナ）などの見所
をお楽しみください。

<バス>ベネチア（メストレ）へ（約1時間30分/124km）
1900：ホテル着
※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座（入
場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外観観光とな
ります。
05 （金）. ベネチア.-
0800：バスとボートにてベネチア本島へ
ベネチア市内観光(徒歩にて）とゴンドラ遊覧（合計約3時間)
サンマルコ寺院（外観）、ドゥカーレ宮(外観)、サンマルコ広場
を徒歩にてご案内します。

ベネチアを象徴するゴンドラ遊覧もお楽しみください。
観光後、サンマルコ広場にて解散します。
午後：自由行動
06 （土）. ベネチア/アッシジ/ローマ.-
0730：<バス>アッシジへ(約5時間/290Km)
午後、自由行動（約1時間/昼食は各自）その後、アッシジ観光

（約2時間）
キリスト教の聖人である聖フランチェスコの生誕地で、その
墓の上に建つサン・フランチェスコ教会（入場）を観光します。
<バス>ローマへ（約3時間/196km）
1830：ホテル着
07 （日）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピエト
ロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ大聖堂

（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（下車）、コロ
ッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）を観光します。
午後：自由行動

08 （月）. ローマ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 6 日目は、オプション 1 と同行程
07 （日）. ローマ/ナポリ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）サン・ピエトロ広場

（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ大聖堂（入場）、ト
レビの泉（下車）、スペイン広場（下車）、コロッセオ（車窓）、サ
ンタンジェロ城（車窓）を観光します。

午後：<バス>ナポリへ（約3時間30分/229km）
1700：ホテル着
08 （月）. ナポリ/カプリ島/ソレント/アマルフィ海岸/マイ
オーリ/ナポリ/ローマ.-
0730：<バス>ナポリ港へ(約15分/5km)
ナポリ港よりカプリ島へ船で移動します。
カプリ島観光
波の状態が良ければ神秘的な美しい青の洞窟内部へご案
内いたします。

午後：<船>ソレントへ
ソレントよりアマルフィ海岸ドライブ（約1時間30分/30km)
アマルフィ自由行動（約1時間）
世界遺産の美しい海岸のパノラマ、アラブ建築の影響を受け
た大聖堂などの景観をお楽しみください。
<船>マイオーリへ
<バス>ナポリへ（約1時間30分/70km)
夕刻：ナポリ中央駅/Napoli Central着
<列車>ローマへ（約1～2時間30分）
2045-2200：ローマ・テルミニ駅着
ローマ到着後お客様ご自身でホテルへ

※アマルフィ海岸ではバスの車両規制に伴い、移動時のみバ
ス2台に分乗する場合があります。またアマルフィドライブは
現地事情により行程変更や、観光箇所が割愛となる場合が
ございます。
※悪天候で船が欠航してカプリ島に渡ることができない場
合はナポリ考古学博物館（火曜休）もしくはサン・マルティー
ノ博物館（水曜休）とナポリ車窓観光へご案内します。
※青の洞窟が波が高く入場できない場合はモンテ・ソラーロ
山展望台またはビラ・サンミケーレ（入場）にご案内します。
※列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
※列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。
09 （火）. ローマ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチアと南イタリア (オプション. 2) 9 日間 
 ID: 27373

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間
あり/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 7 回
(オプション.2) 朝食 8 回
到着時の送迎付き
市内観光: フィレンツェ, ミラノ, ベネチア, ロー
マ.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, ウフィ
ツィ美術館（フィレンツェ）, ドゥオモ（ミラノ）, サ
ン・フランチェスコ教会（アッシジ）.
船: ゴンドラ遊覧（ベネチア）.
観光用列車/ミニバス乗車: レバント/ヴェルナッ
ツァ間（往復）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ローマ.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, 青の
洞窟（カプリ島）.
船: アマルフィ/マイオーリ間.
フェリー: ナポリ/カプリ島、カプリ島/ソレント間.

高速列車: ナポリ/ローマ間.
利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、 ご旅行契約をされた
お客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させ
ていただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

全出発日/月曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)

(オプション. 2)

2023/4月: 17, 24
2023/5月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/6月: 05, 12, 19, 26
2023/7月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/8月: 07, 14, 21, 28
2023/9月: 04, 11, 18, 25
2023/10月: 02, 09, 16, 23, 30

2023/11月: 06, 13, 20, 27
2023/12月: 04, 11, 18, 25
2024/1月: 01, 15, 29
2024/2月: 05, 12, 19, 26
2024/3月: 04, 11, 18, 25

2023/4月: 24
2023/5月: 08, 22
2023/6月: 05, 19
2023/7月: 03, 17, 31

2023/8月: 14, 28
2023/9月: 11, 25
2023/10月: 09, 23

ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　フィレンツェ・ミラノ・ベネチア・ローマ(オプション. 1) 8 日間
 ID: 27358

フィレンツェ

(オプション. 1)
ID: 27358 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 183,900 259,500
赤数字出発日 ¥ 178,600 254,200
太数字出発日 ¥ 162,100 237,700

(オプション. 2)
ID: 27373 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 226,700 308,200
赤数字出発日 ¥ 221,400 302,900



2

1

2

1

ミラノ

パリ

ローマ

フィレンツェ

フランス

イタリア

ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ・ベネチアと南イタリア (オプション. 2) 9 日間 
 ID: 27373

ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノ(オプション. 1)5 日間 ID: 27360

ローマ発　イタリア周遊
ローマ・フィレンツェ・ミラノとパリ(オプション. 2)  7 日間 ID: 27363

(オプション. 1) 
01 （日）. ローマ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（
英語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降に
お済ませください。

02 （月）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピエ
トロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ
大聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（下
車）、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）を
観光します。
午後：自由行動

03 （火）. ローマ/サンジミニャーノ/フィレンツェ.-
0700：<バス>サンジミニャーノへ(約4時間30
分/286km)
サンジミニャーノにて自由行動（約1時間30分/昼食
は各自）
イタリア中部のトスカーナ地方に位置し、サンジミニ
ャーノ歴史地区として世界遺産にも登録された城壁
と塔に囲まれた街で昼食の自由時間をお取りします。
午後：<バス>フィレンツェへ(約1時間30分/54km)
途中、ミケランジェロ広場(下車)よりフィレンツェ旧市
街のパノラマをお楽しみください。
フィレンツェ市内観光(徒歩にて/約3時間)
ウフィッツィ美術館(入場)、花の聖母寺ドゥオモ(外観)
、シニョーリア広場へご案内します。

1900：ホテル着

04 （水）. フィレンツェ/ピサ/レバント/ヴェルナッツ
ァ/レバント/ミラノ.-
0730：<バス>ピサへ（約1時間30分/86km）
ピサにて自由行動（約2時間）
世界でも珍しい傾いた鐘楼の立つドゥオモ広場にて
散策をお楽しみください。

<バス>レバントへ（約1時間30分/105km）
午後：<列車>ヴェルナッツァへ（約10分）
地中海沿いの美しい海岸線に沿ってバスと列車にて
チンクエ・テッレへ
チンクエ・テッレはリグリア海沿いにある、険しい海岸
の急斜面に色とりどりの家が立ち並ぶ美しい景観を
誇る5つの村の総称で、ユネスコの世界遺産に登録さ
れています。
チンクエテッレには車のアクセスが制限されているた
め、ローカル列車に乗って、チンクエ・テッレの村の一
つヴェルナッツァへ向かいます。

着後：ヴェルナッツァにて自由行動（約2時間/昼食は
各自）
古い漁村の姿をそのまま残すヴェルナッツァにて、散
策と昼食の時間をお取りします。
1318年に建てられたサンタ・マルゲリータ教会等の見
どころを残す、チンクエテッレを代表する美しい村の
散策をお楽しみください。

<列車>レバントへ（約10分）
<バス>ミラノへ（約3時間30分/250km）
1930：ホテル着

05 （木）. ミラノ.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノの
シンボル、ドゥオモ（入場）を訪れます。
観光後ツアー終了

※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座
（入場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外

観観光となります。

(オプション. 2) 
1 - 4 日目は、オプション 1 と同行程
05 （木）. ミラノ/パリ.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノの
シンボル、ドゥオモ（入場）を訪れます。
観光後ミラノ中央駅へお送りします。
午後：<列車>パリへ（2等/約7時間）
1930：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。
※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座

（入場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外
観観光となります。

06 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

07 （土）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

全出発日/日曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 4 回
(オプション.2)  朝食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: ローマ, フィレンツェ, ミラノ.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, ウフィツ
ィ美術館（フィレンツェ）, ドゥオモ（ミラノ）.
観光用列車/ミニバス乗車: レバント/ヴェルナッツ
ァ間（往復）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ミラノ.
入場箇所: ドゥオモ（ミラノ）.
高速列車: ミラノ/パリ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

19

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 16, 23, 30
2023/5月: 07, 14, 21, 28
2023/6月: 04, 11, 18, 25
2023/7月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/8月: 06, 13, 20, 27
2023/9月: 03, 10, 17, 24
2023/10月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/11月: 05, 12, 19, 26
2023/12月: 03, 10, 17, 24, 31
2024/1月: 14, 28
2024/2月: 04, 11, 18, 25
2024/3月: 03, 10, 17, 24, 31

(オプション. 2 = オプション. 1)

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　フィレンツェ・ミラノ・ベネチア・ローマ(オプション. 1) 8 日間
 ID: 27358

パリ（オプション.2のみ）

(オプション. 1)
ID: 27360 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 115,100 162,600
赤数字出発日 ¥ 110,600 158,200
太数字出発日 ¥ 102,200 149,700
(オプション. 2)

ID: 27363 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 144,700 216,300
赤数字出発日 ¥ 135,700 207,200
太数字出発日 ¥ 126,400 197,900



代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 5 回
到着時の送迎付き
市内観光: ローマ, ポンペイ, マテーラ.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, 青の
洞窟（カプリ島）, ポンペイの遺跡, 洞窟住居（マ
テーラ）.
船: アマルフィ/マイオーリ間.
フェリー: ナポリ/カプリ島、カプリ島/ソレント間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

20

01 （土）. ローマ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （日）. ローマ/ナポリ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピ
エトロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエト
ロ大聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（
下車）、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）
を観光します。

午後：<バス>ナポリへ（約3時間30分/229km）
1700：ホテル着

03 （月）. ナポリ/カプリ/ソレント/アマルフィ海岸/ア
マルフィ/マイオーリ/ナポリ.-
0730：<バス>ナポリ港へ(約15分/5km)
ナポリ港よりカプリ島へ船で移動します。
カプリ島観光（昼食は各自）
波の状態が良ければ神秘的な美しい青の洞窟内部へご
案内いたします。

午後：<船>ソレントへ
ソレントよりアマルフィ海岸ドライブ（約1時間30
分/30km)
アマルフィ自由行動（約1時間）
世界遺産の美しい海岸のパノラマ、アラブ建築の影響を
受けた大聖堂などの景観をお楽しみください。

<船>マイオーリへ
<バス>ナポリへ（約1時間30分/70km)
1900：ホテル着

※アマルフィ海岸ではバスの車両規制に伴い、移動時の
みバス2台に分乗する場合があります。またアマルフィド
ライブは現地事情により行程変更や、観光箇所が割愛と
なる場合がございます。
※悪天候で船が欠航してカプリ島に渡ることができな
い場合はナポリ考古学博物館（火曜休）もしくはサン・
マルティーノ博物館（水曜休）とナポリ車窓観光へご案
内します。
※青の洞窟が波が高く入場できない場合はモンテ・ソラ
ーロ山展望台またはビラ・サンミケーレ（入場）にご案
内します。

04 （火）. ナポリ/ポンペイ/アルベロベッロ.-
0800：<バス>ポンペイへ(約1時間/30km)
ポンペイ遺跡観光（入場/約1時間30分）
ベスビオ山の噴火により廃墟と化した遺跡を訪れ、お
よそ2000年前の古代ローマ帝国の栄華を目の当たり
にします。

<バス>アルベロベッロへ(約5時間/317km/昼食は途中
の休憩所で各自)
午後：アルベロベッロにて自由行動（約1時間30分）
可愛らしいトゥルッリの家並みが続く街にて写真撮影や
ショッピングなどご自由にお楽しみください。
1730：ホテル着

05 （水）. アルベロベッロ/マテーラ/ローマ.-
0800：<バス>マテーラへ(約1時間40分/75km)
マテーラ住居群観光(徒歩にて/約1時間30分)
サッシと呼ばれる迷路のような町の洞窟住居群を観光
しサッシ内部へもご案内します。

<バス>ローマへ(約5時間30分）/423km/昼食は途中の
休憩所にて各自)
1730：ホテル着

※サッシ内部は、11/1はご案内ができません。

06 （木）. ローマ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/土曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

ローマ発　ローマと南イタリア周遊 6 日間
 ID: 27362

2023/4月: 29
2023/5月: 13, 27
2023/6月: 10, 24
2023/7月: 08, 22
2023/8月: 05, 19
2023/9月: 02, 16, 30
2023/10月: 14, 28

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2

2 1

ローマ

ナポリ
アルベロベッロ

イタリア

マテーラ

青の洞窟（カプリ島）

ID: 27362 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 139,100 189,700
赤数字出発日 ¥ 137,200 187,800
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1

2

2

2

1

1

ミラノ

パリ

ロンドン
ブリュッセル

アムステルダム

ローマ

フィレンツェ

イギリス

イタリア

フランス

ベルギー

オランダ

ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・
ミラノとパリ・ロンドン (オプション. 1)9 日間
 ID: 27366

ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノと
パリ・ロンドン・ベルギー・オランダ(オプション. 2)  12 日間
 ID: 27367

(オプション. 1) 
01 （日）. ローマ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。
02 （月）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピエ
トロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ
大聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（下
車）、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）を
観光します。
午後：自由行動
03 （火）. ローマ/サンジミニャーノ/フィレンツェ.-
0700：<バス>サンジミニャーノへ(約4時間30分/286km)
サンジミニャーノにて自由行動（約1時間30分/昼食は
各自）
サンジミニャーノ歴史地区として世界遺産にも登録さ
れた城壁と塔に囲まれた街で昼食の自由時間をお取り
します。
午後：<バス>フィレンツェへ(約1時間30分/54km)
途中、ミケランジェロ広場(下車)よりフィレンツェ旧市街
のパノラマをお楽しみください。
フィレンツェ市内観光(徒歩にて/約3時間)
ウフィッツィ美術館(入場)、花の聖母寺ドゥオモ(外観)、シ
ニョーリア広場へご案内します。

1900：ホテル着
04 （水）. フィレンツェ/ピサ/レバント/ヴェルナッツァ/レ
バント/ミラノ.-
0730：<バス>ピサへ（約1時間30分/86km）
ピサにて自由行動（約2時間）
世界でも珍しい傾いた鐘楼の立つドゥオモ広場にて散策
をお楽しみください。

<バス>レバントへ（約1時間30分/105km）
午後：<列車>ヴェルナッツァへ（約10分）
地中海沿いの美しい海岸線に沿ってバスと列車にてチン
クエ・テッレへ
チンクエテッレには車のアクセスが制限されているため、
ローカル列車に乗って、チンクエ・テッレの村の一つヴェ
ルナッツァへ向かいます。
着後：ヴェルナッツァにて自由行動（約2時間/昼食は各
自）
1318年に建てられたサンタ・マルゲリータ教会等の見ど
ころを残す、チンクエテッレを代表する美しい村の散策を
お楽しみください。

<列車>レバントへ（約10分）
<バス>ミラノへ（約3時間30分/250km）
1930：ホテル着
05 （木）. ミラノ/パリ.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノのシン
ボル、ドゥオモ（入場）を訪れます。
観光後ミラノ中央駅へお送りします。
午後：<列車>パリへ（2等/約7時間）
1930：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。
※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座（
入場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外観観
光となります。
06 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。
07 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英語
でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェ
ックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。
08 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·
シャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、
ウェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）
へご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動
09 （月）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 8 日目は、オプション 1 と同行程
09 （月）. ロンドン/ブリュッセル.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからロンドンセント・パンクラス駅へ送迎をご用意
しております。（英語でのご案内となります。）
午前：<列車>ブリュッセルへ（2等/約3時間）
1200-1430 ：ブリュッセル着 係員がお待ちしております。
その後、ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小
僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。
10 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイク/ ハ
ーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途
中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）

<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみく
ださい。

<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着
11 （水）. アムステルダム/ オッテルローまたはキューケ
ンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術館
を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約1
時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花を
お楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着
12 （木）. アムステルダム.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/日曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 8 回
(オプション.2) 朝食 11 回
到着時の送迎付き
市内観光: ローマ, フィレンツェ, ミラノ, ロンドン.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, ウフィツ
ィ美術館（フィレンツェ）, ドゥオモ（ミラノ）.
観光用列車/ミニバス乗車: レバント/ヴェルナッツ
ァ間（往復）.
高速列車: ミラノ/パリ間, パリ/ロンドン間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ブリュッセル, アントワープ.
入場箇所: 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッツハ
イス美術館（ハーグ）, アムステルダム国立美術館、
クレーラー・ミューラー美術館（オッテルロー）また
はキューケンホフ（開園期間4月1日~5月14日）.
高速列車: ロンドン/ブリュッセル間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

21

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月:  16, 23, 30
2023/5月:  14, 21, 28
2023/6月:  04, 11, 18, 25
2023/7月:  09, 23
2023/8月:  06, 20, 27
2023/9月:  03, 10, 17
2023/10月:  01, 15, 29

(オプション. 2 = オプション. 1)

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27366 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 199,200 295,000
赤数字出発日 ¥ 190,200 285,900

(オプション. 2)
ID: 27367 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 281,900 406,700
赤数字出発日 ¥ 271,200 396,000
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代金に含まれているもの
クルーズのツアーに含まれるサービス:  
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間
あり/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 9 回
(オプション.2) 朝食 11 回
到着時の送迎付き
市内観光: ローマ, フィレンツェ, ミラノ, ルクセン
ブルク, ブルージュ, ゲント, ブリュッセル.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, ウフィ
ツィ美術館（フィレンツェ）, ドゥオモ（ミラノ）, 聖
バーフ大聖堂（ゲント）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）.
観光用列車/ミニバス乗車: レバント/ヴェルナッ
ツァ間（往復）.
高速列車: ミラノ/パリ間, パリ/ルクセンブルク間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: アントワープ.
入場箇所: 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッ
ツハイス美術館（ハーグ）, アムステルダム国立
美術館、クレーラー・ミューラー美術館（オッテル
ロー）またはキューケンホフ（開園期間4月1日
~5月14日）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、 ご旅行契約をされた
お客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させ
ていただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

全出発日/日曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 16, 23, 30
2023/5月: 07, 14, 21, 28
2023/6月: 04, 11, 18, 25
2023/7月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/8月: 06, 13, 20, 27
2023/9月: 03, 10, 17, 24
2023/10月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/11月: 05, 12, 19, 26
2023/12月: 03, 10, 17, 24
2024/2月: 04, 11, 18, 25
2024/3月: 03, 10, 17, 24
(オプション. 2 = オプション. 1)

2

1

2

2

1
1

1

1

ミラノ

パリ

ブリュッセル
ブルージュ

アムステルダム

ルクセンブルク

ローマ

フィレンツェ

フランス

イタリア

ベルギー

オランダローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノと
パリ・ルクセンブルク・ベルギー(オプション. 1)1 0 日間
 ID: 27365

ローマ発　イタリア周遊　ローマ・フィレンツェ・ミラノと
パリ・ルクセンブルク・ベルギー・オランダ (オプション. 2) 12日間 
 ID: 27364

(オプション. 1) 
01 （日）. ローマ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。
02 （月）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピエトロ
広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ大聖堂（
入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（下車）、コロッセ
オ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）を観光します。
午後：自由行動
03 （火）. ローマ/サンジミニャーノ/フィレンツェ.-
0700：<バス>サンジミニャーノへ(約4時間30分/286km)
サンジミニャーノにて自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
サンジミニャーノ歴史地区として世界遺産にも登録された城
壁と塔に囲まれた街で昼食の自由時間をお取りします。
午後：<バス>フィレンツェへ(約1時間30分/54km)
途中、ミケランジェロ広場(下車)よりフィレンツェ旧市街のパ
ノラマをお楽しみください。
フィレンツェ市内観光(徒歩にて/約3時間)
ウフィッツィ美術館(入場)、花の聖母寺ドゥオモ(外観)、シニョ
ーリア広場へご案内します。

1900：ホテル着
04 （水）. フィレンツェ/ピサ/レバント/ヴェルナッツァ/レ
バント/ミラノ.-
0730：<バス>ピサへ（約1時間30分/86km）
ピサにて自由行動（約2時間）
世界でも珍しい傾いた鐘楼の立つドゥオモ広場にて散策をお
楽しみください。

<バス>レバントへ（約1時間30分/105km）
午後：<列車>ヴェルナッツァへ（約10分）
地中海沿いの美しい海岸線に沿ってバスと列車にてチンク
エ・テッレへ
チンクエテッレには車のアクセスが制限されているため、ロ
ーカル列車に乗って、チンクエ・テッレの村の一つヴェルナッ
ツァへ向かいます。
着後：ヴェルナッツァにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
1318年に建てられたサンタ・マルゲリータ教会等の見どころ
を残す、チンクエテッレを代表する美しい村の散策をお楽し
みください。

<列車>レバントへ（約10分）
<バス>ミラノへ（約3時間30分/250km）
1930：ホテル着
05 （木）. ミラノ/パリ.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノのシンボ
ル、ドゥオモ（入場）を訪れます。
観光後ミラノ中央駅へお送りします。
午後：<列車>パリへ（2等/約7時間）
1930：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありませ
ん。
※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座（入
場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外観観光とな
ります。
06 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytripか
らお申し込みいただけます。
07 （土）. パリ/ルクセンブルク.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ東駅への送迎をご用意しています。（英語また
はフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ルクセンブルクへ（2等/約2時間30分）
1030-1300 ：ルクセンブルク着
ルクセンブルク着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチ
ェックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありません。
08 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2時間）

ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）を見
学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみください。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着
09 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を観光
します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)を
観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小僧(
いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学できませ
ん。
10 （火）. ブリュッセル.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 9 日目は、オプション 1 と同行程
10 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイク/ ハ
ーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途中
の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）

<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみくだ
さい。

<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着
11 （水）. アムステルダム/ オッテルローまたはキューケ
ンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約1時
間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を入
場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術館を
見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４日ま
で）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約1時
間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を入
場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花をお
楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着
12 （木）. アムステルダム.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27365 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 205,600 302,700
赤数字出発日 ¥ 196,800 294,000
太数字出発日 ¥ 185,700 282,900

(オプション. 2)
ID: 27364 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 259,700 373,900
赤数字出発日 ¥ 248,900 363,200
太数字出発日 ¥ 238,000 352,200
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ローマ発　イタリアとドイツ・オーストリア周遊 (オプション. 1)11 日間
 ID: 27371

ローマ発　人気のイタリア4都市周遊　ローマ・フィレンツェ・
ミラノ・ベネチアとミュンヘン・プラハ(オプション. 2)  11 日間
 ID: 27368

イタリア

(オプション. 1) 
01 （日）. ローマ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語また
はその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ませ
ください。
02 （月）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピエ
トロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエトロ大
聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（下車）
、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）を観光
します。
午後：自由行動
03 （火）. ローマ/サンジミニャーノ/フィレンツェ.-
0700：<バス>サンジミニャーノへ(約4時間30分/286km)
サンジミニャーノにて自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
サンジミニャーノ歴史地区として世界遺産にも登録された城
壁と塔に囲まれた街で昼食の自由時間をお取りします。
午後：<バス>フィレンツェへ(約1時間30分/54km)
途中、ミケランジェロ広場(下車)よりフィレンツェ旧市街のパノ
ラマをお楽しみください。
フィレンツェ市内観光(徒歩にて/約3時間)
ウフィッツィ美術館(入場)、花の聖母寺ドゥオモ(外観)、シニョー
リア広場へご案内します。

1900：ホテル着
04 （水）. フィレンツェ/ピサ/レバント/ヴェルナッツァ/
レバント/ミラノ.-
0730：<バス>ピサへ（約1時間30分/86km）
ピサにて自由行動（約2時間）
世界でも珍しい傾いた鐘楼の立つドゥオモ広場にて散策をお
楽しみください。

<バス>レバントへ（約1時間30分/105km）
午後：<列車>ヴェルナッツァへ（約10分）
地中海沿いの美しい海岸線に沿ってバスと列車にてチンクエ・
テッレへ
チンクエテッレには車のアクセスが制限されているため、ロー
カル列車に乗って、チンクエ・テッレの村の一つヴェルナッツァ
へ向かいます。
着後：ヴェルナッツァにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
1318年に建てられたサンタ・マルゲリータ教会等の見どころ
を残す、チンクエテッレを代表する美しい村の散策をお楽しみ
ください。

<列車>レバントへ（約10分）
<バス>ミラノへ（約3時間30分/250km）
1930：ホテル着
05 （木）. ミラノ/シルミオーネ/ベローナ/ベネチア（メ
ストレ）.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノのシンボル、
ドゥオモ（入場）を訪れます。

<バス>シルミオーネヘ(約2時間/135km)
午後：シルミオーネにて自由行動(約1時間30分/昼食は各自)
イタリアで一番大きな湖のガルダ湖、その湖畔にあるリゾート
地シルミオーネの散策をお楽しみください。

<バス>ベローナへ(約1時間/46km)
ベローナにて自由行動（約2時間）

「ロミオとジュリエット」の舞台となったジュリエット家の中庭
や古代ローマ帝国建築の円形劇場（アレーナ）などの見所をお
楽しみください。

<バス>ベネチア（メストレ）へ（約1時間30分/124km）
1900：ホテル着
※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座（入場）へ
ご案内します。スカラ座も閉館の場合は外観観光となります。
06 （金）. ベネチア.-
0800：バスとボートにてベネチア本島へ
ベネチア市内観光(徒歩にて）とゴンドラ遊覧（合計約3時間)
サンマルコ寺院（外観）、ドゥカーレ宮(外観)、サンマルコ広場を
徒歩にてご案内します。
ベネチアを象徴するゴンドラ遊覧もお楽しみください。
観光後、サンマルコ広場にて解散します。
午後：自由行動
07 （土）. ベネチア/ミュンヘン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからメストレ駅へは送迎をご用意しています。（英語また
はイタリア語でのご案内となります。）
午前：<列車>ミュンヘンへ（2等/約7時間30分）
1600-1900：ミュンヘン着
ミュンヘン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありません。
08 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタイ
ンガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の町で
各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な城を観
光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録されて
いる教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行してい
ませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マリエン橋から
城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見学日の
直前になる場合があり、入場見学をいただけないことがありま
す。その場合、代わりにホーエンシュバンガウ城の入場見学に
ご案内します。ノイシュバンシュタイン城入場可否については、
見学日の14日前までにご連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズのため、
入場できません。
09 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウィ
ーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、ゲトラ
イデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったアッター
湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りします。
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内となり
ます。

10 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハン・
シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へご案内し
ます。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてティータ
イム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みでお楽しみく
ださい。
11 （水）. ウィーン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 8 日目は、オプション 1 と同行程
09 （月）. ミュンヘン/プラハ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからミュンヘン駅へは送迎をご用意しています。（英語ま
たはドイツ語でのご案内となります。）
午前：<列車>プラハへ（2等/約6時間）
1600-1900 ：プラハ着
プラハ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェックイ
ンください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありません。
10 （火）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラスがある
有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イジー教会（い
ずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご案内します。
旧市街広場にて解散

午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術館巡り、
本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽しみください。
11 （水）. プラハ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/日曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 10 回
(オプション.2) 朝食 10 回
到着時の送迎付き
市内観光: ローマ, フィレンツェ, ミラノ, ベネチア, 
＜オプション.1のみ ザルツブルク, ウィーン＞.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, ウフィツ
ィ美術館（フィレンツェ）, ドゥオモ（ミラノ）, ノイシュ
バンシュタイン城（ホーエンシュバンガウ）、ヴィー
ス教会（シュイタインガーデン）, ＜オプション.1の
み モーツァルトの生家（ザルツブルク）, シェーンブ
ルン宮殿とシュテファン寺院（ウィーン）＞.
船: ゴンドラ遊覧（ベネチア）.
観光用列車/ミニバス乗車: レバント/ヴェルナッツ
ァ間（往復）.
高速列車: ベネチア/ミュンヘン間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: プラハ.
入場箇所: プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄金
の小路、聖イジー教会（プラハ）.
高速列車: ミュンヘン/プラハ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

23

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 16, 23, 30
2023/5月: 07, 14, 21, 28
2023/6月: 04, 11, 18, 25
2023/7月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/8月: 06, 13, 20, 27
2023/9月: 03, 10, 17, 24
2023/10月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/11月: 05, 12, 19, 26
2023/12月: 03, 10, 17, 24
2024/2月: 04, 11, 18, 25
2024/3月: 03, 10, 17, 24
(オプション. 2 = オプション. 1)

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27371 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 249,400 345,300
赤数字出発日 ¥ 245,100 341,000
太数字出発日 ¥ 230,500 326,400
(オプション. 2)

ID: 27368 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 234,100 328,200
赤数字出発日 ¥ 228,700 322,800
太数字出発日 ¥ 215,200 309,300



ローマ発　イタリアとドイツ・中欧周遊　ブダペストまで(オプション. 1) 12 日間
  ID: 27370

ローマ発　イタリアとドイツ・中欧周遊　プラハまで(オプション. 2)  14 日間
 ID: 27369

(オプション. 1) 
01 （日）. ローマ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお
済ませください。

02 （月）. ローマ.-
0800：<バス>ローマ市内観光 （約4時間）
巨大列柱と100を超える聖人像に囲まれたサン・ピ
エトロ広場（下車）、カトリックの総本山サン·ピエト
ロ大聖堂（入場）、トレビの泉（下車）、スペイン広場（
下車）、コロッセオ（車窓）、サンタンジェロ城（車窓）
を観光します。
午後：自由行動

03 （火）. ローマ/サンジミニャーノ/フィレンツェ.-
0700：<バス>サンジミニャーノへ(約4時間30
分/286km)
サンジミニャーノにて自由行動（約1時間30分/昼食は
各自）
サンジミニャーノ歴史地区として世界遺産にも登録さ
れた城壁と塔に囲まれた街で昼食の自由時間をお取
りします。
午後：<バス>フィレンツェへ(約1時間30分/54km)
途中、ミケランジェロ広場(下車)よりフィレンツェ旧市街
のパノラマをお楽しみください。
フィレンツェ市内観光(徒歩にて/約3時間)
ウフィッツィ美術館(入場)、花の聖母寺ドゥオモ(外観)、
シニョーリア広場へご案内します。

1900：ホテル着

04 （水）. フィレンツェ/ピサ/レバント/ヴェルナッツ
ァ/レバント/ミラノ.-
0730：<バス>ピサへ（約1時間30分/86km）
ピサにて自由行動（約2時間）
世界でも珍しい傾いた鐘楼の立つドゥオモ広場にて散
策をお楽しみください。

<バス>レバントへ（約1時間30分/105km）
午後：<列車>ヴェルナッツァへ（約10分）
地中海沿いの美しい海岸線に沿ってバスと列車にてチ
ンクエ・テッレへ

チンクエテッレには車のアクセスが制限されているた
め、ローカル列車に乗って、チンクエ・テッレの村の一つ
ヴェルナッツァへ向かいます。
着後：ヴェルナッツァにて自由行動（約2時間/昼食は
各自）

1318年に建てられたサンタ・マルゲリータ教会等の見ど
ころを残す、チンクエテッレを代表する美しい村の散策
をお楽しみください。

<列車>レバントへ（約10分）
<バス>ミラノへ（約3時間30分/250km）
1930：ホテル着

05 （木）. ミラノ/シルミオーネ/ベローナ/ベネチア（
メストレ）.-
0800：<バス>ミラノ市内観光(約2時間)
ビットリオ・エマヌエレ2世ガレリア（下車）やミラノのシ
ンボル、ドゥオモ（入場）を訪れます。

<バス>シルミオーネヘ(約2時間/135km)
午後：シルミオーネにて自由行動(約1時間30分/昼食
は各自)
イタリアで一番大きな湖のガルダ湖、その湖畔にあるリ
ゾート地シルミオーネの散策をお楽しみください。

<バス>ベローナへ(約1時間/46km)
ベローナにて自由行動（約2時間）

「ロミオとジュリエット」の舞台となったジュリエット家
の中庭や古代ローマ帝国建築の円形劇場（アレーナ）
などの見所をお楽しみください。

<バス>ベネチア（メストレ）へ（約1時間30分/124km）
1900：ホテル着

※突然の行事等でドゥオモが閉館の場合は、スカラ座（
入場）へご案内します。スカラ座も閉館の場合は外観観
光となります。

06 （金）. ベネチア.-
0800：バスとボートにてベネチア本島へ
ベネチア市内観光(徒歩にて）とゴンドラ遊覧（合計約
3時間)
サンマルコ寺院（外観）、ドゥカーレ宮(外観)、サンマルコ
広場を徒歩にてご案内します。
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全出発日/日曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 16, 23, 30
2023/5月: 07, 14, 21, 28
2023/6月: 04, 11, 18, 25
2023/7月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/8月: 06, 13, 20, 27
2023/9月: 03, 10, 17, 24
2023/10月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/11月: 05, 12, 19, 26
2023/12月: 03, 10, 17, 24
2024/2月: 04, 11, 18, 25
2024/3月: 03, 10, 17, 24
(オプション. 2 = オプション. 1)

 ノイシュバンシュタイン城（ホーエンシュバンガウ）

サン・ピエトロ広場(ローマ)　

(オプション. 1)
ID: 27370 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 276,500 377,900
赤数字出発日 ¥ 271,700 373,200
太数字出発日 ¥ 255,600 357,100
(オプション. 2)

ID: 27369 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 313,000 425,500
赤数字出発日 ¥ 307,600 420,100
太数字出発日 ¥ 291,100 403,500



代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日程表
参照）
(オプション.1) 朝食 11 回
(オプション.2) 朝食 13 回
到着時の送迎付き
市内観光: ローマ, フィレンツェ, ミラノ, ベネチア, ザルツブ
ルク, ウィーン, ブダペスト.
入場箇所: サン・ピエトロ大聖堂（ローマ）, ウフィツィ美術館

（フィレンツェ）, ドゥオモ（ミラノ）, ノイシュバンシュタイン城
（ホーエンシュバンガウ）、ヴィース教会（シュイタインガー
デン）, モーツァルトの生家（ザルツブルク）, シェーンブルン
宮殿とシュテファン寺院（ウィーン）, マーチャーシ教会と聖
イシュトバン大聖堂（ブダペスト）.
船: ゴンドラ遊覧（ベネチア）.
観光用列車/ミニバス乗車: レバント/ヴェルナッツァ間（往
復）.
高速列車: ベネチア/ミュンヘン間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ブダペスト, プラハ.
入場箇所: マーチャーシ教会と聖イシュトバン大聖堂（ブダ
ペスト）, プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄金の小路、聖
イジー教会（プラハ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して遡って
60日前までで、ご旅行契約をされたお客様がいらっしゃらな
い場合、催行を中止させていただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はありません
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2

1

2
2

1
1

1

1

ミラノ

ミュンヘン ウィーン
ブダペスト

ブラチスラバ

プラハ

ローマ

フィレンツェ

2 ベネチア（メストレ）

イタリア

ドイツ
チェコ スロバキア

ハンガリー
オーストリア

ベネチアを象徴するゴンドラ遊覧もお楽しみください。
観光後、サンマルコ広場にて解散します。
午後：自由行動

07 （土）. ベネチア/ミュンヘン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからメストレ駅へは送迎をご用意しています。（
英語またはイタリア語でのご案内となります。）
午前：<列車>ミュンヘンへ（2等/約7時間30分）
1600-1900：ミュンヘン着
ミュンヘン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降
にチェックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内は
ありません。

08 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュ
タインガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓
の町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優
美な城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取
りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登
録されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運
行していませんのでお城の入り口まで徒歩移動とな
り、マリエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご
見学日の直前になる場合があり、入場見学をいただ
けないことがあります。その場合、代わりにホーエン
シュバンガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュ
バンシュタイン城入場可否については、見学日の14
日前までにご連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクロー
ズのため、入場できません。

09 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/
ウィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外
観)、ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内
します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなっ
たアッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお
取りします。
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案
内となります。

10 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、
ヨハン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも
下車)へご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにて
ティータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお
好みでお楽しみください。

11 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペ
スト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)

ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガ
リーの可愛い街にて散策をお楽しみください。
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽
しみください。
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着
12 （木）. ブダペスト.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(
いずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご
案内します。
1130：くさり橋近くの市中心部でツア－終了

(オプション. 2) 
1 - 11 日目は、オプション 1 と同行程
12 （木）. ブダペスト/ブラチスラバ.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(
いずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご
案内します。
くさり橋近くの市中心部で解散後、自由行動(約1時
間30分/昼食は各自)
歩行者天国のヴァーツィー通りや中央市場、ドナウ川
のパノラマなどお好みでお楽しみください。

午後：<バス>ブラチスラバへ(約3時間/215km)
ブラチスラバ城(外観）に立ち寄り、お城からの美しい
眺望をお楽しみいただきます。
1730：ホテル着
13 （金）. ブラチスラバ/チェスキー・クルムロフ/
プラハ.-
0800：<バス>チェスキー・クルムロフへ(約5時間30
分/288km)（昼食は途中の休憩所で各自）
午後：チェスキー・クルムロフにて自由行動（約1時
間30分）
世界遺産に登録された美しい街の散策をお楽しみ
ください。
<バス>プラハへ(約3時間/185km)
1900：ホテル着
14 （土）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4
時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラ
スがある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、
聖イジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場
へご案内します。
旧市街広場でツアー終了　　　

ブダペスト

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)



全出発日/水曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （水）. マドリード.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。
02 （木）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サンミゲ
ル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈（下車）、
マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代わ
りに闘牛場（入場）へご案内します。

03 （金）. マドリード/サラゴサ/モンセラット/バルセロナ.-
0800:<バス>サラゴサへ（約4時間/320km）
着後：サラゴサにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）
モンセラット観光（約1時間）
モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀のベ
ネディクト派の修道院（入場）を訪れます。
夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）
2000：ホテル着

04 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリョ
邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場不可
となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は予約不可
となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・ファミリアの
外観観光とカテドラルの外観観光となります。

05 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光します。観
光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）
午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご案内
します。
1830：ホテル着

06 （月）. バレンシア/グラナダ.-
0800：<バス>グラナダへ（約7時間/511km）（昼食は途中の
休憩所にて各自）
着後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台（下車）
とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入場約1時間）

またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒
歩にて/入場約2時間/庭園含む）にご案内します
1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパス
ポート番号が必要となるため、お申し込み時にお知らせく
ださい。ご予約完了後のパスポート番号および氏名変更
はお受けできません。
※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1が
閉館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一部行
程が変更となる場合があります。なお、これらの変更は予
約の都合により現地での案内となる場合があります。

07 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/セ
ビリア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間をお
取りします。
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベーリ
ャで散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の白い
街ロンダの散策（約1時間30分）をお楽しみください。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

08 （水）. セビリア/コルドバ/マドリード.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（ヒ
ラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビル
川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下車）
を訪れます
午後：自由行動（1時間/昼食は各自）
<バス>コルドバへ（約2時間/140km）
コルドバ市内観光（徒歩にて/約2時間）
メスキータ(入場)、ユダヤ人街（花の小路を含む）へご案
内します。

夜：<列車>マドリード（2等/約2時間）
係員が駅でお待ちしております。駅-ホテル間の送迎が
含まれます。（英語またはスペイン語でのご案内となり
ます。）
2115-2200：ホテル着

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

ツアー終了

この日のホテル宿泊はツアーに含まれません。

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 7 回
到着時の送迎付き
市内観光: マドリード, バルセロナ, セビリア, コ
ルドバ.
入場箇所: プラド美術館（マドリード）, モンセラッ
トの修道院, サグラダファミリア（バルセロナ）, ペ
ニスコラ城, アルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭
園（グラナダ）, カテドラルとヒラルダの塔（セビリ
ア）, メスキータ（コルドバ）.
高速列車: コルドバ/マドリード間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

マドリード発　スペイン周遊　マドリード・バルセロナとアンダルシア地方
　＜高速鉄道 AVE利用＞8 日間
  ID: 27279
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サグラダ・ファミリア（バルセロナ）

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

カスタマイズで
毎日出発可能

P.7 参照

2マドリード

グラナダ
セビリア

1

1

1

2
バルセロナ

バレンシアスペイン

2023/4月: 19, 26
2023/5月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/6月: 07, 14, 21, 28
2023/7月: 05, 12, 19, 26
2023/8月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/9月: 06, 13, 20, 27
2023/10月: 04, 11, 18, 25
2023/11月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/12月: 20, 27
2024/1月: 10, 24
2024/2月: 07, 21
2024/3月: 06, 13, 20, 27

ID: 27279 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 177,200 230,900
赤数字出発日 ¥ 174,700 228,400
太数字出発日 ¥ 170,100 223,800



バルセロナ発　スペイン周遊　バルセロナ・マドリードとアンダルシア地方
　　＜高速鉄道 AVE利用＞(オプション. 1)8 日間
  ID: 27245

バルセロナ発　スペイン周遊　バルセロナ・
マドリードとアンダルシア地方(オプション. 2)  9 日間
  ID: 27246

バルセロナ

バレンシア

グラナダ

マドリード

セビリア

2

1

1

2

1/2

スペイン(オプション. 1) 
01 （金）. バルセロナ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリ
ョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場不
可となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は予約
不可となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・ファミ
リアの外観観光とカテドラルの外観観光となります。

03 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光します。
観光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）
午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご案
内します。
1830：ホテル着

04 （月）. バレンシア/グラナダ.-
0800：<バス>グラナダへ（約7時間/511km）（昼食は途中
の休憩所にて各自）
着後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台（下
車）とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入場約1
時間）
またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩
にて/入場約2時間/庭園含む）にご案内します
1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパス
ポート番号が必要となるため、お申し込み時にお知らせく
ださい。ご予約完了後のパスポート番号および氏名変更
はお受けできません。
※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1が
閉館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一部行程
が変更となる場合があります。なお、これらの変更は予約
の都合により現地での案内となる場合があります。

05 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/セビ
リア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間をお
取りします。
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベーリ
ャで散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の白い街
ロンダの散策（約1時間30分）をお楽しみください。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

06 （水）. セビリア/コルドバ/マドリード.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（ヒ
ラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビル
川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下車）
を訪れます

午後：自由行動（1時間/昼食は各自）
<バス>コルドバへ（約2時間/140km）
コルドバ市内観光（徒歩にて/約2時間）
メスキータ(入場)、ユダヤ人街（花の小路を含む）へご案
内します。

夜：<列車>マドリード（2等/約2時間）
係員が駅でお待ちしております。駅-ホテル間の送迎が含
まれます。（英語またはスペイン語でのご案内となります。）
2115-2200：ホテル着

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

07 （木）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈

（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内
します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。
08 （金）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 5 日目は、オプション 1 と同行程
06 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（ヒ
ラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビル
川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下車）
を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と混乗）
をご利用いただけます。

07 （木）. セビリア/コルドバ/コンスエグラ/マドリー
ド.-
0830：<バス>コルドバ（約2時間/140km）
着後：コルドバ市内観光（約3時間30分、自由行動を含む/
昼食は各自）
メスキータ（入場）、シナゴーグ(入場）、ユダヤ人街（花の
小道を含む）へ
午後：<バス>コンスエグラへ（約3時間30分/280km）
ラ・マンチャ地方のコンスエグラにて風車（入場）をご覧い
ただきます。
<バス>マドリードへ（約2時間/132km）

2000：ホテル着
08 （金）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈

（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内
します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

09 （土）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/金曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 7 回
(オプション.2) 朝食 8 回
到着時の送迎付き
市内観光: バルセロナ, セビリア, コルドバ, マドリ
ード.
入場箇所: サグラダファミリア（バルセロナ）, ペニス
コラ城, アルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園（グ
ラナダ）, カテドラルとヒラルダの塔（セビリア）, メ
スキータ（コルドバ）, プラド美術館（マドリード）.
高速列車: コルドバ/マドリード間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: セビリア, コルドバ, マドリード.
入場箇所: カテドラルとヒラルダの塔（セビリア）, メ
スキータ、シナゴーグ（コルドバ）, 風車（コンスエグ
ラ）, プラド美術館（マドリード）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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(オプション. 1)
2023/4月: 21, 28
2023/5月: 05, 12, 19, 26
2023/6月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/10月: 06, 13, 20, 27
2023/11月: 03, 10, 17, 24
2023/12月: 01, 22, 29
2024/1月: 12, 26
2024/2月: 09
2024/3月: 08, 15, 22, 29

(オプション. 2 = オプション. 1と下記出発日)
2024/2月: 23

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
ID: 27245 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 152,100 201,800
赤数字出発日 ¥ 149,600 199,300
太数字出発日 ¥ 145,000 194,700
(オプション. 2)

ID: 27246 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 163,500 217,300
赤数字出発日 ¥ 159,000 212,800
太数字出発日 ¥ 154,800 208,600



全出発日/水曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （水）. マドリード.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （木）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サンミゲ
ル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈（下車）、
マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代わ
りに闘牛場（入場）へご案内します。

03 （金）. マドリード/サラゴサ/モンセラット/バルセロ
ナ.-
0800:<バス>サラゴサへ（約4時間/320km）
着後：サラゴサにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）
モンセラット観光（約1時間）
モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀のベ
ネディクト派の修道院（入場）を訪れます。
夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）
2000：ホテル着

04 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリョ
邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場不可
となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は予約不可
となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・ファミリアの
外観観光とカテドラルの外観観光となります。
05 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光します。観
光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）
午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご案内
します。
1830：ホテル着

06 （月）. バレンシア/グラナダ.-
0800：<バス>グラナダへ（約7時間/511km）（昼食は途中の
休憩所にて各自）
着後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台（下車）

とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入場約1時間）
またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒
歩にて/入場約2時間/庭園含む）にご案内します
1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパス
ポート番号が必要となるため、お申し込み時にお知らせく
ださい。ご予約完了後のパスポート番号および氏名変更
はお受けできません。
※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1が
閉館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一部行
程が変更となる場合があります。なお、これらの変更は予
約の都合により現地での案内となる場合があります。

07 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/セ
ビリア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間をお
取りします。
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベーリ
ャで散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の白い
街ロンダの散策（約1時間30分）をお楽しみください。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

08 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（ヒ
ラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビル
川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下車）
を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と混乗）
をご利用いただけます。

09 （木）. セビリア/コルドバ/コンスエグラ/マドリード.-
0830：<バス>コルドバ（約2時間/140km）
着後：コルドバ市内観光（約3時間30分、自由行動を含
む/昼食は各自）
メスキータ（入場）、シナゴーグ(入場）、ユダヤ人街（花の
小道を含む）へ
午後：<バス>コンスエグラへ（約3時間30分/280km）
ラ・マンチャ地方のコンスエグラにて風車（入場）をご覧
いただきます。
<バス>マドリードへ（約2時間/132km）
2000：ホテル着

10 （金）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 9 回
到着時の送迎付き
市内観光: マドリード, バルセロナ, セビリア, コ
ルドバ.
入場箇所: プラド美術館（マドリード）, モンセラッ
トの修道院, サグラダファミリア（バルセロナ）, ペ
ニスコラ城, アルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭
園（グラナダ）, カテドラルとヒラルダの塔（セビリ
ア）, メスキータ、シナゴーグ（コルドバ）, 風車（コ
ンスエグラ）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

マドリード発　スペイン周遊　マドリード・バルセロナとアンダルシア地方 10日間
  ID: 27240
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セビリア

2023/4月: 19, 26
2023/5月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/6月: 07, 14, 21, 28
2023/7月: 05, 12, 19, 26
2023/8月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/9月: 06, 13, 20, 27
2023/10月: 04, 11, 18, 25
2023/11月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/12月: 20, 27
2024/1月: 10, 24
2024/2月: 07, 21
2024/3月: 06, 13, 20, 27

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

3マドリード

グラナダ
セビリア

1

1

2

2

バルセロナ

バレンシア
スペイン

ID: 27240 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 187,800 248,300
赤数字出発日 ¥ 183,500 243,900
太数字出発日 ¥ 179,300 239,800



マドリード発　スペインハイライト　
マドリード・バルセロナ　バルセロナ終了(オプション. 1) 5 日間
  ID: 27243

マ ドリード発　スペインハイライト　
マドリード・バルセロナ　マドリード終了 (オプション. 2)  6 日間
  ID: 27244

プラド美術館（マドリード）

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1) 
01 （水）. マドリード.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（
英語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお
済ませください。

02 （木）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サ
ンミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場
界隈（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へ
ご案内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。
代わりに闘牛場（入場）へご案内します。

03 （金）. マドリード/サラゴサ/モンセラット/バルセ
ロナ.-
0800:<バス>サラゴサへ（約4時間/320km）
着後：サラゴサにて自由行動（約2時間30分/昼食は
各自）
午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）
モンセラット観光（約1時間）
モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀
のベネディクト派の修道院（入場）を訪れます。
夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）
2000：ホテル着

04 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バ
トリョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入
場不可となります。無料開放日（2022年11月現在未
定）は予約不可となります。いずれの場合も代わりに
サグラダ・ファミリアの外観観光とカテドラルの外観観
光となります。

05 （日）. バルセロナ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 4 日目は、オプション 1 と同行程
05 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア/マドリ
ード.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光し
ます。
観光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）

午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご
案内します。
夜：<電車>マドリードへ（2等/約2時間30分）

2050-2245: マドリード・アトーチャ駅着
マドリード着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

06 （月）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/水曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 4 回
(オプション.2) 朝食 5 回
到着時の送迎付き
市内観光: マドリード, バルセロナ.
入場箇所: プラド美術館（マドリード）, モンセラット
の修道院, サグラダファミリア（バルセロナ）.

(追加サービス オプション. 2)
入場箇所: ペニスコラ城.
高速列車: バレンシア/マドリード間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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(オプション. 1)
2023/4月: 19, 26
2023/5月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/6月: 07, 14, 21, 28
2023/7月: 05, 12, 19, 26
2023/8月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/9月: 06, 13, 20, 27
2023/10月: 04, 11, 18, 25
2023/11月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/12月: 20, 27
2024/1月: 10, 24
2024/2月: 07, 21
2024/3月: 06, 13, 20, 27

(オプション. 2 = オプション. 1 )

モンセラット

2/3
マドリード

2
バルセロナサラゴサ

バレンシアスペイン

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27243 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 79,100 105,500
赤数字出発日 ¥ 78,000 104,400
太数字出発日 ¥ 75,600 102,000
(オプション. 2)

ID: 27244 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 107,900 141,500
赤数字出発日 ¥ 106,600 140,300
太数字出発日 ¥ 104,400 138,000



バルセロナ発　スペインハイライト　
バルセロナ・マドリード(オプション. 1) 5 日間
  ID: 27249      

バルセロナ発　スペインハイライト　
バルセロナ・マドリードとバスク地方(オプション. 2)  9 日間
  ID: 27250      

全出発日/金曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （金）. バルセロナ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリョ
邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場不可
となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は予約不可
となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・ファミリアの
外観観光とカテドラルの外観観光となります。

03 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア/マドリード.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光します。
観光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）

午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご案内
します。
夜：<電車>マドリードへ（2等/約2時間30分）

2050-2245: マドリード・アトーチャ駅着
マドリード着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

04 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サンミゲ
ル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈（下車）、
マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代わり
に闘牛場（入場）へご案内します。

05 （火）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 4 日目は、オプション 1 と同行程
05 （火）. マドリード/ブルゴス/ビトリア/ビルバオ.-
0830：<バス>ブルゴスへ（約3時間15分/245km）
着後：ブルゴス市内観光（約1時間）
1221年に着工し、16世紀に完成したセビリア、トレドと並ぶ「
スペイン3大ゴシック聖堂」の1つに挙げられているカテドラ
ル(入場)、サンタマリア門(下車)をご案内します。
観光後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）

午後：<バス>ビトリアへ（約1時間30分/120km）
ビトリアにて自由行動（約1時間30分）
バスク州の州都で、ビルバオに次いで人口が多い街の中
心街での散策をお楽しみください。
<バス>ビルバオへ（約1時間/65km）
1815：ホテル着
夜：ご希望の方を街の中心部にご案内します。ホテルへは
各自にてお戻りください。

06 （水）. ビルバオ/イゲルド山/サンセバスチャン.-
0930：<バス>ビスカヤ橋へ（約30分/15km）
ビスカヤ橋観光（約1時間）
2006年世界遺産に登録された橋をエレベーターと徒歩、
吊り下げられたゴンドラで往復します。
<バス>ビルバオへ（約30分/15km）
ビルバオ市内観光（約1時間）
奇抜なデザインで有名なグッゲンハイム美術館(外観)、旧
市街にご案内します。
観光後自由行動(約1時間/昼食は各自）
午後：<バス>サンセバスチャンへ（約1時間30分/100km）
イゲルド山の展望台(下車)へご案内します。天気が良け
れば美しいコンチャ湾沿いの街並みと緑豊かな山々が見
渡せます。
1615：ホテル着
夕刻：ご希望の方を中心部バル街にご案内します。ホテル
へは各自にてお戻りください。

※ビスカヤ橋のエレベーターが運行していない場合は、
徒歩で橋を渡らず、往復ともゴンドラで移動します。

07 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨンヌ/
ロンセスバジェス/パンプローナ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）
木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アルマ広
場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案内します。
その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、フラ
ンス側のバスクの中心地です。自由に散策をお楽しみく
ださい。
午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロンセス
バジェスにて自由行動（約1時間）
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭り)で
有名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

08 （金）. パンプローナ/サラゴサ/マドリード.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散策を
お楽しみください。
午後：<バス>マドリードへ（約4時間/320km）
1900：ホテル着

09 （土）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 4 回
(オプション.2) 朝食 8 回
到着時の送迎付き
市内観光: バルセロナ, マドリード.
入場箇所: サグラダファミリア（バルセロナ）, ペニ
スコラ城, プラド美術館（マドリード）.
高速列車: バレンシア/マドリード間.

(追加サービス オプション. 2)
入場箇所: カテドラル（ブルゴス）, ビスカヤ橋のゴ
ンドラとエレベーター（ビルバオ）.
夜間送迎: ビルバオの中心地へ（夕食時）, サンセ
バスチャン中心部バル街へ（夕食時）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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ペニスコラ

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 28
2023/5月: 12, 26
2023/6月: 09, 23
2023/7月: 07, 21
2023/8月: 04, 18
2023/9月: 01, 08, 15, 29
2023/10月: 13, 27

(オプション. 2 = オプション. 1)

バルセロナ

マドリード

2

ビルバオ サンセバスチャン

パンプローナ

1

3

1

スペイン

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

1

(オプション. 1)
ID: 27249       2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 86,700 113,700
赤数字出発日 ¥ 85,600 112,600

(オプション. 2)
ID: 27250       2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 169,000 230,200
赤数字出発日 ¥ 174,200 235,300



バルセロナ

パリ

ロンドン

2

ビルバオ

サンセバスチャン1

2

2

1

マドリード 2

スペイン

イギリス 

フランス

バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・
マドリードとバスク地方、パリ(オプション. 1) 9 日間
  ID: 27251

バルセロナ発　スペインハイライト　バルセロナ・マドリ
ードとバスク地方、パリ、ロンドン (オプション. 2)  11 日間
  ID: 27252

ペニスコラ AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1) 
01 （金）. バルセロナ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリ
ョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場不
可となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は予約
不可となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・ファミ
リアの外観観光とカテドラルの外観観光となります。

03 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア/マドリード.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光します。
観光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）

午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご案
内します。
夜：<電車>マドリードへ（2等/約2時間30分）

2050-2245: マドリード・アトーチャ駅着
マドリード着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈

（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内
します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

05 （火）. マドリード/ブルゴス/ビトリア/ビルバオ.-
0830：<バス>ブルゴスへ（約3時間15分/245km）
着後：ブルゴス市内観光（約1時間）
1221年に着工し、16世紀に完成したセビリア、トレドと並ぶ

「スペイン3大ゴシック聖堂」の1つに挙げられているカテ
ドラル(入場)、サンタマリア門(下車)をご案内します。
観光後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>ビトリアへ（約1時間30分/120km）
ビトリアにて自由行動（約1時間30分）
バスク州の州都で、ビルバオに次いで人口が多い街の中
心街での散策をお楽しみください。
<バス>ビルバオへ（約1時間/65km）
1815：ホテル着
夜：ご希望の方を街の中心部にご案内します。ホテルへは
各自にてお戻りください。

06 （水）. ビルバオ/イゲルド山/サンセバスチャン.-
0930：<バス>ビスカヤ橋へ（約30分/15km）
ビスカヤ橋観光（約1時間）
2006年世界遺産に登録された橋をエレベーターと徒歩、
吊り下げられたゴンドラで往復します。
<バス>ビルバオへ（約30分/15km）

ビルバオ市内観光（約1時間）
奇抜なデザインで有名なグッゲンハイム美術館(外観)、旧
市街にご案内します。
観光後自由行動(約1時間/昼食は各自）
午後：<バス>サンセバスチャンへ（約1時間30分/100km）
イゲルド山の展望台(下車)へご案内します。天気が良け
れば美しいコンチャ湾沿いの街並みと緑豊かな山々が見
渡せます。
1615：ホテル着
夕刻：ご希望の方を中心部バル街にご案内します。ホテル
へは各自にてお戻りください。

※ビスカヤ橋のエレベーターが運行していない場合は、
徒歩で橋を渡らず、往復ともゴンドラで移動します。

07 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨン
ヌ/パリ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）
木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アルマ広
場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案内します。
その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、フラ
ンス側のバスクの中心地です。
自由に散策をお楽しみください。
観光後バイヨンヌ駅へお送りします。
夕刻～夜：<列車>パリへ（2等/約5時間）
1930-2115：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

08 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。

09 （土）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 8 日目は、オプション 1 と同行程
09 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英語
でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェッ
クインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

10 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·シ
ャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、ウ
ェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）へ
ご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

11 （月）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/金曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 8 回
(オプション.2) 朝食 10 回
到着時の送迎付き
市内観光: バルセロナ, マドリード.
入場箇所: サグラダファミリア（バルセロナ）, ペニ
スコラ城, プラド美術館（マドリード）, カテドラル（
ブルゴス）, ビスカヤ橋のゴンドラとエレベーター（
ビルバオ）.
夜間送迎: ビルバオの中心地へ（夕食時）, サンセバ
スチャン中心部バル街へ（夕食時）.
高速列車: バレンシア/マドリード間, バイヨンヌ/
パリ間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ロンドン.
高速列車: パリ/ロンドン間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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(オプション. 1)
2023/4月: 28
2023/5月: 12, 26
2023/6月: 09, 23
2023/7月: 07, 21
2023/8月: 04, 18
2023/9月: 01, 15, 29
2023/10月: 13, 27
(オプション. 2 = オプション. 1)

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27251  2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 184,700 252,700
赤数字出発日 ¥ 185,600 253,500

(オプション. 2)
ID: 27252 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 243,100 335,300
赤数字出発日 ¥ 243,800 336,000



マドリード発　スペイン・バスク地方(オプション. 1) 7 日間
  ID: 27267

マドリード発　スペインハイライト　
マドリード・バルセロナとバスク地方(オプション. 2)  8 日間
  ID: 27264

全出発日/日曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （日）. マドリード.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サンミゲ
ル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈（下車）、
マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代わ
りに闘牛場（入場）へご案内します。

03 （火）. マドリード/ブルゴス/ビトリア/ビルバオ.-
0830：<バス>ブルゴスへ（約3時間15分/245km）
着後：ブルゴス市内観光（約1時間）
1221年に着工し、16世紀に完成したセビリア、トレドと並ぶ「
スペイン3大ゴシック聖堂」の1つに挙げられているカテドラ
ル(入場)、サンタマリア門(下車)をご案内します。
観光後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>ビトリアへ（約1時間30分/120km）
ビトリアにて自由行動（約1時間30分）
バスク州の州都で、ビルバオに次いで人口が多い街の中心
街での散策をお楽しみください。
<バス>ビルバオへ（約1時間/65km）
1815：ホテル着
夜：ご希望の方を街の中心部にご案内します。ホテルへは各
自にてお戻りください。

04 （水）. ビルバオ/イゲルド山/サンセバスチャン.-
0930：<バス>ビスカヤ橋へ（約30分/15km）
ビスカヤ橋観光（約1時間）
2006年世界遺産に登録された橋をエレベーターと徒歩、吊
り下げられたゴンドラで往復します。
<バス>ビルバオへ（約30分/15km）
ビルバオ市内観光（約1時間）
奇抜なデザインで有名なグッゲンハイム美術館(外観)、旧市
街にご案内します。
観光後自由行動(約1時間/昼食は各自）
午後：<バス>サンセバスチャンへ（約1時間30分/100km）
イゲルド山の展望台(下車)へご案内します。天気が良けれ
ば美しいコンチャ湾沿いの街並みと緑豊かな山々が見渡
せます。
1615：ホテル着
夕刻：ご希望の方を中心部バル街にご案内します。ホテルへ
は各自にてお戻りください。

※ビスカヤ橋のエレベーターが運行していない場合は、徒
歩で橋を渡らず、往復ともゴンドラで移動します。

05 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨンヌ/
ロンセスバジェス/パンプローナ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）

木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アルマ広
場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案内します。
その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、フ
ランス側のバスクの中心地です。自由に散策をお楽しみ
ください。
午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロンセス
バジェスにて自由行動（約1時間）
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭り)で
有名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

06 （金）. パンプローナ/サラゴサ/マドリード.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散策
をお楽しみください。
午後：<バス>マドリードへ（約4時間/320km）
1900：ホテル着

07 （土）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 5 日目は、オプション 1 と同行程
06 （金）. パンプローナ/サラゴサ/バルセロナ.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散策
をお楽しみください。
午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）
モンセラット観光
モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀の
ベネディクト派の修道院（入場）を訪れます。

夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）

2000：ホテル着

07 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリ
ョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場
不可となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は
予約不可となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・
ファミリアの外観観光とカテドラルの外観観光となりま
す。

08 （日）. バルセロナ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 6 回
(オプション.2) 朝食 7 回
到着時の送迎付き
市内観光: マドリード.
入場箇所: プラド美術館（マドリード）, カテドラル（
ブルゴス）, ビスカヤ橋のゴンドラとエレベーター

（ビルバオ）.
夜間送迎: ビルバオの中心地へ（夕食時）, サンセ
バスチャン中心部バル街へ（夕食時）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: バルセロナ.
入場箇所: モンセラットの修道院, サグラダファミ
リア（バルセロナ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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サンセバスチャン

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 16, 30
2023/5月: 14, 28
2023/6月: 11, 25
2023/7月: 09, 23
2023/8月: 06, 20
2023/9月: 03, 17
2023/10月: 01, 15, 29
(オプション. 2 = オプション. 1)

3/2

ビルバオ サンセバスチャン11

マドリード 2

パンプローナ

バルセロナ

1

スペイン

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27267 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 117,000 168,500
赤数字出発日 ¥ 123,300 174,700

(オプション. 2)
ID: 27264 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 147,600 201,000
赤数字出発日 ¥ 152,800 206,100



パリ

ロンドン

ビルバオ サンセバスチャン1

2

2

1

マドリード2

スペイン

イギリス 

フランス

マドリード発　スペイン・バスク地方とパリ(オプション. 1) 7 日間  ID: 27265

マドリード発　スペイン・バスク地方とパリ、ロンドン(オプション. 2)  9 日間  ID: 27266

サンセバスチャン

バイヨンヌ

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1) 
01 （日）. マドリード.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈

（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内
します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

03 （火）. マドリード/ブルゴス/ビトリア/ビルバオ.-
0830：<バス>ブルゴスへ（約3時間15分/245km）
着後：ブルゴス市内観光（約1時間）
1221年に着工し、16世紀に完成したセビリア、トレドと並ぶ

「スペイン3大ゴシック聖堂」の1つに挙げられているカテ
ドラル(入場)、サンタマリア門(下車)をご案内します。
観光後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>ビトリアへ（約1時間30分/120km）
ビトリアにて自由行動（約1時間30分）
バスク州の州都で、ビルバオに次いで人口が多い街の中
心街での散策をお楽しみください。
<バス>ビルバオへ（約1時間/65km）
1815：ホテル着
夜：ご希望の方を街の中心部にご案内します。ホテルへは
各自にてお戻りください。

04 （水）. ビルバオ/イゲルド山/サンセバスチャン.-
0930：<バス>ビスカヤ橋へ（約30分/15km）
ビスカヤ橋観光（約1時間）
2006年世界遺産に登録された橋をエレベーターと徒歩、
吊り下げられたゴンドラで往復します。
<バス>ビルバオへ（約30分/15km）
ビルバオ市内観光（約1時間）
奇抜なデザインで有名なグッゲンハイム美術館(外観)、旧
市街にご案内します。
観光後自由行動(約1時間/昼食は各自）
午後：<バス>サンセバスチャンへ（約1時間30分/100km）
イゲルド山の展望台(下車)へご案内します。天気が良け
れば美しいコンチャ湾沿いの街並みと緑豊かな山々が見
渡せます。
1615：ホテル着
夕刻：ご希望の方を中心部バル街にご案内します。ホテル
へは各自にてお戻りください。

※ビスカヤ橋のエレベーターが運行していない場合は、
徒歩で橋を渡らず、往復ともゴンドラで移動します。

05 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨン
ヌ/パリ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）
木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アルマ広
場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案内します。
その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、フラ
ンス側のバスクの中心地です。
自由に散策をお楽しみください。
観光後バイヨンヌ駅へお送りします。
夕刻～夜：<列車>パリへ（2等/約5時間）
1930-2115：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

06 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。

07 （土）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 6 日目は、オプション 1 と同行程
07 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英語
でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェッ
クインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

08 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·シ
ャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、ウ
ェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）へ
ご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

09 （月）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/日曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 6 回
(オプション.2) 朝食 8 回
到着時の送迎付き
市内観光: マドリード.
入場箇所: プラド美術館（マドリード）, カテドラル（
ブルゴス）, ビスカヤ橋のゴンドラとエレベーター（
ビルバオ）.
夜間送迎: ビルバオの中心地へ（夕食時）, サンセバ
スチャン中心部バル街へ（夕食時）.
高速列車: バイヨンヌ/パリ間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ロンドン.
高速列車: パリ/ロンドン間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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(オプション. 1)
2023/4月: 16, 30
2023/5月: 14, 28
2023/6月: 11, 25
2023/7月: 09, 23
2023/8月: 06, 20
2023/9月: 03, 17
2023/10月: 01, 15, 29
(オプション. 2 = オプション. 1 )

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27265 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 129,300 187,700
赤数字出発日 ¥ 131,100 189,500

(オプション. 2)
ID: 27266 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 187,500 269,900
赤数字出発日 ¥ 189,500 271,900



全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （火）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （水）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytripか
らお申し込みいただけます。

03 （木）. パリ/バイヨンヌ/ロンセスバジェス/パンプロ
ーナ.-
ご自身にてホテルチェックアウト。
ホテルからパリ・モンパルナス駅への送迎をご用意していま
す。（英語またはフランス語でのご案内となります。）

朝:<列車>バイヨンヌへ（2等/約4時間）
着後：バイヨンヌにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、フラン
ス側のバスクの中心地です。
自由に散策をお楽しみください。

午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロンセスバ
ジェスにて自由行動（約1時間）
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭り)で有
名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

04 （金）. パンプローナ/サラゴサ/バルセロナ.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散策をお
楽しみください。
午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）
モンセラット観光
モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀のベ
ネディクト派の修道院（入場）を訪れます。

夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）

2000：ホテル着

05 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリ
ョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場
不可となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は
予約不可となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・
ファミリアの外観観光とカテドラルの外観観光となりま
す。
06 （日）. バルセロナ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 5 回
到着時の送迎付き
市内観光: バルセロナ.
入場箇所: モンセラットの修道院, サグラダファミ
リア（バルセロナ）.
高速列車: パリ/バイヨンヌ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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     パリ     

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2023/4月: 18
2023/5月: 02, 16, 30
2023/6月: 13, 27
2023/7月: 11, 25
2023/8月: 08, 22
2023/9月: 05, 19
2023/10月: 03, 17, 31

パリ
2

パンプローナ1

2
バルセロナ

スペイン

フランス

パリ発　フレンチバスク・バイヨンヌとパンプローナ、バルセロナ 6日間
  ID: 27275

ピラール教会（サラゴサ）

ID: 27275 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 114,400 161,900
赤数字出発日 ¥ 108,400 156,000



パリ発　フレンチバスクとバルセロナ・
アンダルシア地方　スペイン周遊 (オプション. 1) 10 日間
  ID: 27274

パリ発　フレンチバスクとバルセロナ・マドリード・
アンダルシア地方　スペイン周遊(オプション. 2) 12 日間
  ID: 27273

     パリ     

全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
(オプション.1) 朝食 9 回
(オプション.2) 朝食 11 回

到着時の送迎付き
市内観光: バルセロナ, セビリア.
入場箇所: モンセラットの修道院, サグラダファミリ
ア（バルセロナ）, ペニスコラ城, アルハンブラ宮殿
とヘネラリーフェ庭園（グラナダ）, カテドラルとヒラ
ルダの塔（セビリア）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.
高速列車: パリ/バイヨンヌ間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: コルドバ, マドリード.
入場箇所: メスキータ、シナゴーグ（コルドバ）, 風車

（コンスエグラ）, プラド美術館（マドリード）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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(オプション. 1)
2023/4月: 18
2023/5月: 02, 16, 30
2023/6月: 13, 27
2023/7月: 11, 25
2023/8月: 08, 22
2023/9月: 05, 19
2023/10月: 03, 17, 31
(オプション. 2 = オプション. 1)

バルセロナ

パリ 2

マドリード 2
2

パンプローナ1

グラナダ

セビリア
1

1

2

バレンシア

スペイン

フランス

(オプション. 1) 
01 （火）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （水）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。

03 （木）. パリ/バイヨンヌ/ロンセスバジェス/パンプ
ローナ.-
ご自身にてホテルチェックアウト。
ホテルからパリ・モンパルナス駅への送迎をご用意してい
ます。（英語またはフランス語でのご案内となります。）

朝:<列車>バイヨンヌへ（2等/約4時間）
着後：バイヨンヌにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、フラ
ンス側のバスクの中心地です。
自由に散策をお楽しみください。

午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロンセス
バジェスにて自由行動（約1時間）
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭り)で
有名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （金）. パンプローナ/サラゴサ/バルセロナ.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散策を
お楽しみください。
午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）
モンセラット観光
モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀の
ベネディクト派の修道院（入場）を訪れます。

夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）

2000：ホテル着

05 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリ
ョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場不
可となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は予約
不可となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・ファミ
リアの外観観光とカテドラルの外観観光となります。

06 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光します。
観光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）
午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご案
内します。
1830：ホテル着

07 （月）. バレンシア/グラナダ.-
0800：<バス>グラナダへ（約7時間/511km）（昼食は途中
の休憩所にて各自）

着後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台（下
車）とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入場約1
時間）
またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩
にて/入場約2時間/庭園含む）にご案内します
1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパス
ポート番号が必要となるため、お申し込み時にお知らせく
ださい。ご予約完了後のパスポート番号および氏名変更
はお受けできません。

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1が
閉館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一部行程
が変更となる場合があります。なお、これらの変更は予約
の都合により現地での案内となる場合があります。

08 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/セビ
リア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間をお
取りします。
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベーリ
ャで散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の白い街
ロンダの散策（約1時間30分）をお楽しみください。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

09 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（ヒ
ラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビル
川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下車）
を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と混乗）
をご利用いただけます。

10 （木）. セビリア.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 9 日目は、オプション 1 と同行程
10 （木）. セビリア/コルドバ/コンスエグラ/マドリー
ド.-
0830：<バス>コルドバ（約2時間/140km）
着後：コルドバ市内観光（約3時間30分、自由行動を含む/
昼食は各自）
メスキータ（入場）、シナゴーグ(入場）、ユダヤ人街（花の
小道を含む）へ
午後：<バス>コンスエグラへ（約3時間30分/280km）
ラ・マンチャ地方のコンスエグラにて風車（入場）をご覧い
ただきます。
<バス>マドリードへ（約2時間/132km）
2000：ホテル着

11 （金）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈

（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内
します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

12 （土）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

2

(オプション. 1)
ID: 27274 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 196,700 271,100
赤数字出発日 ¥ 187,700 262,000

(オプション. 2)
ID: 27273 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 237,700 326,400
赤数字出発日 ¥ 228,500 317,200



全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （火）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （水）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytripか
らお申し込みいただけます。

03 （木）. パリ/バイヨンヌ/ロンセスバジェス/パンプローナ.-
ご自身にてホテルチェックアウト。
ホテルからパリ・モンパルナス駅への送迎をご用意していま
す。（英語またはフランス語でのご案内となります。）

朝:<列車>バイヨンヌへ（2等/約4時間）
着後：バイヨンヌにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、フラン
ス側のバスクの中心地です。
自由に散策をお楽しみください。

午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロンセスバ
ジェスにて自由行動（約1時間）
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭り)で有
名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

04 （金）. パンプローナ/サラゴサ/マドリード.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散策をお
楽しみください。
午後：<バス>マドリードへ（約4時間/320km）
1900：ホテル着

05 （土）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈

（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内
します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

06 （日）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 5 回
到着時の送迎付き
市内観光: マドリード.
入場箇所: プラド美術館（マドリード）.
高速列車: パリ/バイヨンヌ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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王宮（マドリード）

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2023/4月: 18
2023/5月: 02, 16, 30
2023/6月: 13, 27
2023/7月: 11, 25
2023/8月: 08, 22
2023/9月: 05, 19

パリ発　フレンチバスク・バイヨンヌとパンプローナ、マドリード  6日間
  ID: 27270

エッフェル塔（パリ）

パリ
2

パンプローナ1

2 マドリッド

スペイン

フランス

ID: 27270 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 103,400 156,200
赤数字出発日 ¥ 98,700 151,500



リスボン発　ポルトガルハイライトとサンチャゴ・デ・コンポステーラ7 日間
  ID: 27259

王宮（マドリード）

   コインブラ   

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: リスボン, コインブラ, サンチャゴ・デ・コ
ンポステーラ, ポルト.
入場箇所: ジェロニモス修道院教会部分（リスボ
ン）, 大学図書館（コインブラ）, カテドラル（サンチャ
ゴ・デ・コンポステーラ）, サンフランシスコ教会、レ
ロ・イ・イルマオン書店（ポルト）, サンタマリア勝利
の修道院（バターリャ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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2023/4月: 27
2023/5月: 25
2023/6月: 08, 22
2023/7月: 06, 20
2023/8月: 10, 17
2023/9月: 14, 28

01 （木）. リスボン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （金）. リスボン.-
0900：<バス>リスボン市内観光（約3時間30分）
ロシオ広場からフィゲイラ広場付近の旧市街散策、ベレン
地区では、ベレンの塔（下車）、発見のモニュメント（下車）
、ジェロニモス修道院(教会部分)（入場)へご案内します。
ロシオ広場周辺で解散
午後：自由行動

03 （土）. リスボン/ナザレ/コインブラ/アベイロ/ポ
ルト.-
0800：<バス>ナザレへ（約2時間/124km）
ナザレにて自由行動（約1時間）
ナザレの高台に広がる巡礼の歴史がある地域、シティオ
地区と海岸沿いの町の散策をお楽しみください。
<バス>コインブラへ（約1時間30分/109km）
着後：自由行動（約1時間30分/昼食は各自）その後、コイ
ンブラ市内観光（約2時間）
コインブラ大学の図書館(入場)と中庭を訪れます。

夕刻：<バス>アベイロへ（約1時間/61km）
アベイロにて自由行動（約1時間）
<バス>ポルトへ（約1時間/68km）

1900：ホテル着
04 （日）. ポルト/サンチャゴ・デ・コンポステーラ/ポ
ルト.-
0800：<バス>サンチャゴ・デ・コンポステーラへ（約3時間
30分/230km）
着後、巡礼者が目的地サンチャゴ・コンポステーラのカテ
ドラルを初めて目にする歓喜の丘（下車）を訪れます。
午後：サンチャゴ·デ·コンポステーラ市内観光（自由行
動も含め約3.5時間/昼食は各自）
800ｋｍにおよぶキリスト教の巡礼道の終着点であるサン
チャゴ·デ·コンポステーラにて、カテドラル（入場）や街並
みを望むアラメダ公園（下車）にご案内します。
夕刻：<バス>ポルトへ（約3時間30分/230km）
1930：ホテル着

05 （月）. ポルト/バターリャ/オビドス/リスボン.-
0800：<バス>ポルト市内観光と自由行動（自由行動を含
む約4時間30分/昼食は各自）
サンフランシスコ教会（入場）また、ドン・ルイス1世橋(車
窓)をご覧いただきます。内装が美しい本屋として有名な
レロ・イ・イルマオン書店（入場）、アズレージョが美しいサ
ン・ベント駅（下車）にもご案内します。

午後：<バス>バターリャへ(約2時間30分/208km）
バターリャにて、ポルトガル独立の象徴、サンタマリア勝利
の修道院(入場/約1時間)を見学します。
<バス>オビドスへ(約1時間/68km）

オビドスにて自由行動（約1時間30分）
王妃に愛されてきた美しい町、オビドスでは城壁内の旧市
街での散策をお楽しみください。
夜：<バス>リスボンへ（約1時間30分/81km）
2030：ホテル着

※5/1はポルトのレロ・イ・イルマオン書店がお休みのた
め、見学しません。
※5/1はバターリャのサンタマリア勝利の修道院が入場不
可のため、外観のみの観光となります。

06 （火）. リスボン/シントラ/ロカ岬/リスボン.-
0900：<バス>ロカ岬へ（約45分/42km）
ロカ岬で自由行動(約1時間)
ご希望の方はユーラシア大陸最西端到着証明書(別料金)
をお取りいただけます。
<バス>シントラへ（約30分/15km）
シントラにて自由行動（約3時間/昼食は各自）

午後：<バス>リスボンへ（約45分/25km）
1530：ホテル着

07 （水）. リスボン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

リスボン

リスボン

ポルト

4

2

ポルトガル

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

ID: 27259 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 124,700 174,400
赤数字出発日 ¥ 124,700 174,400



リスボン発　ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・ コンポステーラ、バスク地方、パリ(オプション. 1) 10 日間
  ID: 27262
  
リスボン発　ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・ コンポステーラ、バスク地方 (オプション. 2) 11 日間
  ID: 27261

リスボン発　ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、 バスク地方、パリ、ロンドン (オプション. 3) 12 日間
  ID: 27263

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （木）. リスボン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （金）. リスボン.-
0900：<バス>リスボン市内観光（約3時間30分）
ロシオ広場からフィゲイラ広場付近の旧市街散策、ベレン地
区では、ベレンの塔（下車）、発見のモニュメント（下車）、ジェ
ロニモス修道院(教会部分)（入場)へご案内します。
ロシオ広場周辺で解散
午後：自由行動

03 （土）. リスボン/ナザレ/コインブラ/アベイロ/ポルト.-
0800：<バス>ナザレへ（約2時間/124km）
ナザレにて自由行動（約1時間）
ナザレの高台に広がる巡礼の歴史がある地域、シティオ地区
と海岸沿いの町の散策をお楽しみください。
<バス>コインブラへ（約1時間30分/109km）
着後：自由行動（約1時間30分/昼食は各自）その後、コイン
ブラ市内観光（約2時間）
コインブラ大学の図書館(入場)と中庭を訪れます。

夕刻：<バス>アベイロへ（約1時間/61km）
アベイロにて自由行動（約1時間）
<バス>ポルトへ（約1時間/68km）

1900：ホテル着

04 （日）. ポルト/サンチャゴ・デ・コンポステーラ/マドリ
ード.-
0800：<バス>サンチャゴ・デ・コンポステーラへ（約3時間30
分/230km）
着後、巡礼者が目的地サンチャゴ・コンポステーラのカテドラ
ルを初めて目にした歓喜の丘（下車）を訪れます。
午後：サンチャゴ·デ·コンポステーラ市内観光（自由行動も
含め約3時間30分/昼食は各自）
800ｋｍにおよぶキリスト教の巡礼道の終着点であるサンチ

ャゴ·デ·コンポステーラにて、カテドラル（入場）や街並み
を望むアラメダ公園（下車）にご案内します。

観光後サンチャゴ・デ・コンポステーラ駅へお送りします。
夕刻～夜：<列車>マドリードへ（2等/約4時間）
2130-2330 ：マドリード着
マドリード着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

05 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈

（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内
します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

06 （火）. マドリード/ブルゴス/ビトリア/ビルバオ.-
0830：<バス>ブルゴスへ（約3時間15分/245km）
着後：ブルゴス市内観光（約1時間）
1221年に着工し、16世紀に完成したセビリア、トレドと並ぶ

「スペイン3大ゴシック聖堂」の1つに挙げられているカテ
ドラル(入場)、サンタマリア門(下車)をご案内します。
観光後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>ビトリアへ（約1時間30分/120km）
ビトリアにて自由行動（約1時間30分）
バスク州の州都で、ビルバオに次いで人口が多い街の中
心街での散策をお楽しみください。　　　
<バス>ビルバオへ（約1時間/65km）
1815：ホテル着
夜：ご希望の方を街の中心部にご案内します。ホテルへは
各自にてお戻りください。
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 リスボン

(オプション. 1)
2023/4月: 27
2023/5月: 25
2023/6月: 08, 22
2023/7月: 06, 20
2023/8月: 17
2023/9月: 14, 28

(オプション. 2 = オプション. 1)
(オプション. 3 = オプション. 1) 

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

オプション. 1
ID: 27262 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 211,300 292,700
赤数字出発日 ¥ 213,200 294,700

オプション. 2
ID:27261 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 227,000 303,600
赤数字出発日 ¥ 232,100 308,700

オプション. 3
ID: 27263 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 269,700 375,300
赤数字出発日 ¥ 271,500 377,100
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リスボン

1

スペイン

イギリス 

フランス

リスボン発　ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・ コンポステーラ、バスク地方、パリ(オプション. 1) 10 日間
  ID: 27262
  
リスボン発　ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・ コンポステーラ、バスク地方 (オプション. 2) 11 日間
  ID: 27261

リスボン発　ポルトガル・スペイン周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、 バスク地方、パリ、ロンドン (オプション. 3) 12 日間
  ID: 27263

ロンドン（オプション.３のみ） 
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 07 （水）. ビルバオ/イゲルド山/サンセバスチャ
ン.-
0930：<バス>ビスカヤ橋へ（約30分/15km）　　　　
ビスカヤ橋観光（約1時間）
2006年世界遺産に登録された橋をエレベーターと徒
歩、吊り下げられたゴンドラで往復します。
<バス>ビルバオへ（約30分/15km）　　　　　
ビルバオ市内観光（約1時間）
奇抜なデザインで有名なグッゲンハイム美術館(外観)
、旧市街にご案内します。
観光後自由行動(約1時間/昼食は各自）
午後：<バス>サンセバスチャンへ（約1時間30
分/100km）
イゲルド山の展望台(下車)へご案内します。天気が良
ければ美しいコンチャ湾沿いの街並みと緑豊かな山
々が見渡せます。
1615：ホテル着
夕刻：ご希望の方を中心部バル街にご案内します。ホ
テルへは各自にてお戻りください。

※ビスカヤ橋のエレベーターが運行していない場合
は、徒歩で橋を渡らず、往復ともゴンドラで移動します。

08 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨ
ンヌ/パリ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）
木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アルマ
広場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案内し
ます。その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、
フランス側のバスクの中心地です。
自由に散策をお楽しみください。
観光後バイヨンヌ駅へお送りします。
夕刻～夜：<列車>パリへ（2等/約5時間）
1930-2115：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

09 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

10 （土）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 7 日目は、オプション 1 と同行程
08 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨン
ヌ/ロンセスバジェス/パンプローナ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）　　　
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）
木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アルマ
広場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案内し
ます。その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）　　　　
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、
フランス側のバスクの中心地です。自由に散策をお楽
しみください。
午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30
分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロン
セスバジェスにて自由行動（約1時間）　　　　
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：　パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭
り)で有名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

09 （金）. パンプローナ/サラゴサ/バルセロナ.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散
策をお楽しみください。

午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）
モンセラット観光
モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀
のベネディクト派の修道院（入場）を訪れます。

夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）

2000：ホテル着

10 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バト
リョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入
場不可となります。無料開放日（2022年11月現在未
定）は予約不可となります。いずれの場合も代わりに
サグラダ・ファミリアの外観観光とカテドラルの外観観
光となります。

11 （日）. バルセロナ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 3) 
1 - 7 日目は、オプション 2 と同行程
08 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨ
ンヌ/パリ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）
木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アルマ
広場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案内し
ます。その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、
フランス側のバスクの中心地です。
自由に散策をお楽しみください。
観光後バイヨンヌ駅へお送りします。
夕刻～夜：<列車>パリへ（2等/約5時間）
1930-2115：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

09 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

 10 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英
語またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチ
ェックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

11 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、
ザ·シャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（
車窓）、ウェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮
殿（下車）へご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

12 （月）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 
 

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日
程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 9 回
（オプショナル.2） 朝食 10 回
（オプショナル.3） 朝食 11 回

到着時の送迎付き
市内観光: リスボン, コインブラ, サンチャゴ・デ・コンポス
テーラ, マドリード.
入場箇所: ジェロニモス修道院教会部分（リスボン）, 大
学図書館（コインブラ）, カテドラル（サンチャゴ・デ・コン
ポステーラ）, プラド美術館（マドリード）, カテドラル（ブル
ゴス）, ビスカヤ橋のゴンドラとエレベーター（ビルバオ）.
夜間送迎: ビルバオの中心地へ（夕食時）, サンセバスチ
ャン中心部バル街へ（夕食時）.
高速列車:サンチャゴ・デ・コンポステーラ/マドリード間, 
バイヨンヌ/パリ間 ＜オプション.1・3のみ＞.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: バルセロナ.
入場箇所: モンセラットの修道院, サグラダファミリア（バ
ルセロナ）.

(追加サービス オプション. 3)
市内観光: ロンドン.
高速列車: バイヨンヌ/パリ間, パリ/ロンドン間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して遡っ
て60日前までで、ご旅行契約をされたお客様がいらっし
ゃらない場合、催行を中止させていただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はありま
せん 

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション.3のみ)(オプション.3のみ)



全出発日/土曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （土）. ロンドン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·シャ
ード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、ウェス
トミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）へご案
内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

03 （月）. ロンドン/ストーンヘンジ/バース/リバプール.-
0800：<バス>ストーンヘンジへ(約2時間/141km)
ストーンヘンジ見学（入場/約1時間30分）5000年ほど前か
ら何世紀にもわたって作られた世界遺産にも登録されてい
る巨石遺跡を各自見学いただきます。　　　　
<バス>バースへ(約1時間30分/56km)
午後：バースにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
温泉の街として栄えた18世紀のジョージ王朝様式の建造物
が数多く残る街の散策をお楽しみください。
<バス>リバプールへ(約4時間/310km)
1900：ホテル着

※ストーンヘンジは6月中旬頃の夏至時期には閉鎖されま
す。2022年11月現在、閉鎖日は未定です。閉鎖時はストーン
サークルがある村エイヴベリーにご案内します。
※5月1日の宿泊都市はリバプールではなく、チェスターと
なります。

04 （火）. リバプール/湖水地方/ランカスター.-
0800：<バス>湖水地方へ(約3時間/160km)
ヒルトップ見学とウィンダミア湖遊覧
湖水地方では絵本『ピーターラビットのおはなし™』で有名
なヒルトップ(入場)を見学します。また、湖畔の街を眺めなが
らのウィンダミア湖遊覧(約30分)にご案内します。
ウィンダミア湖周辺の街で自由散策の時間（約１時間/昼食
は各自）をお取りします。
※ヒルトップの予約時間により、湖遊覧及び自由行動の時
間は前後します。
夕刻：＜バス＞ランカスター（約１時間/52km)
1730：ホテル着

05 （水）. ランカスター/チェスター/ストラットフォード·
アポン·エイボン.-
0800：<バス>チェスターへ(約1時間45分/115km)
チェスターにて自由行動(約1時間30分)
<バス>ストラットフォード·アポン·エイボンへ(約3時
間/208km)

午後：ストラットフォード・アポン・エイボン着後、自由行動
（約45分/昼食は各自）、その後、ストラットフォード·ア

ポン·エイボン市内観光(徒歩にて/約2時間）
シェークスピアの生家(入場)、ホーリートリニティ教会(外
観)を観光します。
1730：ホテル着

06 （木）. ストラットフォード・アポン・エイボン/コッ
ツウォルズ/ロンドン.-
0830：<バス>コッツウォルズ地方へ(約1時間15
分/60km)
バイブリーにて自由行動(約1時間)
詩人ウィリアム・モリスが「イギリス で最も美しい村」と評
した村の雰囲気をお楽しみください。
<バス>ボートン·オン・ザ・ウォーターへ(約30分/20km)
ボートン・オン・ザ・ウォーターにて自由行動(約2時間/昼
食は各自）
川沿いのかわいらしい街並みをお楽しみください。
<バス>ウィンザーへ（約2時間/110km)
ウィンザー城（入場）を観光します。（約1時間30分）
<バス>ロンドンへ（約1時間30分/43km)
1815：ホテル着

※ウィンザー城は王室の都合により、休館となる場合が
あります。休館の場合はハンプトンコート宮殿（入場）へ
ご案内します。

07 （金）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: ロンドン, ストラットフォード·アポン·
エイボン.
入場箇所: ストーンヘンジ, ヒルトップ（湖水地
方）, シェークスピアの生家（ストラットフォード·ア
ポン·エイボン）, ウィンザー城.
船: ウィンダミア湖遊覧（湖水地方）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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ストーンヘンジ

ストラットフォード·アポン·エイボン

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2023/4月: 29
2023/5月: 27
2023/6月: 10, 17, 24
2023/7月: 01, 15, 29
2023/8月: 05, 12, 19
2023/9月: 02, 16, 23
2023/10月: 7

ロンドン発　ロンドンと湖水地方、コッツウォルズ  7 日間
  ID: 27313

ランカスター  

ストラットフォード·
アポン·エイボン

ストーンヘンジ
ロンドン

1

イギリス 
リバプール

2

1

1

ID: 27313 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 167,600 229,600
赤数字出発日 ¥ 167,600 229,600



ランカスター 　

ストラットフォード·
アポン·エイボン

ストーンヘンジ
ロンドン

1

イギリス 
リバプール

パリ

2

1

1

2

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

フランス

パリ発　パリ・ロンドン (オプション. 1)  5 日間
    ID: 27286

パリ発　パリと英国・湖水地方とコッツウォルズ 
(オプション. 2) 9 日間
  ID: 27287

ストーンヘンジ

ロンドン

ストラットフォード·アポン·エイボン

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 4 回
（オプショナル.2） 朝食 8 回

到着時の送迎付き
市内観光: ロンドン.
高速列車: パリ/ロンドン間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ストラットフォード·アポン·エイボン.
入場箇所: ストーンヘンジ, ヒルトップ（湖水地方）, 
シェークスピアの生家（ストラットフォード·アポン·
エイボン）, ウィンザー城.
船: ウィンダミア湖遊覧（湖水地方）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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(オプション. 1)
2023/4月: 20, 27
2023/5月: 04, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 13, 27
2023/8月: 10, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21
2023/10月: 05, 19
2023/11月: 02

(オプション.2)
2023/4月: 27
2023/5月: 25
2023/6月: 08, 15, 22, 29
2023/7月: 13, 27
2023/8月: 10, 31
2023/9月: 14, 21
2023/10月: 05

(オプション. 1) 
01 （木）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。

03 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英語
またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェッ
クインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·シ
ャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、ウ
ェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）へ
ご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

05 （月）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 4 日目は、オプション 1 と同行程
05 （月）. ロンドン/ストーンヘンジ/バース/リバプー
ル.-
0800：<バス>ストーンヘンジへ(約2時間/141km)
ストーンヘンジ見学（入場/約1時間30分）5000年ほど前
から何世紀にもわたって作られた世界遺産にも登録され
ている巨石遺跡を各自見学いただきます。　　　　
<バス>バースへ(約1時間30分/56km)
午後：バースにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
温泉の街として栄えた18世紀のジョージ王朝様式の建造
物が数多く残る街の散策をお楽しみください。
<バス>リバプールへ(約4時間/310km)
1900：ホテル着

※ストーンヘンジは6月中旬頃の夏至時期には閉鎖され
ます。2022年11月現在、閉鎖日は未定です。閉鎖時はスト
ーンサークルがある村エイヴベリーにご案内します。
※5月1日の宿泊都市はリバプールではなく、チェスター
となります。

06 （火）. リバプール/湖水地方/ランカスター.-
0800：<バス>湖水地方へ(約3時間/160km)
ヒルトップ見学とウィンダミア湖遊覧
湖水地方では絵本『ピーターラビットのおはなし™』で有
名なヒルトップ(入場)を見学します。また、湖畔の街を眺め
ながらのウィンダミア湖遊覧(約30分)にご案内します。
ウィンダミア湖周辺の街で自由散策の時間（約１時間/昼
食は各自）をお取りします。
※ヒルトップの予約時間により、湖遊覧及び自由行動の時
間は前後します。
夕刻：＜バス＞ランカスター（約１時間/52km)
1730：ホテル着

07 （水）. ランカスター/チェスター/ストラットフォー
ド·アポン·エイボン.-
0800：<バス>チェスターへ(約1時間45分/115km)
チェスターにて自由行動(約1時間30分)
<バス>ストラットフォード·アポン·エイボンへ(約3時
間/208km)
午後：ストラットフォード・アポン・エイボン着後、自由行動

（約45分/昼食は各自）、その後、ストラットフォード·アポ
ン·エイボン市内観光(徒歩にて/約2時間）
シェークスピアの生家(入場)、ホーリートリニティ教会(外
観)を観光します。
1730：ホテル着

08 （木）. ストラットフォード・アポン・エイボン/コッツ
ウォルズ/ロンドン.-
0830：<バス>コッツウォルズ地方へ(約1時間15
分/60km)
バイブリーにて自由行動(約1時間)
詩人ウィリアム・モリスが「イギリス で最も美しい村」と評
した村の雰囲気をお楽しみください。
<バス>ボートン·オン・ザ・ウォーターへ(約30分/20km)
ボートン・オン・ザ・ウォーターにて自由行動(約2時間/昼
食は各自）
川沿いのかわいらしい街並みをお楽しみください。
<バス>ウィンザーへ（約2時間/110km)
ウィンザー城（入場）を観光します。（約1時間30分）
<バス>ロンドンへ（約1時間30分/43km)
1815：ホテル着

※ウィンザー城は王室の都合により、休館となる場合が
あります。休館の場合はハンプトンコート宮殿（入場）へご
案内します。

09 （金）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
ID: 27286 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 86,900 137,700
赤数字出発日 ¥ 82,400 133,300

(オプション. 2)
ID: 27287 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 213,500 296,900
赤数字出発日 ¥ 208,900 292,300



全出発日/水曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （水）. ザグレブ.- 
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。） 
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。 
 
夕食をご用意しています。

02 （木）. ザグレブ/バニャルカ/ヤイツェ/サラエボ.-
0730：（バスマーク）バニャルカへ（約3時間/190km）
バニャルカにて自由行動（約1時間）
ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボに次ぐ第2の都市で、ロ
ーマ時代から続く古い街の散策をお楽しみください。　　　

（バスマーク）ヤイツェへ（約1時間30分/71km）
午後：ヤイツェの滝見学と自由行動（合計約1時間30分/昼
食は各自）
水量が多く迫力のあるヤイツェの滝を見学します。また、ボス
ニア・ヘルツェゴヴィナ中部の都市で、オスマン帝国やオース
トリア・ハンガリー帝国などの統治下にあった時代の影響を
受けて様々な文化が融合した美しい街並みの散策をお楽し
みください。　　　

（バスマーク）サラエボへ（約3時間/142km）
着後：サラエボ市内観光（約1.5時間）
ヨーロッパ風とトルコ風のエキゾチックな街並みが入り混じ
る旧市街を観光します。
1900:ホテル着

夕食をご用意しています。

03 （金）. サラエボ/モスタル/メジュゴリエ/ドブロブニ
ク.-
午前：希望のトンネル博物館（入場）
見学旧ユーゴスラビアの内戦時、包囲されたサラエボ市内
と空港をつないだトンネルは物資の供給を可能にしサラエ
ボ住民の命を守りました。　　　　
<バス>モスタルへ（約2時間30分/130km）
午後：モスタルにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ボスニア・ヘルツェゴビナ初の世界遺産、旧市街の古橋地区
の散策などをお楽しみください。　　
<バス>メジュゴリエへ（約30分/26km）
聖母マリアが出現されるといわれ、世界中のキリスト教徒が
巡礼する聖地を散策します。（約1時間）
<バス>ドブロブニクへ（約2時間30分/130km）
2000：ホテル着

夕食をご用意しています。

04 （土）. ドブロブニク.-
0830：<バス>ドブロブニク観光(徒歩にて/約4時間)
フランシスコ修道院(入場)、大聖堂(入場)を観光します。ロー
プウェイでスルジ山へ登りドブロブニクのパノラマをお楽し
みいただきます。
午後：自由行動

夕食をご用意しています。

05 （日）. ドブロブニク/スプリット.-
0830：<バス>スプリットへ（約4時間/212km）
午後：スプリットで自由行動（約2時間/昼食は各自）
その後、スプリット市内観光(徒歩にて/約2時間30分)ディ
オクレティアヌス宮殿（入場）を観光します。観光後、自由
行動(約30分) ローマ皇帝が引退後余生を送ったといわ
れる街の散策をお楽しみください
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

06 （月）. スプリット/プリトビチェ/オパティア.-
0800：<バス>プリトビチェへ（約3時間30分/257km)
プリトビチェ湖群国立公園観光と自由行動(徒歩にて/合
計約3時間30分/昼食は各自)
石灰岩の棚にできたいくつもの湖の畔を美しい自然を愛
でながら歩いていきます。
観光後、散策の時間をお取りします。公園内の遊覧船また
はミニバスをご利用いただけます。
午後：<バス>オパティアへ（約3時間/186km)
1815：ホテル着

夕食をご用意しています。

07 （火）. オパティア/ポストイナ/ブレッド湖/リュブ
リアナ.-
0730：<バス>ポストイナへ(約2時間/66km)
ポストイナ鍾乳洞観光(徒歩にて/約2時間)
トロッコ列車へ乗車し鍾乳洞へ、内部では日本語オーデ
ィオガイドを利用しご案内します。
<バス>ブレッド湖へ（約1時間30分/108km)
ブレッド湖観光と自由行動(合計約3時間/昼食は各自)
湖の小島へボートで渡り、聖マリア教会（外観）を訪れま
す。観光後ブレッドの街にて自由行動のお時間をお取り
します。
<バス>リュブリアナへ(約1時間/55km)
夕刻：リュブリアナ市内観光（約2時間）
スロベニアの政治や文化の中心地、首都リュブリアナの
街歩きをお楽しみください。
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

08 （水）. リュブリアナ/マリボル/ザグレブ.-
0830：<バス>マリボルへ（約2時間/130km）
マリボルにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
スロベニア第2の都市で、川沿いに建つ美しい旧市街の
散策をお楽しみください。
午後：<バス>ザグレブへ（約2時間/120km）
着後：<バス>ザグレブ市内観光（約2時間）
クロアチアの首都ザグレブにて、中世のたたずまいを残す
旧市街へご案内します。ツアー終了

この日のホテル宿泊はツアーに含まれません。

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス:  
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 7 回
夕食 7 回
到着時の送迎付き
市内観光: サラエボ, ドブロブニク, スプリット, リュ
ブリアナ, ザグレブ.
入場箇所: ヤイツェの滝（ヤイツェ）, 希望のトンネ
ル（サラエボ）, フランシスコ修道院と大聖堂（ドブ
ロブニク）, ディオクレティアヌス宮殿（スプリット）, 
プリトビチェ湖群国立公園, ポストイナ鍾乳洞.
船: ブレッド湖.
ケーブルカー: ドブロブニク.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません 
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  ドブロブニク  

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

コース
P.6 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

カスタマイズで
毎日出発可能

P.7 参照

2023/4月: 26
2023/5月: 24
2023/6月: 07, 14, 21, 28
2023/7月: 05, 12, 19, 26
2023/8月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/9月: 06, 13, 20

10月以降の出発日、旅行代金はウェブサイト
landcruisetours.comをご覧ください。

ザグレブ発　バルカン半島周遊  8 日間
  ID: 27348

No overnight stay

Nº nights

Start of Itinerary

1
1

1

2

1

1

1 ザグレブ

サラエボ

ドブロブニク

オパティア

リュブリアナ

スプリット

クロアチア

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

スロベニア

ID: 27348 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 183,600 229,800
赤数字出発日 ¥ 204,600 250,800



ドブロブニク発　バルカン半島周遊  7 日間
  ID: 27349

No overnight stay

Nº nights

Start of Itinerary

1

2

1

1

1

1 ザグレブ

ドブロブニク

オパティア

リュブリアナ

スプリット

クロアチア

スロベニア

ボスニア・ 
ヘルツェゴビナ

  ドブロブニク    プリトビチェ湖群国立公園  

全出発日/金曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 6 回
夕食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: ドブロブニク, スプリット, リュブリアナ, 
ザグレブ.
入場箇所: フランシスコ修道院と大聖堂（ドブロブ
ニク）, ディオクレティアヌス宮殿（スプリット）, プリ
トビチェ湖群国立公園, ポストイナ鍾乳洞.
船: ブレッド湖.
ケーブルカー: ドブロブニク.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません 
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2023/4月: 28
2023/5月: 26
2023/6月: 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15, 22

10月以降の出発日、旅行代金はウェブサイト
landcruisetours.comをご覧ください。

01 （金）. ドブロブニク.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

夕食をご用意しています。

02 （土）. ドブロブニク.-
0830：<バス>ドブロブニク観光(徒歩にて/約4時間)
フランシスコ修道院(入場)、大聖堂(入場)を観光します。ロ
ープウェイでスルジ山へ登りドブロブニクのパノラマをお
楽しみいただきます。
午後：自由行動

夕食をご用意しています。

03 （日）. ドブロブニク/スプリット.-
0830：<バス>スプリットへ（約4時間/212km）
午後：スプリットで自由行動（約2時間/昼食は各自）
その後、スプリット市内観光(徒歩にて/約2時間30分)ディ
オクレティアヌス宮殿（入場）を観光します。観光後、自由
行動(約30分) ローマ皇帝が引退後余生を送ったといわれ
る街の散策をお楽しみください
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

04 （月）. スプリット/プリトビチェ/オパティア.-
0800：<バス>プリトビチェへ（約3時間30分/257km)
プリトビチェ湖群国立公園観光と自由行動(徒歩にて/合
計約3時間30分/昼食は各自)
石灰岩の棚にできたいくつもの湖の畔を美しい自然を愛
でながら歩いていきます。
観光後、散策の時間をお取りします。公園内の遊覧船また
はミニバスをご利用いただけます。
午後：<バス>オパティアへ（約3時間/186km)
1815：ホテル着

夕食をご用意しています。

05 （火）. オパティア/ポストイナ/ブレッド湖/リュブリ
アナ.-
0730：<バス>ポストイナへ(約2時間/66km)
ポストイナ鍾乳洞観光(徒歩にて/約2時間)
トロッコ列車へ乗車し鍾乳洞へ、内部では日本語オーデ
ィオガイドを利用しご案内します。
<バス>ブレッド湖へ（約1時間30分/108km)
ブレッド湖観光と自由行動(合計約3時間/昼食は各自)
湖の小島へボートで渡り、聖マリア教会（外観）を訪れま
す。観光後ブレッドの街にて自由行動のお時間をお取り
します。

<バス>リュブリアナへ(約1時間/55km)
夕刻：リュブリアナ市内観光（約2時間）
スロベニアの政治や文化の中心地、首都リュブリアナの街
歩きをお楽しみください。
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

06 （水）. リュブリアナ/マリボル/ザグレブ.-
0830：<バス>マリボルへ（約2時間/130km）
マリボルにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
スロベニア第2の都市で、川沿いに建つ美しい旧市街の散
策をお楽しみください。
午後：<バス>ザグレブへ（約2時間/120km）
着後：<バス>ザグレブ市内観光（約2時間）
クロアチアの首都ザグレブにて、中世のたたずまいを残す
旧市街へご案内します。

夕食をご用意しています。

07 （木）. ザグレブ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

コース
P.6 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

  ブレッド湖    

ドブロブニク

ID: 27349 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 157,200 200,900
赤数字出発日 ¥ 178,100 221,700



全出発日/金曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （金）. フランクフルト.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （土）. フランクフルト/ハイデルベルク/ストラスブー
ル/ルクセンブルク.-
0800：<バス>ハイデルベルクへ(約1時間30分/88km)
ハイデルベルクにて自由行動(約3時間30分/昼食は各自)
ネッカー川の畔の学生の街ハイデルベルクで、カールテオド
ール橋より望むハイデルベルク城、聖霊教会や学生
牢などをご自由にお楽しみください。
午後：<バス>ストラスブールへ(約1時間30分/135km)
ストラスブールにて自由行動(約2時間)
ドイツとの国境に近く、ドイツ文化の影響を受けているアル
ザス地方の街で旧市街は世界遺産に登録されていま
す。独特な美しい町並みが残るストラスブールの景観をお楽
しみください。
夕刻：<バス>ルクセンブルクへ(約3時間/220km)
1930：ホテル着

03 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2時
間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）を見
学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみください。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

04 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を観
光します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)を
観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小僧(
いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご案内し
ます。聖母教会も閉館の場合は外観観光となります。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学できませ
ん。

05 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイク/ 
ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途中
の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみくだ
さい。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキーダム
の風車にご案内します。

06 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キ
ューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術館
を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４日
まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約1
時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花を
お楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

07 （木）. アムステルダム.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 6 日目は、オプション 1 と同行程
07 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学し
ます。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の休
憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の建
築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただきます。
塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒ
トの散策へご案内します。

08 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェセ
ル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約
2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着、ツアー終了

この日のホテル宿泊はツアーに含まれません。

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデスハ
イムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 6 回
（オプショナル.2） 朝食 7 回

到着時の送迎付き
市内観光: ルクセンブルク, ブルージュ, ゲント, ブ
リュッセル, アントワープ.
入場箇所: 聖バーフ大聖堂（ゲント）, 聖母大聖堂（
アントワープ）, マウリッツハイス美術館（ハーグ）, 
アムステルダム国立美術館、クレーラー・ミューラ
ー美術館（オッテルロー）またはキューケンホフ（
開園期間4月1日~5月14日）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）.

(追加サービス オプション. 2)
入場箇所: デ・ハール城（庭園のみ）, 大聖堂（ケ
ルン）.
船: ライン川クルーズ.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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(オプション. 1)
2023/4月: 21, 28
2023/5月: 05, 12, 19, 26
2023/6月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/10月: 06, 13, 20, 27
2023/11月: 03, 10, 17, 24
2023/12月: 01, 08, 15, 22, 29
2024/2月: 09, 16, 23
2024/3月: 01, 08, 15, 22, 29

(オプション. 2 = オプション. 1)

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

カスタマイズで
毎日出発可能

P.7 参照
(オプション. 2)

1

2

1
1

1

1
ブリュッセル

ブルージュ

アムステルダム

ルクセンブルク
フランクフルト

ケルン
ドイツ

ベルギー

フランクフルト発　
ルクセンブルク、ベルギー、オランダ  (オプション. 1) 7 日間
  ID: 27329

フランクフルト発　
ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ(オプション. 2) 8 日間
  ID: 27330

（オプション.２のみ）（オプション.２のみ）

オランダ

(オプション. 1)
ID: 27329 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 125,800 172,400
赤数字出発日 ¥ 124,000 170,600
太数字出発日 ¥ 122,300 168,900

(オプション. 2)
ID: 27330 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 168,100 229,600
赤数字出発日 ¥ 166,400 228,000
太数字出発日 ¥ 164,700 226,300



フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ(オプション. 1) 9 日間
  ID: 27333

フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ、ロンドン(オプション. 2) 11 日間
  ID: 27331

1

2

2

2

1
1

1
ブリュッセル

ブルージュ
アムステルダム

ルクセンブルク フランクフルト

ロンドン

パリ

イギリス 

フランス

ドイツ

ベルギー

オランダ

(オプション. 1) 
01 （金）. フランクフルト.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （土）. フランクフルト/ハイデルベルク/ストラスブ
ール/ルクセンブルク.-
0800：<バス>ハイデルベルクへ(約1時間30分/88km)
ハイデルベルクにて自由行動(約3時間30分/昼食は各
自)
ネッカー川の畔の学生の街ハイデルベルクで、カールテ
オドール橋より望むハイデルベルク城、聖霊教会や学生
牢などをご自由にお楽しみください。
午後：<バス>ストラスブールへ(約1時間30分/135km)
ストラスブールにて自由行動(約2時間)
ドイツとの国境に近く、ドイツ文化の影響を受けているア
ルザス地方の街で旧市街は世界遺産に登録されていま
す。独特な美しい町並みが残るストラスブールの景観を
お楽しみください。
夕刻：<バス>ルクセンブルクへ(約3時間/220km)
1930：ホテル着

03 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2
時間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）
を見学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各
自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

04 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間
30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を
観光します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)
を観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小
僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご案内
します。聖母教会も閉館の場合は外観観光となります。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学でき
ません。

05 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイ
ク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途
中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）

<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみく
ださい。

<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキー
ダムの風車にご案内します。

06 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キ
ューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術
館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花を
お楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

07 （木）. アムステルダム/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからアムステルダム中央駅へ送迎のご用意をし
ています。（英語またはその国の言語でのご案内となり
ます。）
午前：<列車>パリへ（2等/約3時間30分）
1230-1500：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

08 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。

09 （土）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 8 日目は、オプション 1 と同行程
09 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英語
またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェ
ックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

10 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·
シャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、
ウェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）
へご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

11 （月）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/金曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 8 回
（オプショナル.2） 朝食 10 回

到着時の送迎付き
市内観光: ルクセンブルク, ブルージュ, ゲント, ブ
リュッセル, アントワープ.
入場箇所: 聖バーフ大聖堂（ゲント）, 聖母大聖堂

（アントワープ）, マウリッツハイス美術館（ハー
グ）, アムステルダム国立美術館、クレーラー・ミ
ューラー美術館（オッテルロー）またはキューケ
ンホフ（開園期間4月1日~5月14日）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）.
高速列車: アムステルダム/パリ間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ロンドン.
高速列車: パリ/ロンドン間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお
客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させて
いただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

45

(オプション. 1)
2023/4月: 21, 28
2023/5月: 05, 12, 19, 26
2023/6月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/10月: 06, 13, 20, 27
2023/11月: 03, 10, 17, 24
2023/12月: 01, 08, 15, 22, 29
2024/2月: 09, 16, 23
2024/3月: 01, 08, 15, 22, 29

(オプション. 2)
2023/4月: 21, 28
2023/5月: 12, 19, 26
2023/6月: 02, 09, 16, 23
2023/7月: 07, 21
2023/8月: 04, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15, 29
2023/10月: 13, 27

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27333 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 162,800 230,700
赤数字出発日 ¥ 156,800 224,800
太数字出発日 ¥ 154,400 222,400

(オプション. 2)
ID: 27331 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 223,700 318,400
赤数字出発日 ¥ 217,400 312,200



全出発日/火曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （火）. アムステルダム.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キュ
ーケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約1
時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を入
場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術館を
見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４日ま
で）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約1時
間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を入
場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花をお
楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

03 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学しま
す。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の休憩
所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の建築
としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただきます。塔ま
で含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒト
の散策へご案内します。

04 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェセ
ル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約2
時間/150km)
着後、ライン川クルーズ

古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデスハ
イムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

05 （土）. フランクフルト.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス:  
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 4 回
到着時の送迎付き
入場箇所: アムステルダム国立美術館、クレーラ
ー・ミューラー美術館（オッテルロー）またはキュ
ーケンホフ（開園期間4月1日~5月14日）, デ・ハー
ル城（庭園のみ）, 大聖堂（ケルン）.
船: ライン川クルーズ.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

46

2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/1月: 02
2024/2月: 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

アムステルダム発　アムステルダム・ケルン・フランクフルト 5 日間
  ID: 27302

デ・ハール城（ユトレヒト）

2

1

1

アムステルダム

フランクフルト

ケルン ドイツ

オランダ

  ケルン  

ID: 27302 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 86,500 121,500
赤数字出発日 ¥ 84,500 119,500
太数字出発日 ¥ 84,500 119,500



01 （火）. アムステルダム.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　
キューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術
館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花
をお楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

03 （木）. アムステルダム/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからアムステルダム中央駅へ送迎のご用意をし
ています。（英語またはその国の言語でのご案内となり
ます。）
午前：<列車>パリへ（2等/約3時間30分）
1230-1500：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。

*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

05 （土）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/火曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 4 回
到着時の送迎付き
入場箇所: アムステルダム国立美術館、クレーラ
ー・ミューラー美術館（オッテルロー）またはキュ
ーケンホフ（開園期間4月1日~5月14日）.
高速列車: アムステルダム/パリ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、 ご旅行契約をされた
お客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させ
ていただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません
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2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/1月: 02
2024/2月: 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

アムステルダム発　アムステルダム・ケルン・フランクフルト 5 日間
  ID: 27302

アムステルダム
アムステルダム発　アムステルダム・パリ 5 日間
  ID: 27304

2

2

アムステルダム

パリ

フランス

オランダ

キューケンホフ公園（開園期間のみ訪問）

ID: 27304 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 86,600 130,700
赤数字出発日 ¥ 80,200 124,300
太数字出発日 ¥ 79,400 123,400



全出発日/金曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （金）. フランクフルト.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （土）. フランクフルト/ハイデルベルク/ストラスブー
ル/ルクセンブルク.-
0800：<バス>ハイデルベルクへ(約1時間30分/88km)
ハイデルベルクにて自由行動(約3時間30分/昼食は各自)
ネッカー川の畔の学生の街ハイデルベルクで、カールテオド
ール橋より望むハイデルベルク城、聖霊教会や学生
牢などをご自由にお楽しみください。
午後：<バス>ストラスブールへ(約1時間30分/135km)
ストラスブールにて自由行動(約2時間)
ドイツとの国境に近く、ドイツ文化の影響を受けているアル
ザス地方の街で旧市街は世界遺産に登録されていま
す。独特な美しい町並みが残るストラスブールの景観をお楽
しみください。
夕刻：<バス>ルクセンブルクへ(約3時間/220km)
1930：ホテル着

03 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2時
間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）を見
学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみください。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

04 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を観
光します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)を
観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小僧(
いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご案内し
ます。聖母教会も閉館の場合は外観観光となります。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学できませ
ん。

05 （火）. ブリュッセル/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。 
ホテルからブリュッセル南駅へ送迎をご用意しています。（
英語またはその国の言語でのご案内となります。） 
午前：<列車>パリへ（2等/約1時間30分） 
1000-1100：パリ着 
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。） 
 
*ホテル発時刻は現地にてご案内します。 
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。 
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

06 （水）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。

07 （木）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: ルクセンブルク, ブルージュ, ゲント, ブ
リュッセル.
入場箇所: 聖バーフ大聖堂（ゲント）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）.
高速列車: ブリュッセル/パリ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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2023/4月: 21, 28
2023/5月: 05, 12, 19, 26
2023/6月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/10月: 06, 13, 20, 27
2023/11月: 03, 10, 17, 24
2023/12月: 01, 08, 15, 22, 29
2024/2月: 09, 16, 23
2024/3月: 01, 08, 15, 22, 29

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、パリ 7 日間
  ID: 27332 ルクセンブルク

ブルージュ

1

2

11
1

フランクフルト

パリ

ルクセンブルク
ブリュッセル

ブルージュ

フランス

ドイツ

ベルギー

ID: 27332 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 110,500 162,500
赤数字出発日 ¥ 106,300 158,300
太数字出発日 ¥ 104,000 156,000



01 （火）. アムステルダム.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キ
ューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術
館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花を
お楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

03 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学し
ます。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の
休憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の
建築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただきま
す。塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒ
トの散策へご案内します。

04 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェセ
ル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約
2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデス
ハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

05 （土）. フランクフルト/ハイデルベルク/ストラスブ
ール/ルクセンブルク.-
0800：<バス>ハイデルベルクへ(約1時間30分/88km)
ハイデルベルクにて自由行動(約3時間30分/昼食は各自)
ネッカー川の畔の学生の街ハイデルベルクで、カールテ
オドール橋より望むハイデルベルク城、聖霊教会や学生
牢などをご自由にお楽しみください。
午後：<バス>ストラスブールへ(約1時間30分/135km)
ストラスブールにて自由行動(約2時間)
ドイツとの国境に近く、ドイツ文化の影響を受けているア
ルザス地方の街で旧市街は世界遺産に登録されていま
す。独特な美しい町並みが残るストラスブールの景観を
お楽しみください。
夕刻：<バス>ルクセンブルクへ(約3時間/220km)
1930：ホテル着

06 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2
時間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）
を見学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各
自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

07 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間
30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を
観光します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)
を観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小
僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご案内
します。聖母教会も閉館の場合は外観観光となります。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学でき
ません。

08 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイ
ク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途
中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）

<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみく
ださい。

<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキー
ダムの風車にご案内します。

09 （水）. アムステルダム.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/火曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 8 回
到着時の送迎付き
市内観光: ルクセンブルク, ブルージュ, ゲント, ブ
リュッセル, アントワープ.
入場箇所: アムステルダム国立美術館、クレーラ
ー・ミューラー美術館（オッテルロー）またはキュ
ーケンホフ（開園期間4月1日~5月14日）, デ・ハ
ール城（庭園のみ）, 大聖堂（ケルン）, 聖バーフ大
聖堂（ゲント）, 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリ
ッツハイス美術館（ハーグ）.
船: ライン川クルーズ, 運河クルーズ（ブルージ
ュ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、 ご旅行契約をされた
お客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させ
ていただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません
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2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/2月: 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

フランクフルト発　ルクセンブルク、ベルギー、パリ 7 日間
  ID: 27332

33

1

1

アムステルダム

フランクフルト

ケルン1
1ブリュッセル

ブルージュ ドイツ
ベルギー

オランダ

1

アムステルダム発　オランダからドイツ、ルクセンブルク、ベルギー 9 日間
  ID: 27308

ルクセンブルク

ID: 27308 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 171,700 236,300
赤数字出発日 ¥ 169,000 233,700
太数字出発日 ¥ 167,200 231,900



全出発日/月曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （月）. ウィーン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へご
案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてティ
ータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みでお
楽しみください。

03 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペスト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガリー
の可愛い街にて散策をお楽しみください。
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽しみ
ください。
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着

04 （木）. ブダペスト.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(い
ずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内
します。
1130：くさり橋近くの市中心部でツア－終了

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス:  
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）  
朝食 3 回  
到着時の送迎付き   
市内観光: ウィーン, ブダペスト.  
入場箇所: シェーンブルン宮殿とシュテファン寺院

（ウィーン）, マーチャーシ教会と聖イシュトバン
大聖堂（ブダペスト）. 

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照 
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります  
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

50

2023/4月: 24
2023/5月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/6月: 05, 12, 19, 26
2023/7月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/8月: 07, 14, 21, 28
2023/9月: 04, 11, 18, 25
2023/10月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/11月: 06, 13, 20, 27
2023/12月: 04, 11, 18, 25
2024/1月: 01
2024/2月: 12, 19, 26
2024/3月: 04, 11, 18, 25

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

ウィーン発　中欧ハイライト　ウィーン・ブダペスト 4 日間
  ID: 27344 シェーンブルン宮殿（ウィーン）

ブダペスト

2

1

ウィーン

ブダペストオーストリア
ハンガリー

ID: 27344 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 60,500 82,600
赤数字出発日 ¥ 60,000 82,100
太数字出発日 ¥ 56,600 78,700



01 （水）. ブダペスト.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （木）. ブダペスト/ブラチスラバ.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(い
ずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内
します。
くさり橋近くの市中心部で解散後、自由行動(約1時間30
分/昼食は各自)
歩行者天国のヴァーツィー通りや中央市場、ドナウ川の
パノラマなどお好みでお楽しみください。

午後：<バス>ブラチスラバへ(約3時間/215km)
ブラチスラバ城(外観）に立ち寄り、お城からの美しい眺
望をお楽しみいただきます。
1730：ホテル着

03 （金）. ブラチスラバ/チェスキー・クルムロフ/プ
ラハ.-
0800：<バス>チェスキー・クルムロフへ(約5時間30
分/288km)（昼食は途中の休憩所で各自）
午後：チェスキー・クルムロフにて自由行動（約1時間
30分）
世界遺産に登録された美しい街の散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>プラハへ(約3時間/185km)
1900：ホテル着

04 （土）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご案
内します。
旧市街広場にて解散
ツアー終了

全出発日/水曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 3 回
到着時の送迎付き
市内観光: ブダペスト, プラハ.
入場箇所: マーチャーシ教会と聖イシュトバン大
聖堂（ブダペスト）, プラハ城の聖ビート教会・旧
王宮・黄金の小路、聖イジー教会（プラハ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、 ご旅行契約をされた
お客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させ
ていただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

51

2023/4月: 26
2023/5月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/6月: 07, 14, 21, 28
2023/7月: 05, 12, 19, 26
2023/8月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/9月: 06, 13, 20, 27
2023/10月: 04, 11, 18, 25
2023/11月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/12月: 06, 13, 20, 27
2024/1月: 03
2024/2月: 14, 21, 28
2024/3月: 06, 13, 20, 27

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

ウィーン発　中欧ハイライト　ウィーン・ブダペスト 4 日間
  ID: 27344

ブダペスト発　中欧ハイライト　ブダペスト・ブラチスラバ・プラハ 4 日間
  ID: 27345

シェーンブルン宮殿（ウィーン）

漁夫の砦（ブダペスト）

11

1

ブダペスト
ブラチスラバ

プラハ
チェコ

スロバキア

ハンガリー

ブラチスラバ城

ID: 27345 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 60,200 79,000
赤数字出発日 ¥ 59,200 78,000
太数字出発日 ¥ 57,300 76,000



全出発日/月曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （月）. ウィーン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハン・
シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へご案内
します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてティー
タイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みでお楽し
みください。

03 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペスト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガリーの
可愛い街にて散策をお楽しみください。
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽しみく
ださい。
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着

04 （木）. ブダペスト/ブラチスラバ.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(いずれ
も入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内します。
くさり橋近くの市中心部で解散後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自)
歩行者天国のヴァーツィー通りや中央市場、ドナウ川のパノ
ラマなどお好みでお楽しみください。

午後：<バス>ブラチスラバへ(約3時間/215km)
ブラチスラバ城(外観）に立ち寄り、お城からの美しい眺望を
お楽しみいただきます。
1730：ホテル着

05 （金）. ブラチスラバ/チェスキー・クルムロフ/プラハ.-
0800：<バス>チェスキー・クルムロフへ(約5時間30
分/288km)（昼食は途中の休憩所で各自）
午後：チェスキー・クルムロフにて自由行動（約1時間30分）
世界遺産に登録された美しい街の散策をお楽しみくださ
い。
<バス>プラハへ(約3時間/185km)
1900：ホテル着

06 （土）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご案
内します。
旧市街広場にて解散

午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術館
巡り、本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽し
みください。

07 （日）. プラハ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: ウィーン, ブダペスト, プラハ.
入場箇所: シェーンブルン宮殿とシュテファン寺院

（ウィーン）, マーチャーシ教会と聖イシュトバン
大聖堂（ブダペスト）, プラハ城の聖ビート教会・旧
王宮・黄金の小路、聖イジー教会（プラハ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

52

2023/4月: 24
2023/5月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/6月: 05, 12, 19, 26
2023/7月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/8月: 07, 14, 21, 28
2023/9月: 04, 11, 18, 25
2023/10月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/11月: 06, 13, 20, 27
2023/12月: 04, 11, 18, 25
2024/1月: 01
2024/2月: 12, 19, 26
2024/3月: 04, 11, 18, 25

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

ウィーン発　中欧周遊　ウィーン・ブダペスト・ブラチスラバ・プラハ  7 日間
  ID: 27343

2

1
1

2

ウィーン

ブダペスト

ブラチスラバ

プラハ
チェコ

オーストリア

スロバキア

ハンガリー

カレル橋（プラハ）

ブダペスト

ID: 27343 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 109,400 146,600
赤数字出発日 ¥ 107,900 145,100
太数字出発日 ¥ 103,700 140,900



01 （木）. ケルン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェ
セル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約
2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着
※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデス
ハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

03 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘ
ン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各
自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街
並みがかわいいローテンブルクへご案内します。
午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビ
ールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の
時間をお取りします。
1930：ホテル着

04 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着
※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マ
リエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバン
ガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタ
イン城入場可否については、見学日の14日前までにご
連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

05 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウ
ィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、
ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア
ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着
※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。

06 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へ
ご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてテ
ィータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みで
お楽しみください。

07 （水）. ウィーン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: ザルツブルク, ウィーン.
入場箇所: ノイシュバンシュタイン城（ホーエンシ
ュバンガウ）、ヴィース教会（シュイタインガーデ
ン）, モーツァルトの生家（ザルツブルク）, シェー
ンブルン宮殿とシュテファン寺院（ウィーン）.
船: ライン川クルーズ.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、 ご旅行契約をされた
お客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させ
ていただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

53

2023/4月: 20, 27
2023/5月: 04, 11, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 06, 13, 20, 27
2023/8月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21, 28
2023/10月: 05, 12, 19, 26
2023/11月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/12月: 07, 14, 21, 28
2024/2月: 15, 22, 29
2024/3月: 07, 14, 21, 28

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

1

1

2 2 ウィーン

フランクフルト

ミュンヘン

ケルン

ドイツ

オーストリア

ウィーン発　中欧周遊　ウィーン・ブダペスト・ブラチスラバ・プラハ  7 日間
  ID: 27343 ケルン発　ドイツ周遊とオーストリア  7 日間

  ID: 27322

カレル橋（プラハ）

ローテンブルク

ID: 27322 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 127,900 176,500
赤数字出発日 ¥ 127,900 176,500
太数字出発日 ¥ 125,900 174,600



全出発日/金曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 5 回
（オプショナル.2） 朝食 9 回

到着時の送迎付き
市内観光: ザルツブルク, ウィーン.
入場箇所: ノイシュバンシュタイン城（ホーエンシ
ュバンガウ）、ヴィース教会（シュイタインガーデ
ン）, モーツァルトの生家（ザルツブルク）, シェーン
ブルン宮殿とシュテファン寺院（ウィーン）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ブダペスト, プラハ.
入場箇所: マーチャーシ教会と聖イシュトバン大
聖堂（ブダペスト）, プラハ城の聖ビート教会・旧王
宮・黄金の小路、聖イジー教会（プラハ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

フランクフルト発　
ドイツ周遊とオーストリア (オプション. 1) 6 日間
  ID: 27323

フランクフルト発　
ドイツから中欧周遊 (オプション. 2) 10 日間
  ID: 27309

(オプション. 1)
2023/4月: 21, 28
2023/5月: 05, 12, 19, 26
2023/6月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/10月: 06, 13, 20, 27
2023/11月: 03, 10, 17, 24
2023/12月: 01, 08, 15, 22, 29
2024/2月: 16, 23
2024/3月: 01, 08, 15, 22, 29

(オプション. 2 = オプション. 1と下記出発日)
2024/2月: 09

01 （金）. フランクフルト.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお
済ませください。

02 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘ
ン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各
自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街
並みがかわいいローテンブルクへご案内します。
午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビ
ールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の
時間をお取りします。
1930：ホテル着

03 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓
の町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美
な城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りし
ます。
午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着
※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マ
リエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバ
ンガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュ
タイン城入場可否については、見学日の14日前までに
ご連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

04 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウ
ィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、
ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなった
アッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取り
します。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着
※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。

05 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨ
ハン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)
へご案内します。

観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてテ
ィータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好み
でお楽しみください。

06 （水）. ウィーン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 

1 - 5 日目は、オプション 1 と同行程

06 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペス
ト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガリ
ーの可愛い街にて散策をお楽しみください。
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽し
みください。
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着

07 （木）. ブダペスト/ブラチスラバ.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(い
ずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内
します。
くさり橋近くの市中心部で解散後、自由行動(約1時間
30分/昼食は各自)
歩行者天国のヴァーツィー通りや中央市場、ドナウ川の
パノラマなどお好みでお楽しみください。
午後：<バス>ブラチスラバへ(約3時間/215km)
ブラチスラバ城(外観）に立ち寄り、お城からの美しい眺
望をお楽しみいただきます。
1730：ホテル着

08 （金）. ブラチスラバ/チェスキー・クルムロフ/プ
ラハ.-
0800：<バス>チェスキー・クルムロフへ(約5時間30
分/288km)（昼食は途中の休憩所で各自）
午後：チェスキー・クルムロフにて自由行動（約1時間
30分）
世界遺産に登録された美しい街の散策をお楽しみく
ださい。
<バス>プラハへ(約3時間/185km)
1900：ホテル着

09 （土）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご
案内します。
旧市街広場にて解散

午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術
館巡り、本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽
しみください。

10 （日）. プラハ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

1

2 2ウィーン

フランクフルト

ミュンヘン
1

ブダペスト

1

2

ブラチスラバ

プラハ
ドイツ チェコ

オーストリア

スロバキア

ハンガリー
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(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27323 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 102,400 141,200
赤数字出発日 ¥ 102,400 141,200
太数字出発日 ¥ 100,600 139,400

(オプション. 2)
ID: 27309 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 176,400 235,900
赤数字出発日 ¥ 175,000 234,500
太数字出発日 ¥ 170,700 230,200



2

2

1

1

2ウィーン

フランクフルト

アムステルダム

ミュンヘン
1

ブダペスト

ケルン

ドイツ

オランダ

オーストリア
ハンガリー

全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/
日程表参照）
朝食 9 回
到着時の送迎付き
市内観光: ザルツブルク, ウィーン, ブダペスト.
入場箇所: アムステルダム国立美術館、クレーラー・ミ
ューラー美術館（オッテルロー）またはキューケンホフ

（開園期間4月1日~5月14日）, デ・ハール城（庭園の
み）, 大聖堂（ケルン）, ノイシュバンシュタイン城（ホ
ーエンシュバンガウ）、ヴィース教会（シュイタインガ
ーデン）, モーツァルトの生家（ザルツブルク）, シェー
ンブルン宮殿とシュテファン寺院（ウィーン）, マーチ
ャーシ教会と聖イシュトバン大聖堂（ブダペスト）.
船: ライン川クルーズ.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して
遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客様が
いらっしゃらない場合、催行を中止させていただくこ
とがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はあ
りません

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

55

2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/2月: 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26

アムステルダム発　オランダからドイツ、中欧 10 日間
  ID: 27305

01 （火）. アムステルダム.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　
キューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術
館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着
***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花
をお楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

03 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学
します。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の
休憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の
建築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただき
ます。塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着
※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒ
トの散策へご案内します。

04 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェ
セル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約
2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着
※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデス
ハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

05 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘ
ン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各
自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街
並みがかわいいローテンブルクへご案内します。
午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）

バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビ
ールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の
時間をお取りします。
1930：ホテル着

06 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。
午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着
※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マ
リエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバン
ガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタ
イン城入場可否については、見学日の14日前までにご
連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

07 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウ
ィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、
ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア
ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着
※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。

08 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へ
ご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてテ
ィータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みで
お楽しみください。

09 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペス
ト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガリ
ーの可愛い街にて散策をお楽しみください。
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽し
みください。
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着

10 （木）. ブダペスト.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(い
ずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内
します。
1130：くさり橋近くの市中心部でツア－終了

ID: 27305 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 207,500 278,400
赤数字出発日 ¥ 205,300 276,200
太数字出発日 ¥ 201,800 272,700



全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 8 回
（オプショナル.2） 朝食 8 回

到着時の送迎付き
市内観光: ザルツブルク, ウィーン＜オプション.1
のみ＞.
入場箇所: アムステルダム国立美術館、クレーラ
ー・ミューラー美術館（オッテルロー）またはキュ
ーケンホフ（開園期間4月1日~5月14日）, デ・ハー
ル城（庭園のみ）, 大聖堂（ケルン）, ノイシュバンシ
ュタイン城（ホーエンシュバンガウ）、ヴィース教会

（シュイタインガーデン）, ＜オプション.1のみ モ
ーツァルトの生家（ザルツブルク）, シェーンブルン
宮殿とシュテファン寺院（ウィーン）＞.
船: ライン川クルーズ.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: プラハ.
入場箇所: プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄金
の小路、聖イジー教会（プラハ）.
高速列車: ミュンヘン/プラハ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、 ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

アムステルダム発　
オランダからドイツ、オーストリア (オプション. 1) 9 日間
  ID: 27306

アムステルダム発　
オランダからドイツ、チェコ (オプション. 2) 9 日間
  ID: 27307 

01 （火）. アムステルダム.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キュー
ケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約1
時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を
入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術館
を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着
***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４日
まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約1
時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を
入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花を
お楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

03 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学し
ます。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の休
憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の建
築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただきます。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着
※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒ
トの散策へご案内します。

04 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェセル/ 
リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約
2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/昼
食は各自）
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着
※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿いの
ドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご案
内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデスハ
イムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

05 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街並
みがかわいいローテンブルクへご案内します。
午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
1930：ホテル着

06 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタインガ
ーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)

着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。
午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録さ
れている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着
※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行し
ていませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マリエ
ン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見学
日の直前になる場合があり、入場見学をいただけない
ことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバンガ
ウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタイン
城入場可否については、見学日の14日前までにご連絡
します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズの
ため、入場できません。

07 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、ゲ
トライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア
ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着
※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内と
なります。

08 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へご
案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてティ
ータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みでお
楽しみください。

09 （水）. ウィーン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 6 日目は、オプション 1 と同行程
07 （月）. ミュンヘン/プラハ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからミュンヘン駅へは送迎をご用意しています。（
英語またはドイツ語でのご案内となります。）
午前：<列車>プラハへ（2等/約6時間）
1600-1900 ：プラハ着
プラハ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェッ
クインください。）
*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

08 （火）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご案
内します。
旧市街広場にて解散
午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術館
巡り、本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽し
みください。

09 （水）. プラハ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 1)
2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/2月: 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26
(オプション. 2 = オプション. 1)

2

2

1

1

2ウィーン

フランクフルト

アムステルダム

ミュンヘン

2 プラハケルン
ドイツ

オランダ

チェコ

オーストリア
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(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27306 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 178,300 243,700
赤数字出発日 ¥ 176,400 241,700
太数字出発日 ¥ 174,600 239,900

(オプション. 2)
ID: 27307 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 165,400 228,900
赤数字出発日 ¥ 162,400 225,900
太数字出発日 ¥ 161,700 225,200



全出発日/土曜発

1名様旅行代金（P.95参照）
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2
2

2
1

1

フランクフルト

アムステルダム

ケルン

ロンドン

1ブリュッセル

パリ

イギリス 

フランス

ドイツ

ベルギー

オランダ

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

ロンドン発　
英国からベルギー、オランダ、ドイツ (オプション. 1) 8 日間
  ID: 27301

ロンドン発　
英国からベルギー、オランダ、パリ (オプション. 2) 8 日間
  ID: 27296

01 （土）. ロンドン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお
済ませください。

02 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·
シャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）
、ウェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下
車）へご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

03 （月）. ロンドン/ブリュッセル.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからロンドン　セント・パンクラス駅へ送迎をご
用意しております。（英語でのご案内となります。）
午前：<列車>ブリュッセルへ（2等/約3時間）
1200-1430 ：ブリュッセル着 係員がお待ちしており
ます。
その後、ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30
分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便
小僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着
*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内しま
す。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

04 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイ
ク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は
途中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみ
ください。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着
※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキー
ダムの風車にご案内します。

05 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　
キューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/
約1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30
分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術
館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着
***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）

午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花
をお楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

06 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学
します。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の
休憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の
建築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただき
ます。塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着
※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒ
トの散策へご案内します。

07 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェ
セル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (
約2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）
にてお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着
※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデス
ハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

08 （土）. フランクフルト.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 

1 - 5 日目は、オプション 1 と同行程

06 （木）. アムステルダム/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからアムステルダム中央駅へ送迎のご用意をし
ています。（英語またはその国の言語でのご案内となり
ます。）
午前：<列車>パリへ（2等/約3時間30分）
1230-1500：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）
*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内しま
す。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

07 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。
ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

08 （土）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 7 回
（オプショナル.2） 朝食 7 回

到着時の送迎付き
市内観光: ロンドン, ブリュッセル, アントワープ.
入場箇所: 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッツ
ハイス美術館（ハーグ）, アムステルダム国立美術
館、クレーラー・ミューラー美術館（オッテルロー）
またはキューケンホフ（開園期間4月1日~5月14
日）, ＜オプション.1のみ デ・ハール城（庭園のみ）, 
大聖堂（ケルン）＞.
船: ライン川クルーズ＜オプション.1のみ＞.
高速列車: ロンドン/ブリュッセル間.

(追加サービス オプション. 2)
高速列車: アムステルダム/パリ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

(オプション. 1)
2023/4月: 22, 29
2023/5月: 06, 20, 27
2023/6月: 03, 10, 17, 24
2023/7月: 01, 15, 29
2023/8月: 12, 26
2023/9月: 02, 09, 16, 23
2023/10月: 07, 21
2023/11月: 4
(オプション. 2 = オプション. 1)

(オプション. 1)
ID: 27301 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 165,800 235,000
赤数字出発日 ¥ 163,900 233,100

(オプション. 2)
ID: 27296 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 165,300 243,500
赤数字出発日 ¥ 158,700 237,000



全出発日/土曜発

1名様旅行代金（P.95参照）
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

01 （土）. ロンドン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお
済ませください。

02 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·
シャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）
、ウェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下
車）へご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

03 （月）. ロンドン/ブリュッセル.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからロンドン　セント・パンクラス駅へ送迎をご
用意しております。（英語でのご案内となります。）
午前：<列車>ブリュッセルへ（2等/約3時間）
1200-1430 ：ブリュッセル着 係員がお待ちしており
ます。
その後、ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30
分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便
小僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着
*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内しま
す。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

04 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイ
ク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は
途中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみ
ください。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着
※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキー
ダムの風車にご案内します。

05 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　
キューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/
約1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30
分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術
館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着
***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花
をお楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

06 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学
します。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の
休憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の
建築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただき
ます。塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着
※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒ
トの散策へご案内します。
07 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェ
セル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (
約2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）
にてお楽しみいただきます。　

ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、ドイツ、オーストリア
 (オプション. 1) 12 日間
  ID: 27298

ロンドン発　英国からベルギー、オランダ、ドイツ、チェコ
 (オプション. 2) 12 日間
  ID: 27299

(オプション. 1)
2023/4月: 22, 29
2023/5月: 06, 20, 27
2023/6月: 03, 10, 17, 24
2023/7月: 01, 15, 29
2023/8月: 12, 26
2023/9月: 02, 09, 16, 23
2023/10月: 07, 21
2023/11月: 04
(オプション. 2 = オプション. 1)

キンデルダイクの風車（5月撮影）

 ロンドン

(オプション. 1)
ID: 27298 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 258,300 357,800
赤数字出発日 ¥ 256,500 356,000

(オプション. 2)
ID: 27299 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 243,400 341,100
赤数字出発日 ¥ 240,300 338,000



リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着
※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデス
ハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

08 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘ
ン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各
自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街
並みがかわいいローテンブルクへご案内します。
午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビ
ールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の
時間をお取りします。
1930：ホテル着

09 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。
午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着
※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マ
リエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバン
ガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタ
イン城入場可否については、見学日の14日前までにご
連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

10 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウ
ィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)

モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、
ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア
ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着
※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。

11 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へ
ご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてテ
ィータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みで
お楽しみください。

12 （水）. ウィーン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 9 日目は、オプション 1 と同行程
10 （月）. ミュンヘン/プラハ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからミュンヘン駅へは送迎をご用意しています。（
英語またはドイツ語でのご案内となります。）
午前：<列車>プラハへ（2等/約6時間）
1600-1900 ：プラハ着
プラハ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェッ
クインください。）
*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

11 （火）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご案
内します。
旧市街広場にて解散

午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術
館巡り、本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽
しみください。

12 （水）. プラハ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 11 回
（オプショナル.2） 朝食 11 回

到着時の送迎付き
市内観光: ロンドン, ブリュッセル, アントワープ, 
＜オプション.1のみ ザルツブルク, ウィーン＞.
入場箇所: 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッ
ツハイス美術館（ハーグ）, アムステルダム国立美
術館、クレーラー・ミューラー美術館（オッテルロ
ー）またはキューケンホフ（開園期間4月1日~5
月14日）, デ・ハール城（庭園のみ）, 大聖堂（ケル
ン）, ノイシュバンシュタイン城（ホーエンシュバ
ンガウ）、ヴィース教会（シュイタインガーデン）,
＜ オプション.1のみ モーツァルトの生家（ザルツ
ブルク）, シェーンブルン宮殿とシュテファン寺院

（ウィーン）＞.
船: ライン川クルーズ.
高速列車: ロンドン/ブリュッセル間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: プラハ.
入場箇所: プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄
金の小路、聖イジー教会（プラハ）.
高速列車: ミュンヘン/プラハ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお
客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させて
いただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません
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プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、パリ (オプション. 1) 10 日間
  ID: 27335

プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ (オプション. 2) 12 日間
  ID: 27336 

プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ、ロンドン(オプション. 3) 14 日間
  ID: 27334

全出発日/火曜発

(オプション. 1) 
01 （火）. プラハ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （水）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラスがあ
る有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イジー教会

（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご案内します。
旧市街広場にて解散

午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術館
巡り、本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽しみ
ください。

03 （木）. プラハ/カルロビ・バリ/ニュルンベルク.-
0800：<バス>カルロビ・バリへ(約2時間30分/150㎞)
カルロビ・バリにて自由行動(約2時間30分/昼食は各自)
数々の音楽家や文豪が訪れた温泉保養地で、ボヘミアング
ラスの製造でも知られるリゾート地の散策をお楽しみくだ
さい。
午後：<バス>ニュルンベルクへ(約3時間/215km)
着後自由行動（約2時間）
1830：ホテル着

04 （金）.  ニュルンベルク/ネルトリンゲン/ビュルツブル
ク/フランクフルト-
0800：<バス>ネルトリンゲンへ (約1時間30分/100km)
ネルトリンゲンにて自由行動（約1時間30分）
隕石の衝突により形成されたクレーター上に作られた中世
の街の散策をお楽しみください。
<バス>ビュルツブルクへ(約2時間/145km)
午後：自由時間（約1時間/昼食は各自）その後、ビュルツブ
ルク市内観光（約2時間30分）
レジデンツ（入場）、マリエンベルク要塞のテラス（下車）を
訪れます。
<バス>フランクフルトへ（約2時間/120km）
1830：ホテル着

05 （土）. フランクフルト/ハイデルベルク/ストラスブ
ール/ルクセンブルク.-
0800：<バス>ハイデルベルクへ(約1時間30分/88km)
ハイデルベルクにて自由行動(約3時間30分/昼食は各
自)
ネッカー川の畔の学生の街ハイデルベルクで、カールテオ
ドール橋より望むハイデルベルク城、聖霊教会や学生
牢などをご自由にお楽しみください。
午後：<バス>ストラスブールへ(約1時間30分/135km)
ストラスブールにて自由行動(約2時間)
ドイツとの国境に近く、ドイツ文化の影響を受けているア
ルザス地方の街で旧市街は世界遺産に登録されていま
す。独特な美しい町並みが残るストラスブールの景観をお
楽しみください。
夕刻：<バス>ルクセンブルクへ(約3時間/220km)
1930：ホテル着

06 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2
時間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）を
見学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

07 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間
30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を
観光します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)
を観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）

ブリュッセル

(オプション. 1)
2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/2月: 06, 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26

(オプション. 2 = オプション. 1)

(オプション. 3)
2023/4月: 18, 25
2023/5月: 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20
2023/7月: 04, 18
2023/8月: 01, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 26
2023/10月: 10, 24

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

60 小便小僧（ブリュッセル）



2

2

2

2

1

アムステルダム
ロンドン

プラハ

ニュルンベルク

1
1

1

 ブリュッセル 

ブルージュ　

フランクフルト
パリ

イギリス 

フランス

ドイツ
ベルギー

オランダ

チェコ

1

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

ルクセンブルク

プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、パリ (オプション. 1) 10 日間
  ID: 27335

プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ (オプション. 2) 12 日間
  ID: 27336 

プラハ発　プラハとドイツ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、パリ、ロンドン(オプション. 3) 14 日間
  ID: 27334

1名様旅行代金（P.95参照）

61

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日
程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 9 回
（オプショナル.2） 朝食 11 回
（オプショナル.3） 朝食 13 回

到着時の送迎付き
市内観光: プラハ, ビュルツブルク, ルクセンブルク, ブル
ージュ, ゲント, ブリュッセル.
入場箇所: プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄金の小
路、聖イジー教会（プラハ）, レジデンツ（ビュルツブルク）, 
聖バーフ大聖堂（ゲント）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）.
高速列車:＜オプショナル.1のみ ブリュッセル/パリ間＞.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: アントワープ.
入場箇所: 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッツハイス
美術館（ハーグ）, アムステルダム国立美術館、クレーラ
ー・ミューラー美術館（オッテルロー）またはキューケンホ
フ（開園期間4月1日~5月14日）.
高速列車: アムステルダム/パリ間.

(追加サービス オプション. 3)
市内観光: ロンドン.
高速列車: パリ/ロンドン間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して遡っ
て60日前までで、ご旅行契約をされたお客様がいらっし
ゃらない場合、催行を中止させていただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はあり
ません

ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小
便小僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご
案内します。聖母教会も閉館の場合は外観観光とな
ります。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学で
きません。

08 （火）. ブリュッセル/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。

ホテルからブリュッセル南駅へ送迎をご用意してい
ます。（英語またはその国の言語でのご案内となりま
す。）
午前：<列車>パリへ（2等/約1時間30分）
1000-1100：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェッ
クインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

09 （水）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

10 （木）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 7 日目は、オプション 1 と同行程
08 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダ
イク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食
は途中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽し
みください。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキ
ーダムの風車にご案内します。

09 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または
　キューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/
約1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術
館を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間
30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美
術館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１
４日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場
約1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術
館を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお
花をお楽しみください。

<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

10 （木）. アムステルダム/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからアムステルダム中央駅へ送迎のご用意を
しています。（英語またはその国の言語でのご案内と
なります。）
午前：<列車>パリへ（2等/約3時間30分）
1230-1500：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェッ
クインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

11 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

12 （土）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 3) 
1 - 11 日目は、オプション 2 と同行程
12 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英
語またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降に
チェックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

13 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、
ザ·シャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（
車窓）、ウェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム
宮殿（下車）へご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

14 （月）. ロンドン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

運河クルーズ（ブルージュ）

(オプション.3のみ)(オプション.3のみ)

オプション. 1
ID: 27335 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 164,600 231,200
赤数字出発日 ¥ 159,300 225,900
太数字出発日 ¥ 156,200 222,800

オプション. 2
ID:27336 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 217,100 299,800
赤数字出発日 ¥ 210,000 292,700
太数字出発日 ¥ 207,000 289,700

オプション. 3
ID: 27334 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 269,700 375,600
赤数字出発日 ¥ 262,400 368,400



全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 6 回
（オプショナル.2） 朝食 8 回
（オプショナル.3） 朝食 11 回

到着時の送迎付き
市内観光: プラハ,ビュルツブルク.
入場箇所: プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄
金の小路、聖イジー教会（プラハ）, レジデンツ（ビ
ュルツブルク）, ノイシュバンシュタイン城（ホー
エンシュバンガウ）、ヴィース教会（シュイタイン
ガーデン）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ザルツブルク, ウィーン.
入場箇所: モーツァルトの生家（ザルツブルク）, シ
ェーンブルン宮殿とシュテファン寺院（ウィーン）.

(追加サービス オプション. 3)
市内観光: ブダペスト
入場箇所: マーチャーシ教会と聖イシュトバン大
聖堂（ブダペスト）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/2月: 06, 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26
(オプション. 2 = オプション. 1)
(オプション. 3 = オプション. 1)

プラハ発　プラハとドイツ周遊 (オプション. 1) 7 日間
  ID: 27312

プラハ発　プラハとドイツ、中欧周遊  (オプション. 3) 12 日間
  ID: 27310

2/3

2
2

1
1

1
1

ミュンヘン

プラハ
ニュルンベルクフランクフルト

ウィーン

ブダペスト

ブラチスラバ

ドイツ チェコ

オーストリア

スロバキア

ハンガリー

(オプション. 1)  
01 （火）. プラハ.- 
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（
英語またはその国の言語でのご案内となります。） 
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお
済ませください。 

02 （水）. プラハ.- 
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間) 
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラ
スがある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、
聖イジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広
場へご案内します。 
旧市街広場にて解散 

午後：自由行動 

03 （木）. プラハ/カルロビ・バリ/ニュルンベルク.- 
0800：<バス>カルロビ・バリへ(約2時間30分/150㎞) 
カルロビ・バリにて自由行動(約2時間30分/昼食は各
自)  
数々の音楽家や文豪が訪れた温泉保養地で、ボヘミア
ングラスの製造でも知られるリゾート地の散策をお楽
しみください。 
午後：<バス>ニュルンベルクへ(約3時間/215km) 
着後自由行動（約2時間） 
1830：ホテル着 

04 （金）. ニュルンベルク/ネルトリンゲン/ビュルツブルク/
フランクフルト.- 
0800：<バス>ネルトリンゲンへ (約1時間30分/100km) 
ネルトリンゲンにて自由行動（約1時間30分） 
隕石の衝突により形成されたクレーター上に作られた
中世の街の散策をお楽しみください。 
<バス>ビュルツブルクへ(約2時間/145km) 
午後：自由時間（約1時間/昼食は各自）その後、ビュル
ツブルク市内観光（約2時間30分） 
レジデンツ（入場）、マリエンベルク要塞のテラス（
下車）を訪れます。 
<バス>フランクフルトへ（約2時間/120km） 
1830：ホテル着 

05 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘン.- 
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km) 
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各
自）  
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街
並みがかわいいローテンブルクへご案内します。 

午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km） 
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分） 
1930：ホテル着 

06 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタインガ
ーデン/ミュンヘン.- 
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km) 
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自) 
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美
な城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りし
ます。 

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km) 
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自) 
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。 
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km) 
1730；ホテル着 

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運
行していませんのでお城の入り口まで徒歩移動とな
り、マリエン橋から城を眺めることができません。 
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュ
バンガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバン

シュタイン城入場可否については、見学日の14日前ま
でにご連絡します。 
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。 

07 （月）. ミュンヘン.- 
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了 

(オプション. 2)  
1 - 6 日目は、オプション 1 と同行程 
07 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウィーン.- 
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km) 
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間) 
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外
観)、ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内
します。 
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km） 
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自） 
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもな
ったアッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお
取りします。　 
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km） 
1830：ホテル着 

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。 

08 （火）. ウィーン.- 
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間) 
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、
ヨハン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも
下車)へご案内します。 
観光後、シュテファン寺院近くにて解散 
午後：自由行動 

09 （水）. ウィーン.- 
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了 

(オプション. 3)  
1 - 8 日目は、オプション 2 と同行程 
09 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペスト.- 
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km) 
ショプロンにて自由行動(約1時間30分) 
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガリ
ーの可愛い街にて散策をお楽しみください。 
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km) 
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自) 
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽し
みください。 
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km) 
1700：ホテル着 

10 （木）. ブダペスト/ブラチスラバ.- 
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分) 
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂
(いずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご
案内します。 
くさり橋近くの市中心部で解散後、自由行動(約1時間
30分/昼食は各自) 
午後：<バス>ブラチスラバへ(約3時間/215km) 
ブラチスラバ城(外観）に立ち寄り、お城からの美しい
眺望をお楽しみいただきます。 
1730：ホテル着 

11 （金）. ブラチスラバ/チェスキー・クルムロフ/プラハ.- 
0800：<バス>チェスキー・クルムロフへ(約5時間30
分/288km)（昼食は途中の休憩所で各自） 
午後：チェスキー・クルムロフにて自由行動（約1時間
30分） 
世界遺産に登録された美しい街の散策をお楽しみくだ
さい。 
<バス>プラハへ(約3時間/185km) 
1900：ホテル着 

12 （土）. プラハ.- 
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了 

プラハ発　プラハとドイツ、オーストリア周遊  (オプション. 2) 9 日間
  ID: 27311

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)
(オプション.3のみ)(オプション.3のみ)

オプション. 1
ID: 27312 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 108,700 148,200
赤数字出発日 ¥ 107,600 147,100
太数字出発日 ¥ 106,800 146,200

オプション. 2
ID:27311 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 159,000 212,900
赤数字出発日 ¥ 157,800 211,700
太数字出発日 ¥ 155,100 209,100

オプション. 3
ID: 27310 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 211,300 277,600
赤数字出発日 ¥ 209,800 276,100
太数字出発日 ¥ 205,600 271,900



2

2
2

1
1

ミュンヘン

プラハ

ウィーン

ブダペスト

ブラチスラバドイツ

チェコ

オーストリア

スロバキア

ハンガリー

01 （金）. プラハ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （土）. プラハ/ミュンヘン.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光(徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）)、カレル橋、旧市街広場へご
案内します。
観光後駅にお送りします。

午後：<列車>ミュンヘンへ（2等/約6時間）
1900-2100 ：ミュンヘン着
ミュンヘン着後お客様ご自身でホテルへ

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

03 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マ
リエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバン
ガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタ
イン城入場可否については、見学日の14日前までにご
連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

04 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウ
ィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、
ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア

ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。

05 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へ
ご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてテ
ィータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みで
お楽しみください。

06 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペス
ト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガリ
ーの可愛い街にて散策をお楽しみください。
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽し
みください。
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着

07 （木）. ブダペスト/ブラチスラバ.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(い
ずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内
します。
くさり橋近くの市中心部で解散後、自由行動(約1時間30
分/昼食は各自)
歩行者天国のヴァーツィー通りや中央市場、ドナウ川の
パノラマなどお好みでお楽しみください。

午後：<バス>ブラチスラバへ(約3時間/215km)
ブラチスラバ城(外観）に立ち寄り、お城からの美しい眺
望をお楽しみいただきます。
1730：ホテル着

08 （金）. ブラチスラバ/チェスキー・クルムロフ/プ
ラハ.-
0800：<バス>チェスキー・クルムロフへ(約5時間30
分/288km)（昼食は途中の休憩所で各自）
午後：チェスキー・クルムロフにて自由行動（約1時間
30分）
世界遺産に登録された美しい街の散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>プラハへ(約3時間/185km)
1900：ホテル着

09 （土）. プラハ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/金曜発 

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 8 回
到着時の送迎付き
市内観光: プラハ, ザルツブルク, ウィーン, ブダ
ペスト.
入場箇所: プラハ城にある聖ビート教会・旧王
宮・黄金の小路、聖イジー教会（プラハ）, ノイシュ
バンシュタイン城（ホーエンシュバンガウ）、ヴィ
ース教会（シュイタインガーデン）, モーツァルト
の生家（ザルツブルク）, シェーンブルン宮殿とシ
ュテファン寺院（ウィーン）, マーチャーシ教会と
聖イシュトバン大聖堂（ブダペスト）.
高速列車: プラハ/ミュンヘン間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、 ご旅行契約をされた
お客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させ
ていただくことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

プラハ発　ミュンヘンと中欧周遊　プラハまで 9 日間
  ID: 27353

2023/4月: 21, 28
2023/5月: 05, 12, 19, 26
2023/6月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/10月: 06, 13, 20, 27
2023/11月: 03, 10, 17, 24
2023/12月: 01, 08, 15, 22, 29
2024/2月: 09, 16, 23
2024/3月: 01, 08, 15, 22, 29

プラハ発　プラハとドイツ周遊 (オプション. 1) 7 日間
  ID: 27312

プラハ発　プラハとドイツ、中欧周遊  (オプション. 3) 12 日間
  ID: 27310

ノイシュバンシュタイン城

ID: 27353 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 170,000 225,300
赤数字出発日 ¥ 168,500 223,800
太数字出発日 ¥ 164,300 219,600



パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ (オプション. 1) 9日間
  ID: 27289

パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ (オプション. 2) 10 日間
  ID: 27294

パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、オーストリア (オプション. 3) 14 日間  
  ID: 27291

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （木）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytripか
らお申し込みいただけます。

03 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英語ま
たはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

04 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·シャ
ード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、ウェス
トミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）へご案
内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

05 （月）. ロンドン/ブリュッセル.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからロンドン　セント・パンクラス駅へ送迎をご用意
しております。（英語でのご案内となります。）

午前：<列車>ブリュッセルへ（2等/約3時間）
1200-1430 ：ブリュッセル着 係員がお待ちしておりま
す。
その後、ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小
僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

06 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイ
ク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途
中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみく
ださい。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキー
ダムの風車にご案内します。

07 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キ
ューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
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   アントワープ   

(オプション. 1)
2023/4月: 20, 27
2023/5月: 04, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 13, 27
2023/8月: 10, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21
2023/10月: 05, 19
2023/11月: 02
(オプション. 2 = オプション. 1)
(オプション. 3 = オプション. 1)

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

オプション. 1
ID: 27289 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 199,300 292,900
赤数字出発日 ¥ 190,600 284,100

オプション. 2
ID:27294 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 211,000 306,100
赤数字出発日 ¥ 204,500 299,500

オプション. 3
ID: 27291 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 304,000 429,400
赤数字出発日 ¥ 297,600 423,000



パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ (オプション. 1) 9日間
  ID: 27289

パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ (オプション. 2) 10 日間
  ID: 27294

パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、オーストリア (オプション. 3) 14 日間  
  ID: 27291    アントワープ   

キンデルダイクの風車（5月撮影）
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代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/ 
日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 8 回
（オプショナル.2） 朝食 9 回
（オプショナル.3） 朝食 13 回

到着時の送迎付き
市内観光: ロンドン, ブリュッセル, アントワープ.
入場箇所: 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッツハイス
美術館（ハーグ）, アムステルダム国立美術館、クレーラ
ー・ミューラー美術館（オッテルロー）またはキューケンホ
フ（開園期間4月1日~5月14日）.
高速列車: パリ/ロンドン間, ロンドン/ブリュッセル間, <オ
プション.1のみ　アムステルダム/パリ間>.

(追加サービス オプション. 2)
入場箇所: デ・ハール城（庭園のみ）, 大聖堂（ケルン）.
船: ライン川クルーズ.

(追加サービス オプション. 3)
市内観光: ザルツブルク, ウィーン.
入場箇所: ノイシュバンシュタイン城（ホーエンシュバン
ガウ）、ヴィース教会（シュイタインガーデン）, モーツァル
トの生家（ザルツブルク）, シェーンブルン宮殿とシュテフ
ァン寺院（ウィーン）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して遡っ
て60日前までで、 ご旅行契約をされたお客様がいらっし
ゃらない場合、催行を中止させていただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はあり
ません

2/32/3

2

2

2

2

フランクフルト

アムステルダム

ケルン

ロンドン

1
1

1

ブリュッセル

ミュンヘンパリ ウィーン

イギリス 

フランス

ドイツ

ベルギー

オランダ

オーストリア

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション.3のみ)(オプション.3のみ)

クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間
30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美
術館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１
４日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場
約1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術
館を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお
花をお楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

08 （木）. アムステルダム/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからアムステルダム中央駅へ送迎のご用意を
しています。（英語またはその国の言語でのご案内と
なります。）
午前：<列車>パリへ（2等/約3時間30分）
1230-1500：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェッ
クインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあ
りません。

09 （金）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 7 日目は、オプション 1 と同行程
08 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見
学します。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中
の休憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式
の建築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いた
だきます。塔まで含めると約157mという大きさは圧
巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレ
ヒトの散策へご案内します。

09 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴ
ェセル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (
約2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時
間）にてお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30
分/昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセル
ガッセ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみく
ださい。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿
いのドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川
沿いのドライブにご案内します。運航の可否は現地に
てご案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデ
スハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

10 （土）. フランクフルト.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 3) 
1 - 9 日目は、オプション 2 と同行程
10 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュン
ヘン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は
各自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの
街並みがかわいいローテンブルクへご案内します。

午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、また
ビールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散
策の時間をお取りします。
1930：ホテル着

11 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュ
タインガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓
の町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優
美な城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取
りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登
録されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運
行していませんのでお城の入り口まで徒歩移動とな
り、マリエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけ
ないことがあります。その場合、代わりにホーエンシュ
バンガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバン
シュタイン城入場可否については、見学日の14日前ま
でにご連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクロー
ズのため、入場できません。

12 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/
ウィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外
観)、ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内し
ます。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなった
アッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取
りします。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案
内となります。

13 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、
ヨハン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下
車)へご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにて
ティータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好
みでお楽しみください。

14 （水）. ウィーン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 



全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 6 回
到着時の送迎付き
市内観光: ロンドン, ブリュッセル.
高速列車: パリ/ロンドン間, ロンドン/ブリュッセル
間, , <オプション.1のみ　ブリュッセル/パリ間>.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

2023/4月: 20, 27
2023/5月: 04, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 13, 27
2023/8月: 10, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21
2023/10月: 05, 19
2023/11月: 02
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2 ロンドン

1ブリュッセル

パリ

フランス
AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

パリ発　フランスから英国、ブリュッセル 7日間 
  ID: 27293   

(オプション. 1) 
01 （木）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語
またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。

03 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英語
またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェ
ックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·シ
ャード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、ウ
ェストミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）へ
ご案内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

05 （月）. ロンドン/ブリュッセル.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからロンドン　セント・パンクラス駅へ送迎をご用
意しております。（英語でのご案内となります。）
午前：<列車>ブリュッセルへ（2等/約3時間）
1200-1430 ：ブリュッセル着 係員がお待ちしております。
その後、ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小
僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

06 （火）. ブリュッセル/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからブリュッセル南駅へ送迎をご用意しています。（
英語またはその国の言語でのご案内となります。）
午前：<列車>パリへ（2等/約1時間30分）
1000-1100：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

07 （水）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

  ロンドン  

ロンドン

ID: 27293 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 143,900 220,600
赤数字出発日 ¥ 137,100 213,800



3

2アムステルダム

1 ブリュッセル

パリ

1 ルクセンブルク

1ブルージュ

フランス

ベルギー

オランダ

(オプション. 1) 
01 （木）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

03 （土）. パリ/ルクセンブルク.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ東駅への送迎をご用意しています。（英語
またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ルクセンブルクへ（2等/約2時間30分）
1030-1300 ：ルクセンブルク着
ルクセンブルク着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降
にチェックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2
時間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）
を見学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各
自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

05 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間
30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を
観光します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外
観)を観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便
小僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご
案内します。聖母教会も閉館の場合は外観観光となり
ます。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学でき
ません。

06 （火）. ブリュッセル/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからブリュッセル南駅へ送迎をご用意しています。

（英語またはその国の言語でのご案内となります。）
午前：<列車>パリへ（2等/約1時間30分）
1000-1100：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

07 （水）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 5 日目は、オプション 1 と同行程
06 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイ
ク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は
途中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみ
ください。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキー
ダムの風車にご案内します。

07 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　
キューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術
館を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花
をお楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

08 （木）. アムステルダム/パリ.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからアムステルダム中央駅へ送迎のご用意をし
ています。（英語またはその国の言語でのご案内となり
ます。）
午前：<列車>パリへ（2等/約3時間30分）
1230-1500：パリ着
パリ着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

09 （金）. パリ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 6 回
（オプショナル.2） 朝食 8 回

到着時の送迎付き
市内観光: ルクセンブルク, ブルージュ, ゲント, ブ
リュッセル.
入場箇所: 聖バーフ大聖堂（ゲント）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）.
高速列車: パリ/ルクセンブルク間, <オプション.1
のみ　ブリュッセル/パリ間>.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: アントワープ.
入場箇所: 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッ
ツハイス美術館（ハーグ）, アムステルダム国立
美術館、クレーラー・ミューラー美術館（オッテル
ロー）またはキューケンホフ（開園期間4月1日
~5月14日）.
高速列車: アムステルダム/パリ間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、 ご旅行契約をされた
お客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させ
ていただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー  (オプション. 1) 7 日間
  ID: 27315   

パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ (オプション. 2) 9 日間
  ID: 27316   

(オプション. 1)
2023/4月:  20, 27
2023/5月: 04, 11, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 06, 13, 20, 27
2023/8月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21, 28
2023/10月: 05, 12, 19, 26
2023/11月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/12月: 07, 14, 21, 28
2024/2月: 08, 15, 22, 29
2024/3月: 07, 14, 21, 28

(オプション. 2 = オプション. 1)
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(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

  ロンドン  

(オプション. 1)
ID: 27315 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 122,500 188,600
赤数字出発日 ¥ 115,900 182,100
太数字出発日 ¥ 113,000 179,200

(オプション. 2)
ID: 27316 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 176,900 259,800
赤数字出発日 ¥ 168,500 251,300
太数字出発日 ¥ 165,500 248,400



全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 9 回
到着時の送迎付き
市内観光: ルクセンブルク, ブルージュ, ゲント, ブ
リュッセル, アントワープ.
入場箇所: 聖バーフ大聖堂（ゲント）, 聖母大聖堂 
アントワープ）, マウリッツハイス美術館（ハーグ）, 
アムステルダム国立美術館、クレーラー・ミューラ
ー美術館（オッテルロー）またはキューケンホフ（
開園期間4月1日~5月14日）, デ・ハール城（庭園
のみ）, 大聖堂（ケルン）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）, ライン川クルーズ.
高速列車: パリ/ルクセンブルク間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

2023/4月: 20, 27
2023/5月: 04, 11, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 06, 13, 20, 27
2023/8月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21, 28
2023/10月: 05, 12, 19, 26
2023/11月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/12月: 07, 14, 21
2024/2月: 08, 15, 22, 29
2024/3月: 07, 14, 21
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

2

2 アムステルダム

1
ブリュッセル

パリ

1

1

1

ルクセンブルク

1ブルージュ

フランクフルト

ケルン

フランス

ドイツ
ベルギー

オランダ

(オプション. 1) 
01 （木）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytripか
らお申し込みいただけます。

03 （土）. パリ/ルクセンブルク.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ東駅への送迎をご用意しています。（英語ま
たはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ルクセンブルクへ（2等/約2時間30分）
1030-1300 ：ルクセンブルク着
ルクセンブルク着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降に
チェックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

04 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2時
間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）を
見学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみくださ
い。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

05 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間30
分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を観
光します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)を
観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小僧
(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご案内し
ます。聖母教会も閉館の場合は外観観光となります。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学できま
せん。

06 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイク/ 
ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途中
の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみくだ
さい。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキーダ
ムの風車にご案内します。

07 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キュ
ーケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約1
時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を
入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術館
を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４日ま
で）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約1時
間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を
入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花をお
楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

08 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学しま
す。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の休
憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の建
築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただきます。
塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒト
の散策へご案内します。

09 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェセ
ル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約2
時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）にて
お楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/昼
食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッセ(
つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿いのド
ライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿い
のドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご案内
します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデスハイ
ムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

10 （土）. フランクフルト.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ　フランクフルトまで  10日間   ID: 27321   

ブリュッセル

ID: 27321 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 189,300 273,700
赤数字出発日 ¥ 183,100 267,400
太数字出発日 ¥ 180,700 265,100



2

2

2

アムステルダム

1
ブリュッセル

パリ

1

1

1

ルクセンブルク

1ブルージュ

フランクフルト

ケルン

ミュンヘン

フランス

ドイツベルギー

オランダ

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 11 回
到着時の送迎付き
市内観光: ルクセンブルク, ブルージュ, ゲント, ブ
リュッセル, アントワープ.
入場箇所: 聖バーフ大聖堂（ゲント）, 聖母大聖堂

（アントワープ）, マウリッツハイス美術館（ハー
グ）, アムステルダム国立美術館、クレーラー・ミ
ューラー美術館（オッテルロー）またはキューケ
ンホフ（開園期間4月1日~5月14日）, デ・ハール城

（庭園のみ）, 大聖堂（ケルン）, ノイシュバンシュ
タイン城（ホーエンシュバンガウ）、ヴィース教会（
シュイタインガーデン）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）, ライン川クルー
ズ.
高速列車: パリ/ルクセンブルク間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお
客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させて
いただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、
オランダ、ドイツ　ミュンヘンまで  12 日間
  ID: 27320   

2023/4月: 20, 27
2023/5月: 04, 11, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 06, 13, 20, 27
2023/8月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21, 28
2023/10月: 05, 12, 19, 26
2023/11月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/12月: 07, 14, 21
2024/2月: 08, 15, 22, 29
2024/3月: 07, 14, 21
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01 （木）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytrip
からお申し込みいただけます。

03 （土）. パリ/ルクセンブルク.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ東駅への送迎をご用意しています。（英語
またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ルクセンブルクへ（2等/約2時間30分）
1030-1300 ：ルクセンブルク着
ルクセンブルク着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降
にチェックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2
時間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）
を見学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各
自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

05 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間
30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を
観光します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)
を観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小
僧(いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご案内
します。聖母教会も閉館の場合は外観観光となります。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学でき
ません。

06 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイ
ク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途
中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみく
ださい。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキー
ダムの風車にご案内します。

07 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　
キューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術
館を見学します。

<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４
日まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花を
お楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

08 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学し
ます。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の
休憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の
建築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただきま
す。塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレヒ
トの散策へご案内します。

09 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェセ
ル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約
2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデス
ハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

10 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘ
ン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各
自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街並
みがかわいいローテンブルクへご案内します。

午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビ
ールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の
時間をお取りします。
1930：ホテル着

11 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタイ
ンガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マリ
エン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見学
日の直前になる場合があり、入場見学をいただけないこ
とがあります。その場合、代わりにホーエンシュバンガウ

城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタイ
ン城入場可否については、見学日の14日前までにご
連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクロー
ズのため、入場できません。

12 （月）. ミュンヘン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了

ID: 27320 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 231,400 331,800
赤数字出発日 ¥ 225,200 325,500
太数字出発日 ¥ 222,700 323,000



パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　ブダペストまで(オプション. 1) 15 日間  ID: 27318   

パリ発　パリとルクセンブルク、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　プラハまで(オプション. 2) 18 日間  ID: 27317   

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （木）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytripか
らお申し込みいただけます。

03 （土）. パリ/ルクセンブルク.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ東駅への送迎をご用意しています。（英語また
はフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ルクセンブルクへ（2等/約2時間30分）
1030-1300 ：ルクセンブルク着
ルクセンブルク着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチ
ェックインください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

04 （日）. ルクセンブルク/ディナン/ブルージュ.-
0800：<バス>ルクセンブルク市内観光（徒歩にて/約2時間）
ノートルダム大聖堂、大公宮、ボックの砲台（全て外観）を見
学します。
<バス>ディナンへ（約2時間30分/137km）
午後：ディナンにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
断崖絶壁の麓にある美しい街にて散策をお楽しみください。
<バス>ブルージュへ（約3時間15分/210km）
1815：ホテル着

05 （月）. ブルージュ/ゲント/ブリュッセル.-
0830：<バス>ブルージュ市内観光(徒歩にて/約2時間30分)
市庁舎、マルクト広場、鐘楼、歴史地区(いずれも外観)を観光
します。運河クルーズもお楽しみください。
<バス>ゲントへ(約1時間/52km)
午後：ゲント市内観光(徒歩にて/約2時間)

「神秘の子羊」のある聖バーフ大聖堂(入場)、鐘楼(外観)を
観光します。
観光後、自由行動（約1時間/昼食は各自）
<バス>ブリュッセルへ(約1時間/54km)
ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小僧(
いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

※運河クルーズが運休の場合、聖母教会（入場）へご案内し
ます。聖母教会も閉館の場合は外観観光となります。
※ゲントの聖バーフ大聖堂は1/1は閉館の為見学できませ
ん。

06 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイク/ 
ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途
中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみく
ださい。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキーダ
ムの風車にご案内します。

07 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キ
ューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を
入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術館
を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４日
まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約1
時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館を
入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花を
お楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

08 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学し
ます。(庭園のみ入場/約1時間)
<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途中の休
憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の建
築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただきます。
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ザルツブルク

(オプション. 1)
2023/4月: 20, 27
2023/5月: 04, 11, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 06, 13, 20, 27
2023/8月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21, 28
2023/10月: 05, 12, 19, 26
2023/11月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/12月: 07, 14, 21
2024/2月: 08, 15, 22, 29
2024/3月: 07, 14, 21

(オプション. 2 = オプション. 1)

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

ディナン

オプション. 1
ID: 27318 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 313,000 433,300
赤数字出発日 ¥ 306,500 426,700
太数字出発日 ¥ 300,500 420,800

オプション. 2
ID:27317 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 357,600 493,200
赤数字出発日 ¥ 349,900 485,400
太数字出発日 ¥ 343,200 478,700
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アムステルダム

1
ブリュッセル

パリ

1

1

1

1
1

ルクセンブルク

1
ブルージュ

フランクフルト

ケルン

ミュンヘン
ウィーン

ブダペスト

プラハ

ブラチスラバ

フランス

ドイツ

ベルギー

オランダ

チェコ

オーストリア

スロバキア

ハンガリー

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 14 回
（オプショナル.2） 朝食 17 回

到着時の送迎付き
市内観光: ルクセンブルク, ブルージュ, ゲント, ブリュッセル, アントワープ, 
ザルツブルク, ウィーン, ブダペスト.
入場箇所: 聖バーフ大聖堂（ゲント）, 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッ
ツハイス美術館（ハーグ）, アムステルダム国立美術館、クレーラー・ミュー
ラー美術館（オッテルロー）またはキューケンホフ（開園期間4月1日~5月
14日）, デ・ハール城（庭園のみ）, 大聖堂（ケルン）, ノイシュバンシュタイン
城（ホーエンシュバンガウ）、ヴィース教会（シュイタインガーデン）, モーツ
ァルトの生家（ザルツブルク）, シェーンブルン宮殿とシュテファン寺院（ウ
ィーン）, マーチャーシ教会と聖イシュトバン大聖堂（ブダペスト）.
船: 運河クルーズ（ブルージュ）, ライン川クルーズ.
高速列車: パリ/ルクセンブルク間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: プラハ.
入場箇所: プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄金の小路、聖イジー教会（
プラハ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して遡って60日前までで、
ご旅行契約をされたお客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はありません

ザルツブルク
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塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユトレ
ヒトの散策へご案内します。

09 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェ
セル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (
約2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）
にてお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30
分/昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセル
ガッセ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみくだ
さい。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿
いのドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川
沿いのドライブにご案内します。運航の可否は現地に
てご案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデ
スハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

10 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュン
ヘン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は
各自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街
並みがかわいいローテンブルクへご案内します。

午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、また
ビールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散
策の時間をお取りします。
1930：ホテル着

11 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓
の町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優
美な城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取
りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)

ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登
録されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運
行していませんのでお城の入り口まで徒歩移動とな
り、マリエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバ
ンガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュ
タイン城入場可否については、見学日の14日前までに
ご連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

12 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウ
ィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)
、ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなった
アッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取
りします。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。

13 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨ
ハン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)
へご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにて
ティータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好
みでお楽しみください。

14 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペス
ト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガリ
ーの可愛い街にて散策をお楽しみください。
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽し
みください。

<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着

15 （木）. ブダペスト.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(い
ずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内し
ます。
1130：くさり橋近くの市中心部でツア－終了

(オプション. 2) 
1 - 14 日目は、オプション 1 と同行程

15 （木）. ブダペスト/ブラチスラバ.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(い
ずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内し
ます。
くさり橋近くの市中心部で解散後、自由行動(約1時間30
分/昼食は各自)
歩行者天国のヴァーツィー通りや中央市場、ドナウ川のパ
ノラマなどお好みでお楽しみください。

午後：<バス>ブラチスラバへ(約3時間/215km)
ブラチスラバ城(外観）に立ち寄り、お城からの美しい眺望
をお楽しみいただきます。
1730：ホテル着

16 （金）. ブラチスラバ/チェスキー・クルムロフ/プラ
ハ.-
0800：<バス>チェスキー・クルムロフへ(約5時間30
分/288km)（昼食は途中の休憩所で各自）
午後：チェスキー・クルムロフにて自由行動（約1時間30
分）
世界遺産に登録された美しい街の散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>プラハへ(約3時間/185km)
1900：ホテル着

17 （土）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご案
内します。
旧市街広場にて解散

午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術館
巡り、本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽し
みください。

18 （日）. プラハ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 



全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 4 回
（オプショナル.2） 朝食 6 回

到着時の送迎付き
入場箇所: 大聖堂（ケルン）.
船: ライン川クルーズ.
高速列車: パリ/ケルン間.

(追加サービス オプション. 2)
入場箇所: ノイシュバンシュタイン城（ホーエン
シュバンガウ）、ヴィース教会（シュイタインガー
デン）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させてい
ただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

(オプション. 1)
2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/2月: 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26
(オプション. 2 = オプション. 1)
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AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

パリ発　パリ・ケルン・フランクフルト (オプション. 1) 5 日間   ID: 27328   
パリ発　パリとドイツ周遊 (オプション. 2) 7  日間   ID: 27327   

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1) 
01 （火）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお
済ませください。

02 （水）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

03 （木）. パリ/ケルン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅へは送迎をご用意しております。（英
語またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ケルンへ（2等/約3時間30分）
1300-1430：ケルン着 駅にて係員がお待ちしています。
着後、大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の建
築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただきます。
塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
見学後、自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェセ
ル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約
2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/昼
食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿いの
ドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデスハ
イムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

05 （土）. フランクフルト.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 4 日目は、オプション 1 と同行程
05 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街
並みがかわいいローテンブルクへご案内します。

午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビ
ールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の
時間をお取りします。
1930：ホテル着

06 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓
の町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美
な城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りし
ます。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マ
リエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバ
ンガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュ
タイン城入場可否については、見学日の14日前までに
ご連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

07 （月）. ミュンヘン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

2

2パリ

1

1 フランクフルト

ケルン

ミュンヘン

フランス

ドイツ

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

リューデスハイム

(オプション. 1)
ID: 27328 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 85,300 131,500
赤数字出発日 ¥ 80,900 127,000
太数字出発日 ¥ 80,100 126,200

(オプション. 2)
ID: 27327 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 124,800 187,000
赤数字出発日 ¥ 120,200 182,400
太数字出発日 ¥ 119,500 181,700



2

2パリ

1

1 フランクフルト

ケルン

ミュンヘン 2
1ウィーン

ブダペスト
フランス

ドイツ

オーストリア
ハンガリー

全出発日/火曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 8 回
（オプショナル.2） 朝食 9 回

到着時の送迎付き
市内観光: ザルツブルク, ウィーン.
入場箇所: 大聖堂（ケルン）, ノイシュバンシュタ
イン城（ホーエンシュバンガウ）、ヴィース教会（シ
ュイタインガーデン）, モーツァルトの生家（ザル
ツブルク）, シェーンブルン宮殿とシュテファン寺
院（ウィーン）.
船: ライン川クルーズ.
高速列車: パリ/ケルン間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: ブダペスト.
入場箇所: マーチャーシ教会と聖イシュトバン大
聖堂（ブダペスト）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお
客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させて
いただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

パリ発　パリとドイツ・オーストリア周遊  (オプション. 1) 9 日間
  ID: 27326   

パリ発　パリとドイツ・中欧周遊　ブダペストまで 
(オプション. 2) 10 日間
  ID: 27325   

(オプション. 1)
2023/4月: 18, 25
2023/5月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19, 26
2023/10月: 03, 10, 17, 24, 31
2023/11月: 07, 14, 21, 28
2023/12月: 05, 12, 19, 26
2024/2月: 13, 20, 27
2024/3月: 05, 12, 19, 26

(オプション. 2 = オプション. 1)
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(オプション. 1) 
01 （火）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （水）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）を
Mytripからお申し込みいただけます。

03 （木）. パリ/ケルン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅へは送迎をご用意しております。（英
語またはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ケルンへ（2等/約3時間30分）
1300-1430：ケルン着 駅にて係員がお待ちしています。
着後、大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様式の
建築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧いただき
ます。
塔まで含めると約157mという大きさは圧巻です。
見学後、自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

04 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバーヴェ
セル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセルへ (約
2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時間）に
てお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間30分/
昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセルガッ
セ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽しみください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川沿い
のドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン川沿
いのドライブにご案内します。運航の可否は現地にてご
案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリューデス
ハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案内します。

05 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘ
ン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各
自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街
並みがかわいいローテンブルクへご案内します。

午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビ
ールのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の
時間をお取りします。
1930：ホテル着

06 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)

ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マ
リエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバン
ガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタ
イン城入場可否については、見学日の14日前までにご
連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

07 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウ
ィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、
ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア
ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。

08 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へ
ご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてテ
ィータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みで
お楽しみください。

09 （水）. ウィーン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 8 日目は、オプション 1 と同行程
09 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペス
ト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガリ
ーの可愛い街にて散策をお楽しみください。
<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽し
みください。
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着

10 （木）. ブダペスト.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(い
ずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案内
します。
1130：くさり橋近くの市中心部でツア－終了

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション. 1)
ID: 27326 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 174,400 251,000
赤数字出発日 ¥ 169,900 246,400
太数字出発日 ¥ 167,200 243,800

(オプション. 2)
ID: 27325 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 206,300 288,400
赤数字出発日 ¥ 201,300 283,400
太数字出発日 ¥ 197,100 279,300



パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　ブダペストまで(オプション. 1) 15 日間  ID: 27290   

パリ発　フランスから英国、ベルギー、オランダ、ドイツ、中欧　プラハまで (オプション. 2) 18 日間  ID: 27288    

全出発日/木曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （木）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （金）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytripか
らお申し込みいただけます。

03 （土）. パリ/ロンドン.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからパリ北駅への送迎をご用意しています。（英語ま
たはフランス語でのご案内となります。）
午前：<列車>ロンドンへ（2等/約1時間30分）
1130-1230 ：ロンドン着
ロンドン着後お客様ご自身でホテルへ（1500以降にチェック
インください。）

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

04 （日）. ロンドン.-
0900：<バス>ロンドン市内観光（約4時間）
タワーブリッジ（車窓）、セントポール大聖堂（車窓）、ザ·シャ
ード（車窓）、ロンドン塔（車窓）、国会議事堂（車窓）、ウェス
トミンスター寺院（下車）、バッキンガム宮殿（下車）へご案
内します。
ビクトリア駅にて解散
午後：自由行動

05 （月）. ロンドン/ブリュッセル.-
お客様ご自身でチェックアウト。
ホテルからロンドン　セント・パンクラス駅へ送迎をご用意
しております。（英語でのご案内となります。）
午前：<列車>ブリュッセルへ（2等/約3時間）
1200-1430 ：ブリュッセル着 係員がお待ちしております。
その後、ブリュッセル市内観光（徒歩にて/約2時間30分）
ギャラリーサンチュベール、グランプラス、市庁舎、小便小僧(
いずれも外観)を観光します。
1900：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

06 （火）. ブリュッセル/ アントワープ/ キンデルダイ
ク/ ハーグ/ アムステルダム.-
0800：<バス>アントワープへ(約1時間/45km)
アントワープ市内観光(徒歩にて/約1時間30分)
聖母大聖堂(入場)、マルクト広場(下車)を観光します。
<バス>キンデルダイクへ（約1時間45分/99km/昼食は途
中の休憩所にて）
午後：キンデルダイクの風車見学（外観）
<バス>ハーグへ（約1時間/43km）
マウリッツハイス美術館見学（入場/約1時間30分）
オランダを代表する画家による名画の鑑賞をお楽しみく
ださい。
<バス>アムステルダムへ（約1時間/60km）
1715：ホテル着

※キンデルダイクの風車見学ができない場合は、スキー
ダムの風車にご案内します。

07 （水）. アムステルダム/ オッテルロー　または　キ
ューケンホフ/ アムステルダム.-
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場/約
1時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>オッテルローへ(約1時間30分/83km)
クレーラー・ミューラー美術館見学(入場/約1時間30分)

「夜のカフェテラス」を所蔵するクレラー・ミュラー美術館
を見学します。
<バス>アムステルダムへ(約1時間30分/83km)
1700：ホテル着

***キューケンホフ公園開園期間（４月１日から５月１４日
まで）は下記の日程となります。**
0900：<バス>アムステルダム国立美術館見学（入場約1
時間30分）
フェルメールやレンブラントの名画を収める国立美術館
を入場見学します。
見学後自由行動(約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>キューケンホフ公園へ(約1時間/42km)
キューケンホフ公園見学（入場/約2時間）
チューリップをはじめオランダが誇る色とりどりのお花を
お楽しみください。
<バス>アムステルダムへ(約1時間/42km)
1630：ホテル着

08 （木）. アムステルダム/デ・ハール/ケルン.-
0900：<バス>デ・ハール城へ(約1時間/63km)
ネオ・ゴシック建築が美しいデ・ハール城の庭園を見学し
ます。(庭園のみ入場/約1時間)
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ケルン

(オプション. 1) 
2023/4月: 20, 27
2023/5月: 04, 18, 25
2023/6月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/7月: 13, 27
2023/8月: 10, 24, 31
2023/9月: 07, 14, 21
2023/10月: 05, 19
2023/11月: 02

(オプション. 2 = オプション. 1)

AV

AILABILITY

O N L I N E

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

ウィーン

オプション. 1
ID: 27290 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 323,000 454,000
赤数字出発日 ¥ 316,100 447,000

オプション. 2
ID:27288 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 382,000 528,100
赤数字出発日 ¥ 374,000 520,100



ケルン
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<バス>ケルンへ(約3時間30分/240km)（昼食は途
中の休憩所にて各自）
午後：大聖堂見学（入場/約30分）
600年以上もの年月を費やし造られた、ゴシック様
式の建築としては世界最大のケルン大聖堂をご覧
いただきます。塔まで含めると約157mという大き
さは圧巻です。
その後自由行動（約1時間30分）
1700：ホテル着

※デ・ハール城は、4/27は閉館のため、代わりにユ
トレヒトの散策へご案内します。

09 （金）. ケルン/ バッハラッハまたはオーバー
ヴェセル/ リューデスハイム/フランクフルト.-
0930:<バス>バッハラッハまたはオーバーヴェセル
へ (約2時間/150km)
着後、ライン川クルーズ
古城が点在するのどかな風景をクルーズ船（約2時
間）にてお楽しみいただきます。　
リューデスハイムにて下船後、自由行動(約1時間
30分/昼食は各自）
ブドウ畑とワインレストランが軒を連ねるドロッセ
ルガッセ(つぐみ横丁)で有名な町の散策をお楽し
みください。
午後：<バス>フランクフルトへ(約1時間30
分/63km)
1700：ホテル着

※10/23以降はライン川クルーズに代わりライン川
沿いのドライブにご案内します。
また、悪天候などにより運航できない場合もライン
川沿いのドライブにご案内します。運航の可否は現
地にてご案内します。
ライン川沿いのドライブにご案内する場合はリュ
ーデスハイムに加え、ボンでの自由行動にもご案
内します。

10 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュ
ンヘン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食
は各自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組
みの街並みがかわいいローテンブルクへご案内
します。

午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、ま
たビールのおいしい街としても有名なミュンヘンに
て散策の時間をお取りします。
1930：ホテル着

11 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シ
ュタインガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)

着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓
の町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優
美な城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取
りします。

午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登
録されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運
行していませんのでお城の入り口まで徒歩移動とな
り、マリエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけ
ないことがあります。その場合、代わりにホーエンシュ
バンガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバン
シュタイン城入場可否については、見学日の14日前ま
でにご連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクロー
ズのため、入場できません。

12 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/
ウィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外
観)、ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内し
ます。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなった
アッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取
りします。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案
内となります。

13 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、
ヨハン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下
車)へご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにて
ティータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好
みでお楽しみください。

14 （水）. ウィーン/ショプロン/ジェール/ブダペ
スト.-
0830：<バス>ショプロンへ(約1時間30分/75km)
ショプロンにて自由行動(約1時間30分)
ヨーロッパの美しい村30選にも選ばれているハンガ
リーの可愛い街にて散策をお楽しみください。

<バス>ジェールへ(約1時間30分/96km)
午後：ジェールにて自由行動(約2時間/昼食は各自)
バロックの街並みが続く美しい旧市街の散策をお楽し
みください。
<バス>ブダペストへ(約2時間/121km)
1700：ホテル着

15 （木）. ブダペスト.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(
いずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案
内します。
1130：くさり橋近くの市中心部でツア－終了

(オプション. 2) 
1 - 14 日目は、オプション 1 と同行程
15 （木）. ブダペスト/ブラチスラバ.-
0800：<バス>ブダペスト市内観光(約3時間30分)
漁夫の砦、マーチャーシ教会、聖イシュトバン大聖堂(
いずれも入場)、英雄広場(下車)、くさり橋(車窓)へご案
内します。
くさり橋近くの市中心部で解散後、自由行動(約1時間
30分/昼食は各自)
歩行者天国のヴァーツィー通りや中央市場、ドナウ川の
パノラマなどお好みでお楽しみください。

午後：<バス>ブラチスラバへ(約3時間/215km)
ブラチスラバ城(外観）に立ち寄り、お城からの美しい眺
望をお楽しみいただきます。
1730：ホテル着

16 （金）. ブラチスラバ/チェスキー・クルムロフ/プ
ラハ.-
0800：<バス>チェスキー・クルムロフへ(約5時間30
分/288km)（昼食は途中の休憩所で各自）
午後：チェスキー・クルムロフにて自由行動（約1時間
30分）
世界遺産に登録された美しい街の散策をお楽しみく
ださい。
<バス>プラハへ(約3時間/185km)
1900：ホテル着

17 （土）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時
間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご
案内します。
旧市街広場にて解散

午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術
館巡り、本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽
しみください。

18 （日）. プラハ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 14 回
（オプショナル.2） 朝食 17 回

到着時の送迎付き
市内観光: ロンドン, ブリュッセル, アントワープ, ザルツブルク, ウィーン, ブダペスト.
入場箇所: 聖母大聖堂（アントワープ）, マウリッツハイス美術館（ハーグ）, アムステ
ルダム国立美術館、クレーラー・ミューラー美術館（オッテルロー）またはキューケン
ホフ（開園期間4月1日~5月14日）, デ・ハール城（庭園のみ）, 大聖堂（ケルン）, ノイシ
ュバンシュタイン城（ホーエンシュバンガウ）、ヴィース教会（シュイタインガーデン）, 
モーツァルトの生家（ザルツブルク）, シェーンブルン宮殿とシュテファン寺院（ウィー
ン）, マーチャーシ教会と聖イシュトバン大聖堂（ブダペスト）.
船: ライン川クルーズ.
高速列車: パリ/ロンドン間, ロンドン/ブリュッセル間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: プラハ.
入場箇所: プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄金の小路、聖イジー教会（プラハ）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して遡って60日前までで、ご旅行契
約をされたお客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていただくことがあり
ます
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はありません

2

2パリ

1

2

2

1

1 フランクフルト

ケルン

ロンドン

ブリュッセル

アムステルダム

ミュンヘン 2
1

1

2

ウィーン
ブダペスト

ブラチスラバ

プラハ

フランス

ドイツ

オーストリア

ハンガリー

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)チェコ

スロバキア
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全出発日/日曜日

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （日）. マドリード.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （月）. マドリード/グラナダ.-
**マドリードからグラナダ、アルハンブラ宮殿観光開始まで
は英語係員のご案内となります**

0800：(バスマーク)グラナダへ（約6時間/420km）
途中、スペイン文学史上最も有名な人物『ドン·キホーテ』ゆ
かりの地、ラ·マンチャ地方のプエルト·ラピセに立ち寄りま
す。 グラナダ到着後、昼食をお取りいただきます。
昼食後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台（下
車）とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入場約1時
間）
またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩に
て/入場約2時間/庭園含む）にご案内します

1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパスポ
ート番号が必要となるため、お申し込み時にお知らせくださ
い。ご予約完了後のパスポート番号および氏名変更はお受
けできません。
※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1が閉
館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一部行程が変
更となる場合があります。なお、これらの変更は予約の都合
により現地での案内となる場合があります。

03 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/セビ
リア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）　　　　
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間をお取
りします。　　　　　　　
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベーリャ
で散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）　　　
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）　　　　
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の白い街ロ
ンダの散策（約1時間30分）をお楽しみください。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

04 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあったセ
ビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（ヒラルダ
の塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビル川の河畔、
黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下車）を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と混乗）を
ご利用いただけます。

05 （木）. セビリア/コルドバ/コンスエグラ/マドリー
ド.-
0830：<バス>コルドバ（約2時間/140km）
着後：コルドバ市内観光（約3時間30分、自由行動を含
む/昼食は各自）
メスキータ（入場）、シナゴーグ(入場）、ユダヤ人街（花の
小道を含む）へ
午後：<バス>コンスエグラへ（約3時間30分/280km）
ラ・マンチャ地方のコンスエグラにて風車（入場）をご覧い
ただきます。　　　
<バス>マドリードへ（約2時間/132km）
2000：ホテル着

06 （金）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈

（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内
します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

07 （土）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 6 回
昼食 1 回 ： グラナダ
到着時の送迎付き
市内観光: セビリア, コルドバ, マドリード.
入場箇所: アルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭
園（グラナダ）, カテドラルとヒラルダの塔（セビリ
ア）, メスキータ、シナゴーグ（コルドバ）, 風車（コ
ンスエグラ）, プラド美術館（マドリード）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお
客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させて
いただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

2023/4月: 16, 23, 30
2023/5月: 07, 14, 21, 28
2023/6月: 04, 11, 18, 25
2023/7月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/8月: 06, 13, 20, 27
2023/9月: 03, 10, 17, 24
2023/10月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/11月: 05, 12, 19, 26
2023/12月: 03, 24, 31
2024/1月: 14, 28
2024/2月: 11, 25
2024/3月: 10, 17, 24, 31

マドリード発　スペイン周遊　マドリードとアンダルシア地方 7 日間  ID: 27254    

3マドリッド

グラナダ
セビリア

1
2

スペイン

マドリード

セビリア

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

madoridàponer

ID: 27254 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 119,100 164,700
赤数字出発日 ¥ 114,100 159,700
太数字出発日 ¥ 115,100 160,700
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01 （日）. マドリード.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （月）. マドリード/グラナダ.-
**マドリードからグラナダ、アルハンブラ宮殿観光開始ま
では英語係員のご案内となります**

0800：(バスマーク)グラナダへ（約6時間/420km）
途中、スペイン文学史上最も有名な人物『ドン·キホー
テ』ゆかりの地、ラ·マンチャ地方のプエルト·ラピセに
立ち寄ります。 グラナダ到着後、昼食をお取りいただき
ます。
昼食後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台

（下車）とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入
場約1時間）
またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒
歩にて/入場約2時間/庭園含む）にご案内します

1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパ
スポート番号が必要となるため、お申し込み時にお知ら
せください。ご予約完了後のパスポート番号および氏名
変更はお受けできません。
※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1が
閉館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一部行
程が変更となる場合があります。なお、これらの変更は
予約の都合により現地での案内となる場合があります。

03 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/セ
ビリア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）　　　　
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間を
お取りします。　　　　　　　
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベー
リャで散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）　　　
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）　　　　
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の白い
街ロンダの散策（約1時間30分）をお楽しみください。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

04 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（
ヒラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビ
ル川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下
車）を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と混
乗）をご利用いただけます。

05 （木）. セビリア/ヘレス・デ・ロス・カバジェロス/
モンサラーシュ/エボラ/リスボン.-

**終日英語係員によるご案内となります。**
0815:<バス>ヘレス・デ・ロス・カバジェロスへ（約3時
間/160km）
着後：ヘレス・デ・ロス・カバジェロスで自由行動（約2
時間）
スペイン南西部にあり、ポルトガルとの国境を超える手
前にあるテンプル騎士団ゆかりの白い街、ヘレス・デ・ロ
ス・カバジェロスの散策をお楽しみください。
午後：<バス>モンサラーシュ（約1時間30分/74km）
着後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
ポルトガルで最も美しい村の一つといわれるモンサラー
シュにて、散策と昼食の時間をお取りします。

1500：（バスマーク）エボラへ（約1時間/55km）
世界遺産に登録されている歴史のある街エボラで
は、15世紀から16世紀に建てられたゴシック様式のサ
ン・フランシスコ教会にある「骨の礼拝堂」に入場しま
す。5000体以上の人骨で天井や壁がびっしりと埋めら
れています。
1800：<バス>リスボンへ（約2時間/132km）
2000：ホテル着

06 （金）. リスボン.-
0900：<バス>リスボン市内観光（約3時間30分）
ロシオ広場からフィゲイラ広場付近の旧市街散策、ベ
レン地区では、ベレンの塔（下車）、発見のモニュメント（
下車）、ジェロニモス修道院(教会部分)（入場)へご案内
します。
ロシオ広場周辺で解散
午後：自由行動

07 （土）. リスボン/ナザレ/コインブラ/アベイロ/ポ
ルト.-
0800：<バス>ナザレへ（約2時間/124km）
ナザレにて自由行動（約1時間）
ナザレの高台に広がる巡礼の歴史がある地域、シティオ
地区と海岸沿いの町の散策をお楽しみください。
<バス>コインブラへ（約1時間30分/109km）
着後：自由行動（約1時間30分/昼食は各自）その後、コ
インブラ市内観光（約2時間）
コインブラ大学の図書館(入場)と中庭を訪れます。

夕刻：<バス>アベイロへ（約1時間/61km）
アベイロにて自由行動（約1時間）
<バス>ポルトへ（約1時間/68km）

1900：ホテル着

08 （日）. ポルト/サンチャゴ・デ・コンポステーラ/マ
ドリード.-
0800：<バス>サンチャゴ・デ・コンポステーラへ（約3時
間30分/230km）
着後、巡礼者が目的地サンチャゴ・コンポステーラのカテ
ドラルを初めて目にした歓喜の丘（下車）を訪れます。
午後：サンチャゴ·デ·コンポステーラ市内観光（自由行
動も含め約3時間30分/昼食は各自）
800ｋｍにおよぶキリスト教の巡礼道の終着点であるサ
ンチャゴ·デ·コンポステーラにて、カテドラル（入場）や
街並みを望むアラメダ公園（下車）にご案内します。

観光後サンチャゴ・デ・コンポステーラ駅へお送りしま
す。
夕刻～夜：<列車>マドリードへ（2等/約4時間）
2130-2330 ：マドリード着
マドリード着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

09 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界
隈（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案
内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

10 （火）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

全出発日/日曜日

1名様旅行代金（P.95参照）

2023/4月: 23
2023/5月: 21
2023/6月: 04, 18
2023/7月: 02, 16
2023/8月: 13
2023/9月: 10, 24

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 9 回
昼食 1 回 ： グラナダ
到着時の送迎付き
市内観光: セビリア, リスボン, コインブラ, サンチャ
ゴ・デ・コンポステーラ, マドリード.
入場箇所: アルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭
園（グラナダ）, カテドラルとヒラルダの塔（セビリ
ア）, 骨の礼拝堂（エボラ）, ジェロニモス修道院教
会部分（リスボン）, 大学図書館（コインブラ）, カテ
ドラル（サンチャゴ・デ・コンポステーラ）, プラド美
術館（マドリード）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.
高速列車: サンチャゴ・デ・コンポステーラ/マドリ
ード間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

マドリード発　スペイン・ポルトガルのハイラ
イトとサンチャゴ・デ・コンポステーラ10 日間  ID: 27255   

3マドリッド

グラナダ
セビリア

1
2

ポルト

リスボン2

1

スペイン

王宮（マドリード）

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

ID: 27255 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 199,600 269,000
赤数字出発日 ¥ 194,600 264,000
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全出発日/水曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

01 （水）. マドリード.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （木）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サンミゲ
ル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界隈（下車）、
マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代わ
りに闘牛場（入場）へご案内します。

03 （金）. マドリード/サラゴサ/モンセラット/バルセロ
ナ.-
0800:<バス>サラゴサへ（約4時間/320km）
着後：サラゴサにて自由行動（約2時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）　　
モンセラット観光（約1時間）　　　
モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀のベ
ネディクト派の修道院（入場）を訪れます。
夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）
2000：ホテル着

04 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリョ
邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場不可
となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は予約不可
となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・ファミリアの
外観観光とカテドラルの外観観光となります。

05 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）　　　　
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光します。観
光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）
午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）　　　　
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご案内
します。
1830：ホテル着

06 （月）. バレンシア/グラナダ.-
0800：<バス>グラナダへ（約7時間/511km）（昼食は途中の
休憩所にて各自）
着後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台（下車）
とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入場約1時間）
またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩に
て/入場約2時間/庭園含む）にご案内します
1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパスポ
ート番号が必要となるため、お申し込み時にお知らせくださ
い。ご予約完了後のパスポート番号および氏名変更はお受
けできません。
※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1が閉

館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一部行程
が変更となる場合があります。なお、これらの変更は予約
の都合により現地での案内となる場合があります。

07 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/セ
ビリア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）　　　　
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間をお
取りします。　　　　　　　
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベーリ
ャで散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）　　　
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）　　　　
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の白い
街ロンダの散策（約1時間30分）をお楽しみください。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

08 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（ヒ
ラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビル
川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下車）
を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と混乗）
をご利用いただけます。

09 （木）. セビリア/ヘレス・デ・ロス・カバジェロス/モ
ンサラーシュ/エボラ/リスボン.-

**終日英語係員によるご案内となります。**
0815:<バス>ヘレス・デ・ロス・カバジェロスへ（約3時
間/160km）
着後：ヘレス・デ・ロス・カバジェロスで自由行動（約2時
間）
スペイン南西部にあり、ポルトガルとの国境を超える手前
にあるテンプル騎士団ゆかりの白い街、ヘレス・デ・ロス・
カバジェロスの散策をお楽しみください。
午後：<バス>モンサラーシュ（約1時間30分/74km）
着後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
ポルトガルで最も美しい村の一つといわれるモンサラー
シュにて、散策と昼食の時間をお取りします。
1500：（バスマーク）エボラへ（約1時間/55km）
世界遺産に登録されている歴史のある街エボラでは、15
世紀から16世紀に建てられたゴシック様式のサン・フラン
シスコ教会にある「骨の礼拝堂」に入場します。5000体以
上の人骨で天井や壁がびっしりと埋められています。
1800：<バス>リスボンへ（約2時間/132km）
2000：ホテル着

10 （金）. リスボン.-
0900：<バス>リスボン市内観光（約3時間30分）
ロシオ広場からフィゲイラ広場付近の旧市街散策、ベレ
ン地区では、ベレンの塔（下車）、発見のモニュメント（下
車）、ジェロニモス修道院(教会部分)（入場)へご案内し
ます。
ロシオ広場周辺で解散
午後：自由行動

11 （土）. リスボン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス:
 日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間
あり/日程表参照）
朝食 10 回
到着時の送迎付き
市内観光: マドリード, バルセロナ, セビリア, リ
スボン.
入場箇所: プラド美術館（マドリード）, モンセラ
ットの修道院, サグラダファミリア（バルセロナ）, 
ペニスコラ城, アルハンブラ宮殿とヘネラリーフ
ェ庭園（グラナダ）, カテドラルとヒラルダの塔（セ
ビリア）, 骨の礼拝堂（エボラ）, ジェロニモス修道
院教会部分（リスボン）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算
して遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお
客様がいらっしゃらない場合、催行を中止させて
いただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止
はありません

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

グラナダマドリード発　スペイン周遊　マドリード・バ ルセロナとアンダルシア地方、リスボン 11日間
  ID: 27241    

2マドリッド

グラナダ
セビリア

1

1

2

2

リスボン2

バルセロナ

バレンシア
スペイン

ポルトガル

2023/4月: 19
2023/5月: 17, 31
2023/6月: 14, 28
2023/7月: 12
2023/8月: 02, 09
2023/9月: 06, 20

全出発日/日曜発

ID: 27241 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 202,700 271,100
赤数字出発日 ¥ 198,400 266,700



サンチャゴ・デ・コンポステーラ
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01 （火）. セビリア.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（
ヒラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビ
ル川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下
車）を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と混
乗）をご利用いただけます。

03 （木）. セビリア/ヘレス・デ・ロス・カバジェロス/
モンサラーシュ/エボラ/リスボン.-

**終日英語係員によるご案内となります。**
0815:<バス>ヘレス・デ・ロス・カバジェロスへ（約3時
間/160km）
着後：ヘレス・デ・ロス・カバジェロスで自由行動（約2
時間）
スペイン南西部にあり、ポルトガルとの国境を超える手
前にあるテンプル騎士団ゆかりの白い街、ヘレス・デ・ロ
ス・カバジェロスの散策をお楽しみください。
午後：<バス>モンサラーシュ（約1時間30分/74km）
着後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
ポルトガルで最も美しい村の一つといわれるモンサラー
シュにて、散策と昼食の時間をお取りします。
1500：（バスマーク）エボラへ（約1時間/55km）
世界遺産に登録されている歴史のある街エボラで
は、15世紀から16世紀に建てられたゴシック様式のサ
ン・フランシスコ教会にある「骨の礼拝堂」に入場しま
す。5000体以上の人骨で天井や壁がびっしりと埋めら
れています。
1800：<バス>リスボンへ（約2時間/132km）
2000：ホテル着

04 （金）. リスボン.-
0900：<バス>リスボン市内観光（約3時間30分）
ロシオ広場からフィゲイラ広場付近の旧市街散策、ベ
レン地区では、ベレンの塔（下車）、発見のモニュメント（
下車）、ジェロニモス修道院(教会部分)（入場)へご案内
します。
ロシオ広場周辺で解散
午後：自由行動

05 （土）. リスボン/ナザレ/コインブラ/アベイロ/ポ
ルト.-
0800：<バス>ナザレへ（約2時間/124km）
ナザレにて自由行動（約1時間）

ナザレの高台に広がる巡礼の歴史がある地域、シティオ
地区と海岸沿いの町の散策をお楽しみください。
<バス>コインブラへ（約1時間30分/109km）
着後：自由行動（約1時間30分/昼食は各自）その後、コ
インブラ市内観光（約2時間）
コインブラ大学の図書館(入場)と中庭を訪れます。

夕刻：<バス>アベイロへ（約1時間/61km）
アベイロにて自由行動（約1時間）
<バス>ポルトへ（約1時間/68km）

1900：ホテル着

06 （日）. ポルト/サンチャゴ・デ・コンポステーラ/マ
ドリード.-
0800：<バス>サンチャゴ・デ・コンポステーラへ（約3時
間30分/230km）
着後、巡礼者が目的地サンチャゴ・コンポステーラのカテ
ドラルを初めて目にした歓喜の丘（下車）を訪れます。
午後：サンチャゴ·デ·コンポステーラ市内観光（自由行
動も含め約3時間30分/昼食は各自）
800ｋｍにおよぶキリスト教の巡礼道の終着点であるサ
ンチャゴ·デ·コンポステーラにて、カテドラル（入場）や
街並みを望むアラメダ公園（下車）にご案内します。

観光後サンチャゴ・デ・コンポステーラ駅へお送りしま
す。
夕刻～夜：<列車>マドリードへ（2等/約4時間）
2130-2330 ：マドリード着
マドリード着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

07 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サン
ミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場界
隈（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご案
内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。代
わりに闘牛場（入場）へご案内します。

08 （火）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

全出発日/火曜日

1名様旅行代金（P.95参照）

2023/4月: 25
2023/5月: 23
2023/6月: 06, 20
2023/7月: 04, 18
2023/8月: 15
2023/9月: 12, 26

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 7 回
到着時の送迎付き
市内観光: セビリア, リスボン, コインブラ, サンチ
ャゴ・デ・コンポステーラ, マドリード.
入場箇所: カテドラルとヒラルダの塔（セビリア）, 
骨の礼拝堂（エボラ）, ジェロニモス修道院教会部
分（リスボン）, 大学図書館（コインブラ）, カテドラル

（サンチャゴ・デ・コンポステーラ）, プラド美術館（
マドリード）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.
高速列車: サンチャゴ・デ・コンポステーラ/マドリ
ード間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客
様がいらっしゃらない場合、催行を中止させていた
だくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

セビリア発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ  8日間  ID: 27258   

2

マドリッド

セビリア

2

ポルト

リスボン2

1

スペインポルトガル

ID: 27258 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 153,700 207,900
赤数字出発日 ¥ 149,800 204,100



バルセロナ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ (オプション. 2) 12 日間  ID: 27248    

バルセロナ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地方 (オプション. 3) 16 日 間  ID: 27253   

バルセロナ発　スペイン周遊　バルセロナとアンダルシア地方、リスボン (オプション. 1)  9日間  ID: 27247    

(オプション. 1) 
01 （金）. バルセロナ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお
済ませください。

02 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バト
リョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場
不可となります。無料開放日（2022年11月現在未定）
は予約不可となります。いずれの場合も代わりにサグ
ラダ・ファミリアの外観観光とカテドラルの外観観光と
なります。

03 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）　　　　
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光しま
す。観光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）
午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）　　　　
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご
案内します。
1830：ホテル着

04 （月）. バレンシア/グラナダ.-
0800：<バス>グラナダへ（約7時間/511km）（昼食は途
中の休憩所にて各自）
着後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台（
下車）とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入場
約1時間）
またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒
歩にて/入場約2時間/庭園含む）にご案内します
1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパ
スポート番号が必要となるため、お申し込み時にお知ら
せください。ご予約完了後のパスポート番号および氏名
変更はお受けできません。
※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1
が閉館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一
部行程が変更となる場合があります。なお、これらの変
更は予約の都合により現地での案内となる場合があ
ります。

05 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/セ
ビリア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）　　　　
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間を
お取りします。　　　　　　　
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベー
リャで散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）　　　
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）　　　　
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の白い
街ロンダの散策（約1時間30分）をお楽しみください。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

06 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下にあっ
たセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテドラル（
ヒラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グアダルキビ
ル川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区（いずれも下
車）を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と混
乗）をご利用いただけます。

07 （木）. セビリア/ヘレス・デ・ロス・カバジェロス/
モンサラーシュ/エボラ/リスボン.-

**終日英語係員によるご案内となります。**
0815:<バス>ヘレス・デ・ロス・カバジェロスへ（約3時
間/160km）
着後：ヘレス・デ・ロス・カバジェロスで自由行動（約2
時間）
スペイン南西部にあり、ポルトガルとの国境を超える手
前にあるテンプル騎士団ゆかりの白い街、ヘレス・デ・ロ
ス・カバジェロスの散策をお楽しみください。
午後：<バス>モンサラーシュ（約1時間30分/74km）
着後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
ポルトガルで最も美しい村の一つといわれるモンサラー
シュにて、散策と昼食の時間をお取りします。
1500：（バスマーク）エボラへ（約1時間/55km）
世界遺産に登録されている歴史のある街エボラで
は、15世紀から16世紀に建てられたゴシック様式のサ
ン・フランシスコ教会にある「骨の礼拝堂」に入場しま
す。5000体以上の人骨で天井や壁がびっしりと埋めら
れています。

全出発日/金曜日

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1)

2023/4月: 21
2023/5月: 19
2023/6月: 02, 16, 30
2023/7月: 14
2023/8月: 04, 11
2023/9月: 08, 22

(オプション. 2 = オプション. 1)
(オプション.3=オプション.1　ただし8月4日を除く)

80

バルセロナ

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
ID: 27247  2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 160,800 215,300
赤数字出発日 ¥ 156,500 211,000

(オプション. 2)
ID: 27248   2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 243,800 324,000
赤数字出発日 ¥ 239,500 319,700

(オプション. 3)
ID: 27253 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 329,300 441,000
赤数字出発日 ¥ 331,100 442,900



バルセロナ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ、バスク地方 (オプション. 3) 16 日 間  ID: 27253   

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日
程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 8 回
（オプショナル.2） 朝食 11 回
（オプショナル.3） 朝食 15 回
到着時の送迎付き
市内観光: バルセロナ, セビリア, リスボン.
入場箇所: サグラダファミリア（バルセロナ）, ペニスコ
ラ城, アルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園（グラナ
ダ）, カテドラルとヒラルダの塔（セビリア）, 骨の礼拝堂（
エボラ）, ジェロニモス修道院教会部分（リスボン）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: コインブラ, サンチャゴ・デ・コンポステーラ, 
マドリード.
入場箇所: 大学図書館（コインブラ）, カテドラル（サンチ
ャゴ・デ・コンポステーラ）, プラド美術館（マドリード）.
高速列車: サンチャゴ・デ・コンポステーラ/マドリード
間.

(追加サービス オプション. 3)
入場箇所: カテドラル（ブルゴス）, ビスカヤ橋のゴンド
ラとエレベーター（ビルバオ）.
夜間送迎: ビルバオの中心地へ（夕食時）, サンセバス
チャン中心部バル街へ（夕食時）.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して
遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客様がい
らっしゃらない場合、催行を中止させていただくことが
あります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はあり
ません

1800：<バス>リスボンへ（約2時間/132km）
2000：ホテル着

08 （金）. リスボン.-
0900：<バス>リスボン市内観光（約3時間30分）
ロシオ広場からフィゲイラ広場付近の旧市街散策、
ベレン地区では、ベレンの塔（下車）、発見のモニュ
メント（下車）、ジェロニモス修道院(教会部分)（入
場)へご案内します。
ロシオ広場周辺で解散
午後：自由行動

09 （土）. リスボン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了

(オプション. 2) 
1 - 8 日目は、オプション 1 と同行程
09 （土）. リスボン/ナザレ/コインブラ/アベイ
ロ/ポルト.-
0800：<バス>ナザレへ（約2時間/124km）
ナザレにて自由行動（約1時間）
ナザレの高台に広がる巡礼の歴史がある地域、
シティオ地区と海岸沿いの町の散策をお楽しみく
ださい。
<バス>コインブラへ（約1時間30分/109km）
着後：自由行動（約1時間30分/昼食は各自）その
後、コインブラ市内観光（約2時間）
コインブラ大学の図書館(入場)と中庭を訪れます。

夕刻：<バス>アベイロへ（約1時間/61km）
アベイロにて自由行動（約1時間）
<バス>ポルトへ（約1時間/68km）

1900：ホテル着

10 （日）. ポルト/サンチャゴ・デ・コンポステー
ラ/マドリード.-
0800：<バス>サンチャゴ・デ・コンポステーラへ（約
3時間30分/230km）
着後、巡礼者が目的地サンチャゴ・コンポステーラ
のカテドラルを初めて目にした歓喜の丘（下車）を
訪れます。
午後：サンチャゴ·デ·コンポステーラ市内観光（
自由行動も含め約3時間30分/昼食は各自）
800ｋｍにおよぶキリスト教の巡礼道の終着点で
あるサンチャゴ·デ·コンポステーラにて、カテドラ
ル（入場）や街並みを望むアラメダ公園（下車）にご
案内します。

観光後サンチャゴ・デ・コンポステーラ駅へお送り
します。
夕刻～夜：<列車>マドリードへ（2等/約4時間）
2130-2330 ：マドリード着
マドリード着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内
します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内は
ありません。

11 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）
、サンミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨー
ル広場界隈（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局

（車窓）へご案内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できませ
ん。代わりに闘牛場（入場）へご案内します。

12 （火）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了

(オプション. 3) 
1 - 11 日目は、オプション 2 と同行程

12 （火）. マドリード/ブルゴス/ビトリア/ビルバ
オ.-
0830：<バス>ブルゴスへ（約3時間15分/245km）
着後：ブルゴス市内観光（約1時間）
1221年に着工し、16世紀に完成したセビリア、トレド
と並ぶ「スペイン3大ゴシック聖堂」の1つに挙げられ
ているカテドラル(入場)、サンタマリア門(下車)をご案
内します。
観光後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
午後：<バス>ビトリアへ（約1時間30分/120km）
ビトリアにて自由行動（約1時間30分）
バスク州の州都で、ビルバオに次いで人口が多い街の
中心街での散策をお楽しみください。　　　
<バス>ビルバオへ（約1時間/65km）
1815：ホテル着
夜：ご希望の方を街の中心部にご案内します。ホテル
へは各自にてお戻りください。

13 （水）. ビルバオ/イゲルド山/サンセバスチャン.-
0930：<バス>ビスカヤ橋へ（約30分/15km）　　　　
ビスカヤ橋観光（約1時間）
2006年世界遺産に登録された橋をエレベーターと徒
歩、吊り下げられたゴンドラで往復します。
<バス>ビルバオへ（約30分/15km）　　　　　
ビルバオ市内観光（約1時間）
奇抜なデザインで有名なグッゲンハイム美術館(外観)
、旧市街にご案内します。
観光後自由行動(約1時間/昼食は各自）
午後：<バス>サンセバスチャンへ（約1時間30
分/100km）
イゲルド山の展望台(下車)へご案内します。天気が良
ければ美しいコンチャ湾沿いの街並みと緑豊かな山
々が見渡せます。
1615：ホテル着
夕刻：ご希望の方を中心部バル街にご案内します。ホ
テルへは各自にてお戻りください。

※ビスカヤ橋のエレベーターが運行していない場合
は、徒歩で橋を渡らず、往復ともゴンドラで移動しま
す。

14 （木）. サンセバスチャン/オンダリビア/バイヨ
ンヌ/ロンセスバジェス/パンプローナ.-
0800：<バス>オンダリビアへ（約30分/21km）　　　
オンダリビア観光（約2時間/自由行動を含む）
木組みの古い建物が残る町のギプスコア広場、アルマ
広場(いずれも下車)、カルロス5世城(外観)をご案内し
ます。その後自由行動
<バス>バイヨンヌへ（約40分/40km）　　　　
バイヨンヌにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、
フランス側のバスクの中心地です。自由に散策をお楽
しみください。
午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30
分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロン
セスバジェスにて自由行動（約1時間）　　　　
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：　パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭
り)で有名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

15 （金）. パンプローナ/サラゴサ/マドリード.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散
策をお楽しみください。
午後：<バス>マドリードへ（約4時間/320km）
1900：ホテル着

16 （土）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 
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マドリッド

グラナダ
セビリア

1

1

2/3

2

ポルト

リスボン

2

1

バルセロナ

バレンシア

ビルバオ

サンセバスチャン11

パンプローナ1

スペインポルトガル

ペニスコラ

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

(オプション.3のみ)(オプション.3のみ)
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全出発日/火曜日

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （火）. パリ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （水）. パリ終日自由行動.-
華の都パリにて自由にお過ごしください。

ご希望のお客様はオプショナルツアー（別料金）をMytripか
らお申し込みいただけます。

03 （木）. パリ/バイヨンヌ/ロンセスバジェス/パンプロ
ーナ.-
ご自身にてホテルチェックアウト。
ホテルからパリ・モンパルナス駅への送迎をご用意していま
す。（英語またはフランス語でのご案内となります。）

朝:<列車>バイヨンヌへ（2等/約4時間）
着後：バイヨンヌにて自由行動（約2時間/昼食は各自）
ニーブ川がアドゥール川に合流する地点に発展した、フラン
ス側のバスクの中心地です。
自由に散策をお楽しみください。

午後：<バス>ロンセスバジェスへ（約1時間30分/85km）
サンチャゴ・デ・コンポステーラ巡礼の道にある、ロンセスバ
ジェスにて自由行動（約1時間）
<バス>パンプローナへ（約1時間/47km）
着後：　パンプローナ自由行動（約1時間30分）
スペイン3大祭りの1つ、サン・フェルミン祭(牛追い祭り)で有
名な街の散策をお楽しみください。
1900：ホテル着

*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はありま
せん。

04 （金）. パンプローナ/サラゴサ/バルセロナ.-
0900：<バス>サラゴサへ（約2時間30分/181km）
着後：サラゴサにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
エブロ川と「聖母ピラール教会」の景観や旧市街の散策をお
楽しみください。
午後：<バス>モンセラットへ（約3時間/267km）
モンセラット観光

モンセラット山の奇岩群と、岩の割れ目に立つ11世紀の
ベネディクト派の修道院（入場）を訪れます。

夕刻：<バス>バルセロナへ（約1時間30分/63km）

2000：ホテル着

05 （土）. バルセロナ.-
0830:<バス>バルセロナ市内観光（約4時間）
サグラダ・ファミリア(入場)、モンジュイック（下車）、バトリ
ョ邸、ミラ邸(いずれも車窓)を訪れます。
旧市街近くにて解散します。
午後：自由行動

※サグラダ・ファミリアは宗教行事が行われる間は入場
不可となります。無料開放日（2022年11月現在未定）は
予約不可となります。いずれの場合も代わりにサグラダ・
ファミリアの外観観光とカテドラルの外観観光となりま
す。

06 （日）. バルセロナ/ペニスコラ/バレンシア.-
0900：<バス>ペニスコラへ（約3時間/230km）
ペニスコラ城観光（入場/約1時間）　　　　
地中海のリゾート地に建つ要塞のような城を観光します。
観光後、自由行動（約2時間/昼食は各自）
午後：<バス>バレンシアへ（約2時間/150km）　　　　
バレンシア到着後、芸術・科学都市建物群（下車）へご案
内します。
1830：ホテル着

07 （月）. バレンシア/グラナダ.-
0800：<バス>グラナダへ（約7時間/511km）（昼食は途
中の休憩所にて各自）
着後：アルハンブラ宮殿を望むサンニコラス展望台（下
車）とヘネラリーフェ庭園観光（徒歩にて/庭園入場約1
時間）
またはアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観光（徒
歩にて/入場約2時間/庭園含む）にご案内します
1730-2130：ホテル着

※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園の手配にはパス
ポート番号が必要となるため、お申し込み時にお知らせく
ださい。ご予約完了後のパスポート番号および氏名変更
はお受けできません。
※アルハンブラ宮殿/ヘネラリーフェ庭園は12/25、1/1が
閉館のため、翌日に入れ替えとなりそれに伴い、一部行

(オプション. 1)
2023/4月: 18
2023/5月: 16, 30
2023/6月: 13, 27
2023/7月: 11
2023/8月: 08
2023/9月: 05, 19

(オプション. 2 = オプション. 1)

パリ発　スペイン・ポルトガル周遊とサンチャゴ・デ・コンポステーラ (オプション. 2) 15 日間
  ID: 27271   

パリ発　フレンチバスク・スペイン周遊とリスボン  (オプション. 1) 12日間
  ID: 27272   セビリア

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

パンプローナ

(オプション. 1)
ID: 27272 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 234,400 323,900
赤数字出発日 ¥ 225,200 314,700

(オプション. 2)
ID: 27271 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 317,800 430,200
赤数字出発日 ¥ 308,700 421,200
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程が変更となる場合があります。なお、これらの変
更は予約の都合により現地での案内となる場合が
あります。

08 （火）. グラナダ/マラガ/マルベーリャ/ロンダ/
セビリア.-
0800：<バス>マラガへ（約2時間/133km）
着後：マラガで自由行動（約1時間30分）　　　　
カテドラルやピカソ美術館のある旧市街散策の時間
をお取りします。　　　　　　　
<バス>マルベーリャへ（約1時間/60km）
午後：地中海に面した美しい高級リゾート地、マルベ
ーリャで散策の時間をお取りします。

（約2時間30分/昼食は各自）　　　
<バス>ロンダへ（約1時間30分/65km）　　　　
谷底まで120ｍの深い渓谷が二分する断崖の上の
白い街ロンダの散策（約1時間30分）をお楽しみく
ださい。
<バス>セビリアへ（約2時間/135km）
2000：ホテル着

09 （水）. セビリア.-
0830～0900：<バス>セビリア市内観光（約4時間）
8世紀より数百年にわたりイスラム勢力の影響下に
あったセビリアでは世界最大のゴシック様式のカテ
ドラル（ヒラルダの塔含む）（入場）、スペイン広場、グ
アダルキビル川の河畔、黄金の塔、サンタクルス地区

（いずれも下車）を訪れます
午後：自由行動
夜：ホテルから市内への夕食の送迎（他のお客様と
混乗）をご利用いただけます。

10 （木）. セビリア/ヘレス・デ・ロス・カバジェロ
ス/モンサラーシュ/エボラ/リスボン.-

**終日英語係員によるご案内となります。**
0815:<バス>ヘレス・デ・ロス・カバジェロスへ（約3
時間/160km）
着後：ヘレス・デ・ロス・カバジェロスで自由行動（約
2時間）
スペイン南西部にあり、ポルトガルとの国境を超える
手前にあるテンプル騎士団ゆかりの白い街、ヘレス・
デ・ロス・カバジェロスの散策をお楽しみください。
午後：<バス>モンサラーシュ（約1時間30分/74km）
着後、自由行動（約1時間30分/昼食は各自）
ポルトガルで最も美しい村の一つといわれるモンサ
ラーシュにて、散策と昼食の時間をお取りします。
1500：（バスマーク）エボラへ（約1時間/55km）
世界遺産に登録されている歴史のある街エボラで
は、15世紀から16世紀に建てられたゴシック様式の
サン・フランシスコ教会にある「骨の礼拝堂」に入場
します。5000体以上の人骨で天井や壁がびっしりと
埋められています。
1800：<バス>リスボンへ（約2時間/132km）
2000：ホテル着

11 （金）. リスボン.-
0900：<バス>リスボン市内観光（約3時間30分）
ロシオ広場からフィゲイラ広場付近の旧市街散策、
ベレン地区では、ベレンの塔（下車）、発見のモニュメ
ント（下車）、ジェロニモス修道院(教会部分)（入場)へ
ご案内します。
ロシオ広場周辺で解散
午後：自由行動

12 （土）. リスボン.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了

(オプション. 2) 
1 - 11 日目は、オプション 1 と同行程
12 （土）. リスボン/ナザレ/コインブラ/アベイロ/
ポルト.-
0800：<バス>ナザレへ（約2時間/124km）
ナザレにて自由行動（約1時間）
ナザレの高台に広がる巡礼の歴史がある地域、シ
ティオ地区と海岸沿いの町の散策をお楽しみくだ
さい。
<バス>コインブラへ（約1時間30分/109km）
着後：自由行動（約1時間30分/昼食は各自）その後、
コインブラ市内観光（約2時間）
コインブラ大学の図書館(入場)と中庭を訪れます。

夕刻：<バス>アベイロへ（約1時間/61km）
アベイロにて自由行動（約1時間）
<バス>ポルトへ（約1時間/68km）

1900：ホテル着

13 （日）. ポルト/サンチャゴ・デ・コンポステーラ/
マドリード.-
0800：<バス>サンチャゴ・デ・コンポステーラへ（約3
時間30分/230km）
着後、巡礼者が目的地サンチャゴ・コンポステーラ
のカテドラルを初めて目にした歓喜の丘（下車）を
訪れます。
午後：サンチャゴ·デ·コンポステーラ市内観光（自
由行動も含め約3時間30分/昼食は各自）
800ｋｍにおよぶキリスト教の巡礼道の終着点であ
るサンチャゴ·デ·コンポステーラにて、カテドラル（
入場）や街並みを望むアラメダ公園（下車）にご案内
します。

観光後サンチャゴ・デ・コンポステーラ駅へお送りし
ます。
夕刻～夜：<列車>マドリードへ（2等/約4時間）
2130-2330 ：マドリード着
マドリード着後お客様ご自身でホテルへ

*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内し
ます。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内は
ありません。

14 （月）. マドリード.-
0900:<バス>マドリード市内観光（約3時間）
プラド美術館（入場）、王宮/オリエンテ広場（下車）、サ
ンミゲル市場（下車）、王立劇場（下車）、マヨール広場
界隈（下車）、マドリード市庁舎/中央郵便局（車窓）へご
案内します。
名画を鑑賞後、プラド美術館で解散します。

午後:自由行動

※5/1はプラド美術館が休館のため、見学できません。
代わりに闘牛場（入場）へご案内します。

15 （火）. マドリード.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日
程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 11 回
（オプショナル.2） 朝食 14 回
到着時の送迎付き
市内観光: バルセロナ, セビリア, リスボン.
入場箇所: モンセラットの修道院, サグラダファミリア（
バルセロナ）, ペニスコラ城, アルハンブラ宮殿とヘネラ
リーフェ庭園（グラナダ）, カテドラルとヒラルダの塔（セ
ビリア）, 骨の礼拝堂（エボラ）, ジェロニモス修道院教
会部分（リスボン）.
夜間送迎: セビリアの歴史地区へ（夕食時）.
高速列車: パリ/バイヨンヌ間.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: コインブラ, サンチャゴ・デ・コンポステーラ, 
マドリード.
入場箇所: 大学図書館（コインブラ）, カテドラル（サンチ
ャゴ・デ・コンポステーラ）, プラド美術館（マドリード）.
高速列車: サンチャゴ・デ・コンポステーラ/マドリード
間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して
遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客様がい
らっしゃらない場合、催行を中止させていただくことが
あります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はあり
ません

ポルト（イメージ）

バルセロナ
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全出発日/火曜発    

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （火）. ウィーン.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （水）. ウィーン/マリボル/ザグレブ.-
**ウィーンからマリボル到着までは英語係員によるご案内
となります。**

0730: <バス>マリボルへ（約3時間30分/260km）
1100：マリボルにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
スロベニア第2の都市で、川沿いに建つ美しい旧市街の散
策をお楽しみください。
午後：<バス>ザグレブへ（約2時間/120km）
1500：ザグレブ着
1600：<バス>ザグレブ市内観光（約2時間）
クロアチアの首都ザグレブにて、中世のたたずまいを残す旧
市街へご案内します。

夕食をご用意しています。

03 （木）. ザグレブ/バニャルカ/ヤイツェ/サラエボ.-
0730：<バス>バニャルカへ（約3時間/190km）
バニャルカにて自由行動（約1時間）
ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボに次ぐ第2の都市で、ロ
ーマ時代から続く古い街の散策をお楽しみください。　　　
<バス>ヤイツェへ（約1時間30分/71km）
午後：ヤイツェの滝見学と自由行動（合計約1時間30分/昼
食は各自）
水量が多く迫力のあるヤイツェの滝を見学します。また、ボス
ニア・ヘルツェゴヴィナ中部の都市で、オスマン帝国やオース
トリア・ハンガリー帝国などの統治下にあった時代の影響を
受けて様々な文化が融合した美しい街並みの散策をお楽し
みください。　　　
<バス>サラエボへ（約3時間/142km）
着後：サラエボ市内観光（約1.5時間）
ヨーロッパ風とトルコ風のエキゾチックな街並みが入り混じ
る旧市街を観光します。
1900:ホテル着

夕食をご用意しています。

04 （金）. サラエボ/モスタル/メジュゴリエ/ドブロブニク.-
午前：希望のトンネル博物館（入場）
見学旧ユーゴスラビアの内戦時、包囲されたサラエボ市内
と空港をつないだトンネルは物資の供給を可能にしサラエ
ボ住民の命を守りました。　　　　
<バス>モスタルへ（約2時間30分/130km）
午後：モスタルにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ボスニア・ヘルツェゴビナ初の世界遺産、旧市街の古橋地区
の散策などをお楽しみください。　　
<バス>メジュゴリエへ（約30分/26km）
聖母マリアが出現されるといわれ、世界中のキリスト教徒が
巡礼する聖地を散策します。（約1時間）
<バス>ドブロブニクへ（約2時間30分/130km）
2000：ホテル着

夕食をご用意しています。

05 （土）. ドブロブニク.-
0830：<バス>ドブロブニク観光(徒歩にて/約4時間)
フランシスコ修道院(入場)、大聖堂(入場)を観光します。
ロープウェイでスルジ山へ登りドブロブニクのパノラマを
お楽しみいただきます。
午後：自由行動

夕食をご用意しています。

06 （日）. ドブロブニク.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 2) 
1 - 5 日目は、オプション 1 と同行程
06 （日）. ドブロブニク/スプリット.-
0830：<バス>スプリットへ（約4時間/212km）
午後：スプリットで自由行動（約2時間/昼食は各自）
その後、スプリット市内観光(徒歩にて/約2時間30分)ディ
オクレティアヌス宮殿（入場）を観光します。観光後、自由
行動(約30分) ローマ皇帝が引退後余生を送ったといわ
れる街の散策をお楽しみください
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

07 （月）. スプリット/プリトビチェ/オパティア.-
0800：<バス>プリトビチェへ（約3時間30分/257km)
プリトビチェ湖群国立公園観光と自由行動(徒歩にて/合
計約3時間30分/昼食は各自)
石灰岩の棚にできたいくつもの湖の畔を美しい自然を愛
でながら歩いていきます。
観光後、散策の時間をお取りします。公園内の遊覧船また
はミニバスをご利用いただけます。
午後：<バス>オパティアへ（約3時間/186km)
1815：ホテル着

夕食をご用意しています。

08 （火）. オパティア/ポストイナ/ブレッド湖/リュブ
リアナ.-
0730：<バス>ポストイナへ(約2時間/66km)
ポストイナ鍾乳洞観光(徒歩にて/約2時間)
トロッコ列車へ乗車し鍾乳洞へ、内部では日本語オーデ
ィオガイドを利用しご案内します。
<バス>ブレッド湖へ（約1時間30分/108km)
ブレッド湖観光と自由行動(合計約3時間/昼食は各自)
湖の小島へボートで渡り、聖マリア教会（外観）を訪れま
す。観光後ブレッドの街にて自由行動のお時間をお取り
します。
<バス>リュブリアナへ(約1時間/55km)
夕刻：リュブリアナ市内観光（約2時間）
スロベニアの政治や文化の中心地、首都リュブリアナの
街歩きをお楽しみください。
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

09 （水）. リュブリアナ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

(オプション. 1)
2023/4月: 25
2023/5月: 23
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12, 19

(オプション. 2 = オプション. 1)
10月以降の出発日、旅行代金はウェブサイト
landcruisetours.comをご覧ください。

ウィーン発　バルカン半島周遊　リュブリアナまで
(オプション. 2) 9 日間
  ID: 27346    

ウィーン発　バルカン半島周遊 ドブロブニクまで
  (オプション. 1) 6日間
  ID: 27347    

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/
日程表参照）

（オプショナル.1） 朝食 5 回
                   夕食 4 回

（オプショナル.2） 朝食 8 回
                   夕食 7 回
到着時の送迎付き
市内観光: サラエボ, ドブロブニク.
入場箇所: ヤイツェの滝（ヤイツェ）, 希望のトンネル

（サラエボ）, フランシスコ修道院と大聖堂（ドブロ
ブニク）.
ケーブルカー: ドブロブニク.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: スプリット, リュブリアナ.
入場箇所: ディオクレティアヌス宮殿（スプリット）, 
プリトビチェ湖群国立公園, ポストイナ鍾乳洞.
船: ブレッド湖.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客様
がいらっしゃらない場合、催行を中止させていただく
ことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ) ボスニア・ヘルツェゴビナ

(オプション. 1)
ID: 27347 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 120,500 155,500
赤数字出発日 ¥ 132,700 167,800

(オプション. 2)
ID: 27346 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 201,700 255,600
赤数字出発日 ¥ 222,500 276,500
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01 （金）. プラハ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英
語またはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済
ませください。

02 （土）. プラハ/ミュンヘン.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光(徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラス
がある有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イ
ジー教会（いずれも入場）)、カレル橋、旧市街広場へご
案内します。
観光後駅にお送りします。

午後：<列車>ミュンヘンへ（2等/約6時間）
1900-2100 ：ミュンヘン着
ミュンヘン着後お客様ご自身でホテルへ
*ホテル発時刻は現地にてご案内します。
*列車の発着時刻はご出発の2週間前頃にご案内します。
*列車乗車区間は日本語現地添乗係員のご案内はあり
ません。

03 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタ
インガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。
午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録
されている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行
していませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マ
リエン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見
学日の直前になる場合があり、入場見学をいただけな
いことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバン
ガウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタ
イン城入場可否については、見学日の14日前までにご
連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズ
のため、入場できません。

04 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウ
ィーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、
ゲトライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア
ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内
となります。

05 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へ
ご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動

美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてテ
ィータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みで
お楽しみください。

06 （水）. ウィーン/マリボル/ザグレブ.-
**ウィーンからマリボル到着までは英語係員によるご案
内となります。**

0730: <バス>マリボルへ（約3時間30分/260km）
1100：マリボルにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
スロベニア第2の都市で、川沿いに建つ美しい旧市街の
散策をお楽しみください。
午後： <バス>ザグレブへ（約2時間/120km）
1500：ザグレブ着
1600：<バス>ザグレブ市内観光（約2時間）
クロアチアの首都ザグレブにて、中世のたたずまいを残
す旧市街へご案内します。

夕食をご用意しています。

07 （木）. ザグレブ/バニャルカ/ヤイツェ/サラエボ.-
0730：<バス>バニャルカへ（約3時間/190km）
バニャルカにて自由行動（約1時間）
ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボに次ぐ第2の都市
で、ローマ時代から続く古い街の散策をお楽しみくださ
い。　　　
<バス>ヤイツェへ（約1時間30分/71km）
午後：ヤイツェの滝見学と自由行動（合計約1時間30分/
昼食は各自）
水量が多く迫力のあるヤイツェの滝を見学します。また、
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ中部の都市で、オスマン帝国
やオーストリア・ハンガリー帝国などの統治下にあった
時代の影響を受けて様々な文化が融合した美しい街並
みの散策をお楽しみください。　　　
<バス>サラエボへ（約3時間/142km）
着後：サラエボ市内観光（約1.5時間）
ヨーロッパ風とトルコ風のエキゾチックな街並みが入り
混じる旧市街を観光します。
1900:ホテル着

夕食をご用意しています。

08 （金）. サラエボ/モスタル/メジュゴリエ/ドブロ
ブニク.-
午前：希望のトンネル博物館（入場）
見学旧ユーゴスラビアの内戦時、包囲されたサラエボ市
内と空港をつないだトンネルは物資の供給を可能にし
サラエボ住民の命を守りました。　　　　
<バス>モスタルへ（約2時間30分/130km）
午後：モスタルにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ボスニア・ヘルツェゴビナ初の世界遺産、旧市街の古橋
地区の散策などをお楽しみください。　　
<バス>メジュゴリエへ（約30分/26km）
聖母マリアが出現されるといわれ、世界中のキリスト教
徒が巡礼する聖地を散策します。（約1時間）
<バス>ドブロブニクへ（約2時間30分/130km）
2000：ホテル着

夕食をご用意しています。

09 （土）. ドブロブニク.-
0830：<バス>ドブロブニク観光(徒歩にて/約4時間)
フランシスコ修道院(入場)、大聖堂(入場)を観光します。
ロープウェイでスルジ山へ登りドブロブニクのパノラマ
をお楽しみいただきます。
午後：自由行動

夕食をご用意しています。

10 （日）. ドブロブニク.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

全出発日/金曜発

1名様旅行代金（P.95参照）

2023/4月: 21
2023/5月: 19
2023/6月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15

10月以降の出発日、旅行代金はウェブサイト
landcruisetours.comをご覧ください。

代金に含まれているもの
ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あ
り/日程表参照）
朝食 9 回
夕食 4 回
到着時の送迎付き
市内観光: プラハ, ザルツブルク, ウィーン, サラエ
ボ, ドブロブニク.
入場箇所: プラハ城にある聖ビート教会・旧王宮・
黄金の小路、聖イジー教会（プラハ）, ノイシュバン
シュタイン城（ホーエンシュバンガウ）、ヴィース教
会（シュイタインガーデン）, モーツァルトの生家（ザ
ルツブルク）, シェーンブルン宮殿とシュテファン寺
院（ウィーン）, ヤイツェの滝（ヤイツェ）, 希望のトン
ネル（サラエボ）, フランシスコ修道院と大聖堂（ド
ブロブニク）.
ケーブルカー: ドブロブニク.
高速列車: プラハ/ミュンヘン間.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照 
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算し
て遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客様
がいらっしゃらない場合、催行を中止させていただ
くことがあります 
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止は
ありません

プラハ発　ミュンヘンとオーストリア、バルカ
ン半島周遊　ドブロブニクまで10 日間
  ID: 27356   

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

サラエボボスニア・ヘルツェゴビナ

ID: 27356 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 218,000 282,300
赤数字出発日 ¥ 229,500 293,800



86

全出発日/金曜日

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （金）. フランクフルト.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街並み
がかわいいローテンブルクへご案内します。

午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）
ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビール
のおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の時間を
お取りします。
1930：ホテル着

03 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタイン
ガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の町
で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な城
を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。
午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録され
ている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行して
いませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マリエン橋
から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見学日
の直前になる場合があり、入場見学をいただけないことが
あります。その場合、代わりにホーエンシュバンガウ城の入
場見学にご案内します。ノイシュバンシュタイン城入場可否
については、見学日の14日前までにご連絡します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズのた
め、入場できません。

04 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウィ
ーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、ゲ
トライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア
ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内と
なります。

05 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、ヨハ
ン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも下車)へご
案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェにてティ
ータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞などお好みでお
楽しみください。

06 （水）. ウィーン/マリボル/ザグレブ.-
**ウィーンからマリボル到着までは英語係員によるご案
内となります。**

0730: <バス>マリボルへ（約3時間30分/260km）
1100：マリボルにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
スロベニア第2の都市で、川沿いに建つ美しい旧市街の
散策をお楽しみください。
午後：<バス>ザグレブへ（約2時間/120km）
1500：ザグレブ着
1600：<バス>ザグレブ市内観光（約2時間）
クロアチアの首都ザグレブにて、中世のたたずまいを残す
旧市街へご案内します。

夕食をご用意しています。

07 （木）. ザグレブ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了

(オプション. 1)
2023/4月: 21
2023/5月: 19
2023/6月: 02, 09, 16, 23, 30
2023/7月: 07, 14, 21, 28
2023/8月: 04, 11, 18, 25
2023/9月: 01, 08, 15

(オプション. 2 = オプション. 1)

(オプション. 3 = オプション. 1)

10月以降の出発日、旅行代金はウェブサイト
landcruisetours.comをご覧ください。

フランクフルト発　ドイツとオーストリア、バルカン半島周遊　ドブロブニクまで (オプション. 2) 10 日間
  ID: 27341    

フランクフルト発　ドイツとオーストリア、バルカン半島周遊　リュブリアナまで (オプション. 3) 13 日間
  ID: 27340    

フランクフルト発　ドイツ・オーストリア周遊とザグレブ  (オプション. 1) 7日間
  ID: 27342    

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

ウィーン

(オプション. 1)
ID: 27342 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 134,400 180,800
赤数字出発日 ¥ 133,300 179,700

(オプション. 2)
ID: 27341 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 212,400 276,700
赤数字出発日 ¥ 224,600 289,000

(オプション. 3)
ID: 27340 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 292,000 375,400
赤数字出発日 ¥ 312,900 396,300
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(オプション. 2) 
1 - 6 日目は、オプション 1 と同行程
07 （木）. ザグレブ/バニャルカ/ヤイツェ/サラエボ.-
0730：<バス>バニャルカへ（約3時間/190km）
バニャルカにて自由行動（約1時間）
ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボに次ぐ第2の都
市で、ローマ時代から続く古い街の散策をお楽しみく
ださい。　　　
<バス>ヤイツェへ（約1時間30分/71km）
午後：ヤイツェの滝見学と自由行動（合計約1時間
30分/昼食は各自）
水量が多く迫力のあるヤイツェの滝を見学します。ま
た、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ中部の都市で、オスマ
ン帝国やオーストリア・ハンガリー帝国などの統治下
にあった時代の影響を受けて様々な文化が融合した
美しい街並みの散策をお楽しみください。　　　
<バス>サラエボへ（約3時間/142km）
着後：サラエボ市内観光（約1.5時間）
ヨーロッパ風とトルコ風のエキゾチックな街並みが
入り混じる旧市街を観光します。
1900:ホテル着

夕食をご用意しています。

08 （金）. サラエボ/モスタル/メジュゴリエ/ドブ
ロブニク.-
午前：希望のトンネル博物館（入場）
見学旧ユーゴスラビアの内戦時、包囲されたサラエ
ボ市内と空港をつないだトンネルは物資の供給を可
能にしサラエボ住民の命を守りました。　　　　
<バス>モスタルへ（約2時間30分/130km）
午後：モスタルにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ボスニア・ヘルツェゴビナ初の世界遺産、旧市街の古
橋地区の散策などをお楽しみください。　　
<バス>メジュゴリエへ（約30分/26km）
聖母マリアが出現されるといわれ、世界中のキリスト
教徒が巡礼する聖地を散策します。（約1時間）
<バス>ドブロブニクへ（約2時間30分/130km）
2000：ホテル着

夕食をご用意しています。

09 （土）. ドブロブニク.-
0830：<バス>ドブロブニク観光(徒歩にて/約4時間)
フランシスコ修道院(入場)、大聖堂(入場)を観光しま
す。ロープウェイでスルジ山へ登りドブロブニクのパ
ノラマをお楽しみいただきます。
午後：自由行動

夕食をご用意しています。

10 （日）. ドブロブニク.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了

(オプション. 3) 
1 - 9 日目は、オプション 2 と同行程
10 （日）. ドブロブニク/スプリット.-
0830：<バス>スプリットへ（約4時間/212km）
午後：スプリットで自由行動（約2時間/昼食は各自）
その後、スプリット市内観光(徒歩にて/約2時間30
分)ディオクレティアヌス宮殿（入場）を観光します。観
光後、自由行動(約30分) ローマ皇帝が引退後余生
を送ったといわれる街の散策をお楽しみください
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

11 （月）. スプリット/プリトビチェ/オパティア.-
0800：<バス>プリトビチェへ（約3時間30分/257km)
プリトビチェ湖群国立公園観光と自由行動(徒歩に
て/合計約3時間30分/昼食は各自)
石灰岩の棚にできたいくつもの湖の畔を美しい自然
を愛でながら歩いていきます。
観光後、散策の時間をお取りします。公園内の遊覧船
またはミニバスをご利用いただけます。
午後：<バス>オパティアへ（約3時間/186km)
1815：ホテル着

夕食をご用意しています。

12 （火）. オパティア/ポストイナ/ブレッド湖/リュ
ブリアナ.-
0730：<バス>ポストイナへ(約2時間/66km)
ポストイナ鍾乳洞観光(徒歩にて/約2時間)
トロッコ列車へ乗車し鍾乳洞へ、内部では日本語オ
ーディオガイドを利用しご案内します。
<バス>ブレッド湖へ（約1時間30分/108km)
ブレッド湖観光と自由行動(合計約3時間/昼食は各
自)湖の小島へボートで渡り、聖マリア教会（外観）を
訪れます。観光後ブレッドの街にて自由行動のお時
間をお取りします。
<バス>リュブリアナへ(約1時間/55km)
夕刻：リュブリアナ市内観光（約2時間）
スロベニアの政治や文化の中心地、首都リュブリア
ナの街歩きをお楽しみください。
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

13 （水）. リュブリアナ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了 

1

ウィーン

1リュブリアナ

2 2

1

1オパティア

スプリット

ミュンヘン

フランクフルト

1

1

2

ザグレブ

サラエボ

ドブロブニク

ドイツ

オーストリア

クロアチアスロベニア

オパティア

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日程
表参照）

（オプショナル.1） 朝食 6 回
                   夕食 1 回

（オプショナル.2） 朝食 9 回
                   夕食 4 回

（オプショナル.3） 朝食 12 回
                   夕食 7 回

到着時の送迎付き
市内観光: ザルツブルク, ウィーン.
入場箇所: ノイシュバンシュタイン城（ホーエンシュバン
ガウ）、ヴィース教会（シュイタインガーデン）, モーツァル
トの生家（ザルツブルク）, シェーンブルン宮殿とシュテフ
ァン寺院（ウィーン）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: サラエボ, ドブロブニク.
入場箇所: ヤイツェの滝（ヤイツェ）, 希望のトンネル（サ
ラエボ）, フランシスコ修道院と大聖堂（ドブロブニク）.
ケーブルカー: ドブロブニク.

(追加サービス オプション. 3)
市内観光: スプリット, リュブリアナ.
入場箇所: ディオクレティアヌス宮殿（スプリット）, プリト
ビチェ湖群国立公園, ポストイナ鍾乳洞.
船: ブレッド湖.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して遡っ
て60日前までで、ご旅行契約をされたお客様がいらっしゃ
らない場合、催行を中止させていただくことがあります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はありま
せん

（オプション.3のみ）　（オプション.3のみ）　 (オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

 ミュンヘン

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ
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全出発日/火曜日

1名様旅行代金（P.95参照）

(オプション. 1) 
01 （火）. プラハ.-
※空港からホテルへの送迎をご利用いただけます。（英語ま
たはその国の言語でのご案内となります。）
※お客様ご自身でホテルチェックインを15時以降にお済ま
せください。

02 （水）. プラハ.-
0830：<バス>プラハ歴史地区観光（徒歩にて/約4時間)
プラハ城にある聖ビート教会(ミュシャのステンドグラスがあ
る有料エリアにも入場)・旧王宮・黄金の小路、聖イジー教会

（いずれも入場）、カレル橋、旧市街広場へご案内します。
旧市街広場にて解散

午後：自由行動
歴史地区の散策、ボヘミアンガラスショッピングや美術館
巡り、本場のビールとチェコ料理などをご自由にお楽しみ
ください。

03 （木）. プラハ/カルロビ・バリ/ニュルンベルク.-
0800：<バス>カルロビ・バリへ(約2時間30分/150㎞)
カルロビ・バリにて自由行動(約2時間30分/昼食は各自)
数々の音楽家や文豪が訪れた温泉保養地で、ボヘミアング
ラスの製造でも知られるリゾート地の散策をお楽しみくだ
さい。
午後：<バス>ニュルンベルクへ(約3時間/215km)
着後自由行動（約2時間）
1830：ホテル着

04 （金）. ニュルンベルク/ノルトリンゲン/ビュルツブル
ク/フランクフルト.-
0800：<バス>ネルトリンゲンへ (約1時間30分/100km)
ネルトリンゲンにて自由行動（約1時間30分）
隕石の衝突により形成されたクレーター上に作られた中世
の街の散策をお楽しみください。
<バス>ビュルツブルクへ(約2時間/145km)
午後：自由時間（約1時間/昼食は各自）その後、ビュルツブ
ルク市内観光（約2時間30分）
レジデンツ（入場）、マリエンベルク要塞のテラス（下車）を
訪れます。
<バス>フランクフルトへ（約2時間/120km）
1830：ホテル着

05 （土）. フランクフルト/ローテンブルク/ミュンヘン.-
0800：<バス>ローテンブルクヘ(約3時間/184km)
ローテンブルクにて自由行動(約2時間30分/昼食は各自）
まるで絵本から飛び出したような赤屋根と木組みの街並み
がかわいいローテンブルクへご案内します。
午後：<バス>ミュンヘンへ（約4時間/240km）

ミュンヘンにて自由行動（約1時間30分）
バイエルン州の州都で文化、芸術の盛んな都市、またビー
ルのおいしい街としても有名なミュンヘンにて散策の時
間をお取りします。
1930：ホテル着

06 （日）. ミュンヘン/ホーエンシュバンガウ/シュタイ
ンガーデン/ミュンヘン.-
0730：<バス>ホーエンシュバンガウヘ(約2時間30
分/121km)
着後：ノイシュバンシュタイン城観光(入場/昼食は麓の
町で各自)
ルートヴィッヒ2世が17年の歳月をかけて築いた優美な
城を観光します。昼食を兼ねた散策時間をお取りします。
午後：<バス>シュタインガーデンへ（約30分/32km)
ヴィース教会見学(入場/約30分/見学は各自)
美しいロココ調の内装が素晴らしい世界遺産にも登録さ
れている教会の見学をお楽しみください。
<バス>ミュンヘンへ(約2時間/84km)
1730；ホテル着

※冬期はノイシュバンシュタイン城ではミニバスが運行し
ていませんのでお城の入り口まで徒歩移動となり、マリエ
ン橋から城を眺めることができません。
※ノイシュバンシュタイン城は入場可否の決定がご見学
日の直前になる場合があり、入場見学をいただけない
ことがあります。その場合、代わりにホーエンシュバンガ
ウ城の入場見学にご案内します。ノイシュバンシュタイン
城入場可否については、見学日の14日前までにご連絡
します。
※12/24,12/31はノイシュバンシュタイン城はクローズの
ため、入場できません。

07 （月）. ミュンヘン/ザルツブルク/モントゼー/ウィ
ーン.-
0730：<バス>ザルツブルクへ(約2時間30分/150km)
ザルツブルク市内観光(徒歩にて/約2時間)
モーツァルトの生家(入場)、モーツァルトの住居(外観)、ゲ
トライデ通り、ミラベル宮殿の庭園へご案内します。
午後：<バス>モントゼーへ（約30分/35km）
モントゼーにて自由行動（約1時間/昼食は各自）
映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台にもなったア
ッター湖畔の街にて昼食のための自由時間をお取りし
ます。　
<バス>ウィーンへ（約4時間/270km）
1830：ホテル着

※モーツァルトの生家が閉館の場合は、外観のご案内と
なります。

(オプション. 1)
2023/4月: 18
2023/5月: 16, 30
2023/6月: 06, 13, 20, 27
2023/7月: 04, 11, 18, 25
2023/8月: 01, 08, 15, 22, 29
2023/9月: 05, 12

(オプション. 2 = オプション. 1)

(オプション. 3 = オプション. 1)

10月以降の出発日、旅行代金はウェブサイト
landcruisetours.comをご覧ください。

プラハ発　中欧とドイツ、バルカン半島周遊　ドブロブニクまで (オプション. 2) 13 日間
  ID: 27338   

プラハ発　中欧とドイツ、バルカン半島周遊　リュブリアナまで(オプション. 3) 16 日間
  ID: 27337   

プラハ発　ドイツ・中欧周遊とザグレブ (オプション. 1) 10日間
  ID: 27339   

プラハ

AV

AILABILITY

O N L I N E

インター
ナショナル

区間有
P.6 参照

英語案内
のみ

区間有
P.10 参照

最少催行 
人員1名
P.3 参照

カスタマイズ
可能

P.7 参照

オンライン 
販売

P.7 参照

(オプション. 1)
ID: 27339 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 190,300 251,900
赤数字出発日 ¥ 188,100 249,600

(オプション. 2)
ID: 27338 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 269,000 348,600
赤数字出発日 ¥ 279,900 359,600

(オプション. 3)
ID: 27337 2人部屋利用 1人部屋利用

細数字出発日 ¥ 348,500 447,200
赤数字出発日 ¥ 368,200 466,900
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08 （火）. ウィーン.-
0800：<バス>ウィーン市内観光(約4時間)
シェーンブルン宮殿(入場)、シュテファン寺院(入場)、
ヨハン・シュトラウス像、ケルントナー通り(いずれも
下車)へご案内します。
観光後、シュテファン寺院近くにて解散
午後：自由行動
美術館・博物館巡り、ショッピングや人気のカフェに
てティータイム、夜はクラシックコンサート鑑賞など
お好みでお楽しみください。

09 （水）. ウィーン/マリボル/ザグレブ.-
**ウィーンからマリボル到着までは英語係員による
ご案内となります。**

0730: <バス>マリボルへ（約3時間30分/260km）
1100：マリボルにて自由行動（約3時間/昼食は各
自）
スロベニア第2の都市で、川沿いに建つ美しい旧市
街の散策をお楽しみください。
午後：<バス>ザグレブへ（約2時間/120km）
1500：ザグレブ着
1600：<バス>ザグレブ市内観光（約2時間）
クロアチアの首都ザグレブにて、中世のたたずまいを
残す旧市街へご案内します。

夕食をご用意しています。

10 （木）. ザグレブ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了

(オプション. 2) 
1 - 9 日目は、オプション 1 と同行程
10 （木）. ザグレブ/バニャルカ/ヤイツェ/サラエ
ボ.-
0730：<バス>バニャルカへ（約3時間/190km）
バニャルカにて自由行動（約1時間）
ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボに次ぐ第2の都
市で、ローマ時代から続く古い街の散策をお楽しみく
ださい。　　　
<バス>ヤイツェへ（約1時間30分/71km）
午後：ヤイツェの滝見学と自由行動（合計約1時間
30分/昼食は各自）
水量が多く迫力のあるヤイツェの滝を見学します。ま
た、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ中部の都市で、オスマ
ン帝国やオーストリア・ハンガリー帝国などの統治下
にあった時代の影響を受けて様々な文化が融合した
美しい街並みの散策をお楽しみください。　　　
<バス>サラエボへ（約3時間/142km）
着後：サラエボ市内観光（約1.5時間）
ヨーロッパ風とトルコ風のエキゾチックな街並みが
入り混じる旧市街を観光します。
1900:ホテル着

夕食をご用意しています。

11 （金）. サラエボ/モスタル/メジュゴリエ/ドブ
ロブニク.-
午前：希望のトンネル博物館（入場）
見学旧ユーゴスラビアの内戦時、包囲されたサラエ
ボ市内と空港をつないだトンネルは物資の供給を可
能にしサラエボ住民の命を守りました。　　　　
<バス>モスタルへ（約2時間30分/130km）
午後：モスタルにて自由行動（約3時間/昼食は各自）
ボスニア・ヘルツェゴビナ初の世界遺産、旧市街の古
橋地区の散策などをお楽しみください。　　
<バス>メジュゴリエへ（約30分/26km）
聖母マリアが出現されるといわれ、世界中のキリスト
教徒が巡礼する聖地を散策します。（約1時間）
<バス>ドブロブニクへ（約2時間30分/130km）
2000：ホテル着

夕食をご用意しています。

12 （土）. ドブロブニク.-
0830：<バス>ドブロブニク観光(徒歩にて/約4時間)
フランシスコ修道院(入場)、大聖堂(入場)を観光しま
す。ロープウェイでスルジ山へ登りドブロブニクのパ
ノラマをお楽しみいただきます。
午後：自由行動

夕食をご用意しています。

13 （日）. ドブロブニク.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー
終了

(オプション. 3) 
1 - 12 日目は、オプション 2 と同行程
13 （日）. ドブロブニク/スプリット.-
0830：<バス>スプリットへ（約4時間/212km）
午後：スプリットで自由行動（約2時間/昼食は各自）
その後、スプリット市内観光(徒歩にて/約2時間30
分)ディオクレティアヌス宮殿（入場）を観光します。観
光後、自由行動(約30分) ローマ皇帝が引退後余生
を送ったといわれる街の散策をお楽しみください
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

14 （月）. スプリット/プリトビチェ/オパティア.-
0800：<バス>プリトビチェへ（約3時間30分/257km)
プリトビチェ湖群国立公園観光と自由行動(徒歩に
て/合計約3時間30分/昼食は各自)
石灰岩の棚にできたいくつもの湖の畔を美しい自然
を愛でながら歩いていきます。
観光後、散策の時間をお取りします。公園内の遊覧船
またはミニバスをご利用いただけます。
午後：<バス>オパティアへ（約3時間/186km)
1815：ホテル着

夕食をご用意しています。
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リュブリアナ（オプション.3のみ）

代金に含まれているもの

ランドクルーズのツアーに含まれるサービス: 
日本語現地添乗係員が同行します。（除外区間あり/日
程表参照）

（オプショナル.2） 朝食  9 回
                   夕食  1 回

（オプショナル.2） 朝食 12 回
                   夕食  4 回

（オプショナル.3） 朝食 15 回
                   夕食  7 回
到着時の送迎付き
市内観光: プラハ, ザルツブルク, ウィーン.
入場箇所: プラハ城の聖ビート教会・旧王宮・黄金の
小路、聖イジー教会（プラハ）, レジデンツ（ビュルツブル
ク）, ノイシュバンシュタイン城（ホーエンシュバンガウ）
、ヴィース教会（シュイタインガーデン）, モーツァルトの
生家（ザルツブルク）, シェーンブルン宮殿とシュテファン
寺院（ウィーン）.

(追加サービス オプション. 2)
市内観光: サラエボ, ドブロブニク.
入場箇所: ヤイツェの滝（ヤイツェ）, 希望のトンネル（サ
ラエボ）, フランシスコ修道院と大聖堂（ドブロブニク）.
ケーブルカー: ドブロブニク.

(追加サービス オプション. 3)
市内観光: スプリット, リュブリアナ.
入場箇所: ディオクレティアヌス宮殿（スプリット）, プリ
トビチェ湖群国立公園, ポストイナ鍾乳洞.
船: ブレッド湖.

利用ホテル/パンフレット後方ページ参照
最少催行人員/1名 ※ご出発日の前日から起算して遡
って60日前までで、ご旅行契約をされたお客様がいら
っしゃらない場合、催行を中止させていただくことがあ
ります
どのご出発日でもご予約OKとなれば催行中止はありま
せん  

(オプション.3のみ)(オプション.3のみ)

(オプション.2のみ)(オプション.2のみ)

15 （火）. オパティア/ポストイナ/ブレッド湖/リュブリ
アナ.-
0730：<バス>ポストイナへ(約2時間/66km)
ポストイナ鍾乳洞観光(徒歩にて/約2時間)
トロッコ列車へ乗車し鍾乳洞へ、内部では日本語オーデ
ィオガイドを利用しご案内します。
<バス>ブレッド湖へ（約1時間30分/108km)
ブレッド湖観光と自由行動(合計約3時間/昼食は各自)
湖の小島へボートで渡り、聖マリア教会（外観）を訪れま
す。観光後ブレッドの街にて自由行動のお時間をお取り
します。
<バス>リュブリアナへ(約1時間/55km)
夕刻：リュブリアナ市内観光（約2時間）
スロベニアの政治や文化の中心地、首都リュブリアナの街
歩きをお楽しみください。
1830：ホテル着

夕食をご用意しています。

16 （水）. リュブリアナ.-
朝食後、お客様ご自身にてチェックアウト、ツアー終了 

リュブリアナ

ボスニア・ 
ヘルツェゴビナ



ランドクルーズツアーズ・ドット・コム/ landcruisetours.com 簡単検索案内

ステップ.1 フィルターを使ってツアーを探す 以下①→②→③

条件絞り込み前 479ツアー

訪問国イタリア追加 104ツアー

さらに訪問都市フィレンツェ追加 70ツアー

さらに出発都市ローマ追加 28ツアー

さらに代金幅8-10万円指定 6ツアー

さらに日数7-8日間指定 3ツアー

代金計算については右頁でご案内

詳細表示をクリック
以下へ遷移

ステップ. 2 内容確認済ツアーの旅行代金を調べる 以下④または④＋⑤

②フィルターで条件を絞り込む ③3ツアーから選択したツアー内容を確認する

④ 日程をカスタマイズしない場合

この場合、短縮となり基本代金が自動改定される。さらに、出
発都市フィレンツェ、到着都市ミラノに合わせた、送迎、前泊後
泊代金も自動改定され、合計金額が表示される。

⑤ 日程をカスタマイズする場合

計算開始の下にある仮予約希望に☑するとメールアドレス欄が開き、案
内に沿って入力すると、72時間有効の仮予約番号がお客様のメール
に届く。番号をパンフレット裏面の販売店宛ご連絡いただければ、以後
の手続きをよりスムーズに進めることが可能となる。

ステップ. 3 仮予約希望の場合の操作

ココーーススID（（数数字字5桁桁））

検索開始時479ツアーから、希望条件を次々加えていくことで3ツアーまで候補を
絞った結果。
最終的に候補ツアーを選び、詳細日程その他周辺情報の確認が可能。
各アイコンのクリックにより周辺情報が掲出される。 また、左記フィルター操作は
説明のため希望条件をひとつづつ加えたが、実際は全条件を一度に入力し、ス
ピーディに結果に到達可能。

カスタマイズ「する」場合
右列⑤へ遷移

宿泊追加アレンジ
前/後泊とも4泊まで

フィルターをクリック
→②へ

①トップ画面からフィルターへ進む

本ページ作成時点で、landcruisetours.comは「英語版→日本語版/€表示→￥表示」へ切り替え途上です。そのため画面案内に一部、英語や€表記が残っておりますが
サイト稼働時は同じ個所が日本語/日本円で表示されます。尚、以下検索はサンプルのため実際の検索結果とは異なります。

90 91

ロータリーコースの場合
出発；2/23ベネチア
を選択すると自動的に翌週
繰り越し日程が現れ、
到着；3/2ベネチア
の選択も可能となる

同代金で旅行可能。

セクターコースの場合
出発/到着の都市を左記か
ら自由に選択
たとえば
出発；2/21フィレンツェ
到着；2/26ミラノ
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国 都市 グレード ホテル名称 国 都市 グレード ホテル名称
B ホテル　ナポレオン B イビス ロンドン アールズ コート
B ゴールデン チューリップ ローマ ピラム B ホテル　ホリディイン　ブレントフォード　ロック
B ニル　ホテル A ランカスター ハウス ホテル
B ザ ゲート ホテル A ホリデイ イン ランカスター
B NH ミラノ フィエラ A ラディソン BLU ホテル リバプール
B NH ミラノ ドゥエ A メルキュール リバプール アトランティック タワー ホテル
B NH ミラノ コングレス センター A ホリデイ イン リバプール シティ センター
B ホテル ダ ビンチ A ノボテル リバプール センター
B ホテル カンパニール ベニス メストレ A ノボテル リバプール パディントン ヴィレッジ
B ステイシティ アパートホテルズ ベニス メストレ チェスター A ザ クイーン アット チェスター ホテル BW プレミア コレクション
B B&Bホテル ナポリ A クラウン プラザ ストラットフォード アポン エイボン
B パラッツォ エスドラ A マクドナルド アルベストン マナー ホテル
B ホテル ランジロッタ A ダブルツリー バイ ヒルトン ストラットフォード アポンエイボン
B ホテル コッレ デル ソーレ A メルキュール ストラットフォード アポン エイボン シェイクスピア ホテル
B ホテル アストリア A ホテル インターナショナル
A ポルタ フィラ A モーベンピック ザグレブ
A ハンプトン バイ ヒルトン バルセロナ フィラ グラン ビア ドブロブニク A ホテル レロ
A アレクサンドレ ホテル フィラ コングレス A ホテル モンド
A AC ソム A サロナ パレス
A エウロスターズ アクテオン A ホテル ブリストル
A ユーロスターズ レイ ドン ハイメ A ホテル　パリ
A カタロニア グラナダ A ホテル　アストリア　オパティア
A グラン ホテル ルナ デ グラナダ A イビス　スタイルズ　サラエボ
A サライ A ホテル ハリウッド サラエボ
A ホテル アリクサレス B エムホテル
A エグゼ セビリア マカレナ B ビーアンドビーホテル リュブリャナ パーク
A ホテル シルケン アル アンダルス パレス B メルキュール ホテル ＆ レジデンツ フランクフルト メッセ
A ホテル イルニオン アルコラ セビリア B レオナルド ホテル オッフェンバッハ フランクフルト
A AC ホテル セビリア フォーラム バイ マリオット B ノボテル フランクフルト シティ
A ヒルトン ガーデン イン セビリア B レオナルド ホテル ミュンヘン シティ オリンピアパーク
A チャマルティン ザ ワン B レオナルド ホテル ミュンヘン アラベラパーク
A 	NH リベラ デル マンサナレス A アートテル ケルン
A エルバ マドリード アルカラ A パーク イン バイ ラディソン ケルン シティ ウエスト
A バルセロ ネルビオン A レオナルド ロイヤル ホテル ケルン アム シュタットバルト
A イルニオン サン マメス A NH コレクション ニュルンベルク シティー
A NH コレクション ビジャ デ ビルバオ A ザ ニウ レオ
A シルケン インダツ B インサイド　ルクセンブルク
A ホテル パラシオ デ アイエテ B ノボテル ルクセンブルク キルヒベルク
A シルケン アマラ プラザ B ファン デア ファルク ホテル ブリュッセル エアポート
A メルキュール サンセバスチャン モンテ イゲルド B ホリデイ イン ブリュッセル エアポート
A NH アランサス A ベロテル ブルージュ
A NH イルーニャ パーク A ラディソン ブル ブルージュ
A ブランカ　デ　ナバーラ A ホテル ド メディチ
A ホテル アルブレ B パーク プラザ アムステルダム エアポート
B VIP　エントレカンポス B コレンドン ビレッジ ホテル アムステルダム
B VIP エグゼクティブ ズーリック ホテル B イビス スタイルズ アムステルダム エアポート
B ローマ B インターシティホテル アムステルダム エアポート
B ホリディイン エクスプレス リスボン プラザ サルダーニャ A クラリオン コングレス ホテル プラハ
A ホリデイ イン ポルト ガイア A パノラマ ホテル プラハ
A ACポルト A コリンティア ホテル プラハ
A HF イパネマ パーク A ホテル デュオ
B メルキュール パリ ポルト ドベルサイユ エキスポ A ライナーズ ホテル
B メルキュール パリ ラ デファンス A エグゼ ヴィエナ
B ノボテル パリ エスト A メルキュール ブダペスト コロナ
B メルキュール パリ ポルト ドルレアン A ザ アクインクム ホテル ブダペスト
B メルキュール パリ サン トゥアン A ノボテル セントラム

A NH ゲート ワン
A クラウンプラザ ブラチスラバ
A クラリオン コングレス ホテル ブラスチラバ
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■ご案内
●「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」はいずれも、ヨーロッパム
ンドバケーションズ（スぺイン法人/JTBグループ）が運行するヨーロッパ発着ツ
アーです。

●混乗のバスを利用します。個人旅行のお客様、日本の旅行会社等が企画・実
施する募集型企画旅行などのツアーのお客様とご一緒になります。
また、「ランドクルーズ」のインターナショナルコース/区間、および「ランドクルーズ
＋ヨーロッパムンド」のヨーロッパムンド英語バス 乗車区間では英語ツアーのお客
様とご一緒になります。

●旅行区間の異なるお客様とご一緒にバスにご乗車いただくため、バスの乗車人
員は毎日異なります。

●旅行代金には、現地集合してから現地解散するまでの、日程表記載の旅行
サービ スおよび付帯サービスが含まれます。

●現地集合以前、現地解散以降の航空券、交通機関、宿泊などはご自身でご
用意いただきます。

●当社の関与できない事由であらかじめ定められた集合場所に到着されない場
合や、その後も当コースへ参加されない場合は、所定の取消料を申し受けます。
また、集合時間に遅れますと、お客さまをお待ちせずバスは出発します。

〈集合・解散について〉
●特に記載のない限り、集合場所（初日の空港お迎えを除く）は、ツアーの宿
泊ホテルとなります。出発時刻の10分前までに各自チェックアウトを済ませ、ホ
テルロビーへご集合ください。 初日がバス乗車からスタートするコースの場合は、
直接ホテルへお越しください。解散場所はツアー到着のホテルとなります。

●ホテルチェックインはご自身で行っていただきます。チェックイン時刻が21:00以降
になる場合は、あらかじめお客様ご自身でホテルへご連絡願います。

■お申し込みについて
●お申込時には、パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出くだ
さい。お客様が氏名を誤って報告された場合は、取消＆再予約が必要で、こ
れに伴い所定の取消料を申し受けます。また一旦取消をすると再予約が出来
ない場合があります。

●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬
使用者の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨をご旅行お申込時にお申
し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。お客様のお申し出に基
づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担と
なります。 尚、手配をお引き受け出来かねる場合は、出来るだけ速やかにお知
らせいたします。

〈記載内容の有効期間について〉
●2023年4月1日〜2024年3月31日出発まで有効です。
〈旅行代金及び出発日について〉
●P.95記載の「日程表の見方」を参照ください。
〈渡航手続きについて〉
●パスポート・ビザ（査証）の取得等はお客様ご自身の責任で行っていただきま
す。 またパスポート残存期間/余白ページがそれぞれ必要条件を満たしている
かもご自身の責任でご確認ください。乗り継ぎ経路等により目的地以外の国の
パスポート残存期間を要求される事があるため、残存期間は十分余裕を持た
せることをおすすめします。 各国大使館ホームページ等にて最新の情報をご確
認ください。

■新型コロナ感染拡大防止に関する入国条件について
<日本居住及び日本国籍の方へ>
●新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各渡航先の国および日本において、
入国条件、検疫、滞在中の義務などを設けている場合があります（2022年
12月1日現在）。詳しくは各国大使館・領事館、外務省の海外安全ホーム
ページ、厚生労働省ホームページ等で最新情報をご確認ください。

■交通機関・乗継について
〈時間帯及び時刻の表示について〉
●1日のツアーの出発/到着は原則として時刻で表示しています。主としてバス移
動のホテルを起点とした発着時刻の標準的なめやすで、季節、天候、曜日、
宿泊ホテルの立地などにより変わります。尚、日中の移動等は午前、午後など
の時間帯で表示します。また、観光地での所要時間等を記載している場合は、
当日の状況で前後します。

〈バス等での観光・都市間移動について〉
●ご参加の人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があります。また、
地下鉄やタクシーなどの公共交通機関等、Uberなどの配車サービス会社も
利用する場合があります。

●バスでは30kg以内のスーツケース、お1人1個を上限にお預けいただけます。列
車を含む日程の場合、列車区間で20kg以内のスーツケースをお持ち込みでき
ます。

〈夕食時のホテルから市内中心部のお送りについて〉
●スペインのビルバオ（火曜日夜）、サンセバスチャン（水曜日夜）では夕食時
刻に合わせ、日本語現地添乗係員がご希望の方をホテルより市内中心部

までバスでお送りします。人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があ
ります。 事前のご予約は不要です。帰路、ホテルまでは各自タクシーなどをご
利用ください。

●スペインのセビリア（水曜日夜）では夕食時刻に合わせ、英語または日本語
現地添乗係員がご希望の方をホテルより市内中心部までバスでお送りします。
人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があります。事前のご予約は
不要です。帰路、ホテルまでは各自タクシーなどをご利用ください。

〈列車の移動について〉
●列車の発着時刻、車両、及び座席のご指定は承れません。
●列車区間は直行便とは限りません。途中乗り換えが必要となる場合があります。
乗り換えはお客様ご自身で行っていただきます。

●ご同行者と座席、車両が分かれる場合があります。
●車両内でのスーツケースの管理はご自身でお願いします。 20kg以内のスーツ
ケースをお持ち込みできます。

●駅の送迎については、<列車区間を含む日程の駅送迎について>の項目でご
確認ください。

〈列車区間を含む日程の駅送迎について/ID27279、ID27245の2コース
を除く〉
●ホテル出発後、観光を含まず駅への片道送りの場合
ご参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービス
会社」などで駅へお送りします。この区間に日本語現地添乗係員及び英語現
地添乗係員の同乗はありません。英語またはその国の言語を話すドライバーの
お送りとなります。

●列車下車後、観光を含まずホテルへ行く場合
日程表に特に記載のない限りお客様ご自身で駅からホテルまでご移動の上、
15時以降にホテルチェックインをお済ませください。

●列車下車後、到着駅から観光を含みその後、ホテルへ行く場合
日程表に特に記載のない限り、到着駅で日本語現地添乗係員がお迎えしご
参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービス会
社」などで観光へご案内しその後、ホテルへお送りします。

〈列車区間を含む日程の駅送迎について/ID27279、ID27245の2コース
対象〉

ID27279/P.26掲載/マドリード発スペイン周遊マドリード・バルセロナとアン
ダルシア地方＜高速鉄道 AVE利用＞8 日間
ID27245/ P.27掲載/バルセロナ発スペイン周遊バルセロナ・マドリードとア
ンダルシア地方＜高速鉄道 AVE利用＞(オプション. 1)8 日間）

●コルドバ駅へのお送り
バス、ミニバス、バンなどでのコルドバ市内観光後、日本語現地添乗係員がコ
ルドバ駅までお送りします。

●マドリード/アトーチャ駅からホテルへのお送り
アトーチャ駅で、英語またはスペイン語を話す現地係員がボードを持ってお迎え
し、ご参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービ
ス会社」などでホテルへお送りします。この区間に日本語現地添乗係員及び英
語現地添乗係員の同乗はありません。車が複数台に分かれる場合、英語また
はスペイン語を話す現地係員は先に出発する車を見送った後最後に駅を出発
する車に同乗します。したがって先に出発する車への現地係員の同乗はありま
せん。いずれの場合もホテルチェックインはお客様ご自身でお済ませください。

■現地添乗係員について
●「ランドクルーズ」各コース記載のバス区間にて日本語現地添乗係員がご案内
します。自由行動時・宿泊時のご案内はありません。 尚、列車区間を含む
場合の駅送迎での日本語現地添乗係員の有無は、<列車区間を含む日
程の駅送迎について>の項でご確認ください。

●「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」各コース記載のヨーロッパムンド英語バス
乗車区間では、英語現地添乗係員がご案内します。自由行動時・宿泊時
のご案内はありません。 尚、英語現地添乗係員同行区間では、日本語現
地添乗係員の同行はありません。

●日本語現地添乗係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。その
ため、発音が聞き取りにくい場合があります。また日本人同士ならわかる細やか
なニュアンスまで理解できない場合があります。お客様からの希望は明確にお
伝えいただき、日本語現地添乗係員からの質問にはイエスかノーか明確にお
答えください。

■ポーターサービスについて
●ホテル・空港・駅・船着場でのポーターサービスは含まれておりません。お客様ご
自身でお荷物をお運びいただきます。

■ホテルについて
〈ホテルグレード〉
●Ｐ.92のホテルグレード表を参照ください。
●「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」では、各種資料や現地

■16ケ国、合計40都市を網羅します。複数ホテル名記載都市は、いずれかのホテルとなります。



国 都市 グレード ホテル名称 国 都市 グレード ホテル名称
B ホテル　ナポレオン B イビス ロンドン アールズ コート
B ゴールデン チューリップ ローマ ピラム B ホテル　ホリディイン　ブレントフォード　ロック
B ニル　ホテル A ランカスター ハウス ホテル
B ザ ゲート ホテル A ホリデイ イン ランカスター
B NH ミラノ フィエラ A ラディソン BLU ホテル リバプール
B NH ミラノ ドゥエ A メルキュール リバプール アトランティック タワー ホテル
B NH ミラノ コングレス センター A ホリデイ イン リバプール シティ センター
B ホテル ダ ビンチ A ノボテル リバプール センター
B ホテル カンパニール ベニス メストレ A ノボテル リバプール パディントン ヴィレッジ
B ステイシティ アパートホテルズ ベニス メストレ チェスター A ザ クイーン アット チェスター ホテル BW プレミア コレクション
B B&Bホテル ナポリ A クラウン プラザ ストラットフォード アポン エイボン
B パラッツォ エスドラ A マクドナルド アルベストン マナー ホテル
B ホテル ランジロッタ A ダブルツリー バイ ヒルトン ストラットフォード アポンエイボン
B ホテル コッレ デル ソーレ A メルキュール ストラットフォード アポン エイボン シェイクスピア ホテル
B ホテル アストリア A ホテル インターナショナル
A ポルタ フィラ A モーベンピック ザグレブ
A ハンプトン バイ ヒルトン バルセロナ フィラ グラン ビア ドブロブニク A ホテル レロ
A アレクサンドレ ホテル フィラ コングレス A ホテル モンド
A AC ソム A サロナ パレス
A エウロスターズ アクテオン A ホテル ブリストル
A ユーロスターズ レイ ドン ハイメ A ホテル　パリ
A カタロニア グラナダ A ホテル　アストリア　オパティア
A グラン ホテル ルナ デ グラナダ A イビス　スタイルズ　サラエボ
A サライ A ホテル ハリウッド サラエボ
A ホテル アリクサレス B エムホテル
A エグゼ セビリア マカレナ B ビーアンドビーホテル リュブリャナ パーク
A ホテル シルケン アル アンダルス パレス B メルキュール ホテル ＆ レジデンツ フランクフルト メッセ
A ホテル イルニオン アルコラ セビリア B レオナルド ホテル オッフェンバッハ フランクフルト
A AC ホテル セビリア フォーラム バイ マリオット B ノボテル フランクフルト シティ
A ヒルトン ガーデン イン セビリア B レオナルド ホテル ミュンヘン シティ オリンピアパーク
A チャマルティン ザ ワン B レオナルド ホテル ミュンヘン アラベラパーク
A 	NH リベラ デル マンサナレス A アートテル ケルン
A エルバ マドリード アルカラ A パーク イン バイ ラディソン ケルン シティ ウエスト
A バルセロ ネルビオン A レオナルド ロイヤル ホテル ケルン アム シュタットバルト
A イルニオン サン マメス A NH コレクション ニュルンベルク シティー
A NH コレクション ビジャ デ ビルバオ A ザ ニウ レオ
A シルケン インダツ B インサイド　ルクセンブルク
A ホテル パラシオ デ アイエテ B ノボテル ルクセンブルク キルヒベルク
A シルケン アマラ プラザ B ファン デア ファルク ホテル ブリュッセル エアポート
A メルキュール サンセバスチャン モンテ イゲルド B ホリデイ イン ブリュッセル エアポート
A NH アランサス A ベロテル ブルージュ
A NH イルーニャ パーク A ラディソン ブル ブルージュ
A ブランカ　デ　ナバーラ A ホテル ド メディチ
A ホテル アルブレ B パーク プラザ アムステルダム エアポート
B VIP　エントレカンポス B コレンドン ビレッジ ホテル アムステルダム
B VIP エグゼクティブ ズーリック ホテル B イビス スタイルズ アムステルダム エアポート
B ローマ B インターシティホテル アムステルダム エアポート
B ホリディイン エクスプレス リスボン プラザ サルダーニャ A クラリオン コングレス ホテル プラハ
A ホリデイ イン ポルト ガイア A パノラマ ホテル プラハ
A ACポルト A コリンティア ホテル プラハ
A HF イパネマ パーク A ホテル デュオ
B メルキュール パリ ポルト ドベルサイユ エキスポ A ライナーズ ホテル
B メルキュール パリ ラ デファンス A エグゼ ヴィエナ
B ノボテル パリ エスト A メルキュール ブダペスト コロナ
B メルキュール パリ ポルト ドルレアン A ザ アクインクム ホテル ブダペスト
B メルキュール パリ サン トゥアン A ノボテル セントラム
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A クラウンプラザ ブラチスラバ
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■ご案内
●「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」はいずれも、ヨーロッパム
ンドバケーションズ（スぺイン法人/JTBグループ）が運行するヨーロッパ発着ツ
アーです。

●混乗のバスを利用します。個人旅行のお客様、日本の旅行会社等が企画・実
施する募集型企画旅行などのツアーのお客様とご一緒になります。
また、「ランドクルーズ」のインターナショナルコース/区間、および「ランドクルーズ
＋ヨーロッパムンド」のヨーロッパムンド英語バス 乗車区間では英語ツアーのお客
様とご一緒になります。

●旅行区間の異なるお客様とご一緒にバスにご乗車いただくため、バスの乗車人
員は毎日異なります。

●旅行代金には、現地集合してから現地解散するまでの、日程表記載の旅行
サービ スおよび付帯サービスが含まれます。

●現地集合以前、現地解散以降の航空券、交通機関、宿泊などはご自身でご
用意いただきます。

●当社の関与できない事由であらかじめ定められた集合場所に到着されない場
合や、その後も当コースへ参加されない場合は、所定の取消料を申し受けます。
また、集合時間に遅れますと、お客さまをお待ちせずバスは出発します。

〈集合・解散について〉
●特に記載のない限り、集合場所（初日の空港お迎えを除く）は、ツアーの宿
泊ホテルとなります。出発時刻の10分前までに各自チェックアウトを済ませ、ホ
テルロビーへご集合ください。 初日がバス乗車からスタートするコースの場合は、
直接ホテルへお越しください。解散場所はツアー到着のホテルとなります。

●ホテルチェックインはご自身で行っていただきます。チェックイン時刻が21:00以降
になる場合は、あらかじめお客様ご自身でホテルへご連絡願います。

■お申し込みについて
●お申込時には、パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出くだ
さい。お客様が氏名を誤って報告された場合は、取消＆再予約が必要で、こ
れに伴い所定の取消料を申し受けます。また一旦取消をすると再予約が出来
ない場合があります。

●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬
使用者の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨をご旅行お申込時にお申
し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。お客様のお申し出に基
づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担と
なります。 尚、手配をお引き受け出来かねる場合は、出来るだけ速やかにお知
らせいたします。

〈記載内容の有効期間について〉
●2023年4月1日〜2024年3月31日出発まで有効です。
〈旅行代金及び出発日について〉
●P.95記載の「日程表の見方」を参照ください。
〈渡航手続きについて〉
●パスポート・ビザ（査証）の取得等はお客様ご自身の責任で行っていただきま
す。 またパスポート残存期間/余白ページがそれぞれ必要条件を満たしている
かもご自身の責任でご確認ください。乗り継ぎ経路等により目的地以外の国の
パスポート残存期間を要求される事があるため、残存期間は十分余裕を持た
せることをおすすめします。 各国大使館ホームページ等にて最新の情報をご確
認ください。

■新型コロナ感染拡大防止に関する入国条件について
<日本居住及び日本国籍の方へ>
●新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各渡航先の国および日本において、
入国条件、検疫、滞在中の義務などを設けている場合があります（2022年
12月1日現在）。詳しくは各国大使館・領事館、外務省の海外安全ホーム
ページ、厚生労働省ホームページ等で最新情報をご確認ください。

■交通機関・乗継について
〈時間帯及び時刻の表示について〉
●1日のツアーの出発/到着は原則として時刻で表示しています。主としてバス移
動のホテルを起点とした発着時刻の標準的なめやすで、季節、天候、曜日、
宿泊ホテルの立地などにより変わります。尚、日中の移動等は午前、午後など
の時間帯で表示します。また、観光地での所要時間等を記載している場合は、
当日の状況で前後します。

〈バス等での観光・都市間移動について〉
●ご参加の人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があります。また、
地下鉄やタクシーなどの公共交通機関等、Uberなどの配車サービス会社も
利用する場合があります。

●バスでは30kg以内のスーツケース、お1人1個を上限にお預けいただけます。列
車を含む日程の場合、列車区間で20kg以内のスーツケースをお持ち込みでき
ます。

〈夕食時のホテルから市内中心部のお送りについて〉
●スペインのビルバオ（火曜日夜）、サンセバスチャン（水曜日夜）では夕食時
刻に合わせ、日本語現地添乗係員がご希望の方をホテルより市内中心部

までバスでお送りします。人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があ
ります。 事前のご予約は不要です。帰路、ホテルまでは各自タクシーなどをご
利用ください。

●スペインのセビリア（水曜日夜）では夕食時刻に合わせ、英語または日本語
現地添乗係員がご希望の方をホテルより市内中心部までバスでお送りします。
人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があります。事前のご予約は
不要です。帰路、ホテルまでは各自タクシーなどをご利用ください。

〈列車の移動について〉
●列車の発着時刻、車両、及び座席のご指定は承れません。
●列車区間は直行便とは限りません。途中乗り換えが必要となる場合があります。
乗り換えはお客様ご自身で行っていただきます。

●ご同行者と座席、車両が分かれる場合があります。
●車両内でのスーツケースの管理はご自身でお願いします。 20kg以内のスーツ
ケースをお持ち込みできます。

●駅の送迎については、<列車区間を含む日程の駅送迎について>の項目でご
確認ください。

〈列車区間を含む日程の駅送迎について/ID27279、ID27245の2コース
を除く〉
●ホテル出発後、観光を含まず駅への片道送りの場合
ご参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービス
会社」などで駅へお送りします。この区間に日本語現地添乗係員及び英語現
地添乗係員の同乗はありません。英語またはその国の言語を話すドライバーの
お送りとなります。

●列車下車後、観光を含まずホテルへ行く場合
日程表に特に記載のない限りお客様ご自身で駅からホテルまでご移動の上、
15時以降にホテルチェックインをお済ませください。

●列車下車後、到着駅から観光を含みその後、ホテルへ行く場合
日程表に特に記載のない限り、到着駅で日本語現地添乗係員がお迎えしご
参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービス会
社」などで観光へご案内しその後、ホテルへお送りします。

〈列車区間を含む日程の駅送迎について/ID27279、ID27245の2コース
対象〉

ID27279/P.26掲載/マドリード発スペイン周遊マドリード・バルセロナとアン
ダルシア地方＜高速鉄道 AVE利用＞8 日間
ID27245/ P.27掲載/バルセロナ発スペイン周遊バルセロナ・マドリードとア
ンダルシア地方＜高速鉄道 AVE利用＞(オプション. 1)8 日間）

●コルドバ駅へのお送り
バス、ミニバス、バンなどでのコルドバ市内観光後、日本語現地添乗係員がコ
ルドバ駅までお送りします。

●マドリード/アトーチャ駅からホテルへのお送り
アトーチャ駅で、英語またはスペイン語を話す現地係員がボードを持ってお迎え
し、ご参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービ
ス会社」などでホテルへお送りします。この区間に日本語現地添乗係員及び英
語現地添乗係員の同乗はありません。車が複数台に分かれる場合、英語また
はスペイン語を話す現地係員は先に出発する車を見送った後最後に駅を出発
する車に同乗します。したがって先に出発する車への現地係員の同乗はありま
せん。いずれの場合もホテルチェックインはお客様ご自身でお済ませください。

■現地添乗係員について
●「ランドクルーズ」各コース記載のバス区間にて日本語現地添乗係員がご案内
します。自由行動時・宿泊時のご案内はありません。 尚、列車区間を含む
場合の駅送迎での日本語現地添乗係員の有無は、<列車区間を含む日
程の駅送迎について>の項でご確認ください。

●「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」各コース記載のヨーロッパムンド英語バス
乗車区間では、英語現地添乗係員がご案内します。自由行動時・宿泊時
のご案内はありません。 尚、英語現地添乗係員同行区間では、日本語現
地添乗係員の同行はありません。

●日本語現地添乗係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。その
ため、発音が聞き取りにくい場合があります。また日本人同士ならわかる細やか
なニュアンスまで理解できない場合があります。お客様からの希望は明確にお
伝えいただき、日本語現地添乗係員からの質問にはイエスかノーか明確にお
答えください。

■ポーターサービスについて
●ホテル・空港・駅・船着場でのポーターサービスは含まれておりません。お客様ご
自身でお荷物をお運びいただきます。

■ホテルについて
〈ホテルグレード〉
●Ｐ.92のホテルグレード表を参照ください。
●「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」では、各種資料や現地

■16ケ国、合計40都市を網羅します。複数ホテル名記載都市は、いずれかのホテルとなります。
国 都市 グレード ホテル名称 国 都市 グレード ホテル名称

B ホテル　ナポレオン B イビス ロンドン アールズ コート
B ゴールデン チューリップ ローマ ピラム B ホテル　ホリディイン　ブレントフォード　ロック
B ニル　ホテル A ランカスター ハウス ホテル
B ザ ゲート ホテル A ホリデイ イン ランカスター
B NH ミラノ フィエラ A ラディソン BLU ホテル リバプール
B NH ミラノ ドゥエ A メルキュール リバプール アトランティック タワー ホテル
B NH ミラノ コングレス センター A ホリデイ イン リバプール シティ センター
B ホテル ダ ビンチ A ノボテル リバプール センター
B ホテル カンパニール ベニス メストレ A ノボテル リバプール パディントン ヴィレッジ
B ステイシティ アパートホテルズ ベニス メストレ チェスター A ザ クイーン アット チェスター ホテル BW プレミア コレクション
B B&Bホテル ナポリ A クラウン プラザ ストラットフォード アポン エイボン
B パラッツォ エスドラ A マクドナルド アルベストン マナー ホテル
B ホテル ランジロッタ A ダブルツリー バイ ヒルトン ストラットフォード アポンエイボン
B ホテル コッレ デル ソーレ A メルキュール ストラットフォード アポン エイボン シェイクスピア ホテル
B ホテル アストリア A ホテル インターナショナル
A ポルタ フィラ A モーベンピック ザグレブ
A ハンプトン バイ ヒルトン バルセロナ フィラ グラン ビア ドブロブニク A ホテル レロ
A アレクサンドレ ホテル フィラ コングレス A ホテル モンド
A AC ソム A サロナ パレス
A エウロスターズ アクテオン A ホテル ブリストル
A ユーロスターズ レイ ドン ハイメ A ホテル　パリ
A カタロニア グラナダ A ホテル　アストリア　オパティア
A グラン ホテル ルナ デ グラナダ A イビス　スタイルズ　サラエボ
A サライ A ホテル ハリウッド サラエボ
A ホテル アリクサレス B エムホテル
A エグゼ セビリア マカレナ B ビーアンドビーホテル リュブリャナ パーク
A ホテル シルケン アル アンダルス パレス B メルキュール ホテル ＆ レジデンツ フランクフルト メッセ
A ホテル イルニオン アルコラ セビリア B レオナルド ホテル オッフェンバッハ フランクフルト
A AC ホテル セビリア フォーラム バイ マリオット B ノボテル フランクフルト シティ
A ヒルトン ガーデン イン セビリア B レオナルド ホテル ミュンヘン シティ オリンピアパーク
A チャマルティン ザ ワン B レオナルド ホテル ミュンヘン アラベラパーク
A 	NH リベラ デル マンサナレス A アートテル ケルン
A エルバ マドリード アルカラ A パーク イン バイ ラディソン ケルン シティ ウエスト
A バルセロ ネルビオン A レオナルド ロイヤル ホテル ケルン アム シュタットバルト
A イルニオン サン マメス A NH コレクション ニュルンベルク シティー
A NH コレクション ビジャ デ ビルバオ A ザ ニウ レオ
A シルケン インダツ B インサイド　ルクセンブルク
A ホテル パラシオ デ アイエテ B ノボテル ルクセンブルク キルヒベルク
A シルケン アマラ プラザ B ファン デア ファルク ホテル ブリュッセル エアポート
A メルキュール サンセバスチャン モンテ イゲルド B ホリデイ イン ブリュッセル エアポート
A NH アランサス A ベロテル ブルージュ
A NH イルーニャ パーク A ラディソン ブル ブルージュ
A ブランカ　デ　ナバーラ A ホテル ド メディチ
A ホテル アルブレ B パーク プラザ アムステルダム エアポート
B VIP　エントレカンポス B コレンドン ビレッジ ホテル アムステルダム
B VIP エグゼクティブ ズーリック ホテル B イビス スタイルズ アムステルダム エアポート
B ローマ B インターシティホテル アムステルダム エアポート
B ホリディイン エクスプレス リスボン プラザ サルダーニャ A クラリオン コングレス ホテル プラハ
A ホリデイ イン ポルト ガイア A パノラマ ホテル プラハ
A ACポルト A コリンティア ホテル プラハ
A HF イパネマ パーク A ホテル デュオ
B メルキュール パリ ポルト ドベルサイユ エキスポ A ライナーズ ホテル
B メルキュール パリ ラ デファンス A エグゼ ヴィエナ
B ノボテル パリ エスト A メルキュール ブダペスト コロナ
B メルキュール パリ ポルト ドルレアン A ザ アクインクム ホテル ブダペスト
B メルキュール パリ サン トゥアン A ノボテル セントラム

A NH ゲート ワン
A クラウンプラザ ブラチスラバ
A クラリオン コングレス ホテル ブラスチラバ

ハンガリー ブダペスト

スロバキア ブラチスラバ

フランス パリ

アムステルダム
リスボン

チェコ プラハ
ポルト

オーストリア ウィーン

ポルトガル

ビルバオ ニュルンベルク

ルクセンブルク ルクセンブルク

サンセバスチャン

ベルギー

ブリュッセル

ブルージュ
パンプローナ

オランダ

ボスニア・ヘル
ツェゴヴィナ サラエボ

スロベニア リュブリアナ

セビリア

ドイツ

フランクフルト

ミュンヘン

マドリード
ケルン

ストラットフォード·
アポン·エイボン

アルベロベッロ

クロアチア

ザグレブ

スペイン

バルセロナ
スプリット

バレンシア
オパティア

グラナダ

イタリア

ローマ

イギリス

ロンドン

フィレンツェ ランカスター

ミラノ
リバプール

ベネチア（メストレ）

ナポリ
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■ご案内
●「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」はいずれも、ヨーロッパム
ンドバケーションズ（スぺイン法人/JTBグループ）が運行するヨーロッパ発着ツ
アーです。

●混乗のバスを利用します。個人旅行のお客様、日本の旅行会社等が企画・実
施する募集型企画旅行などのツアーのお客様とご一緒になります。
また、「ランドクルーズ」のインターナショナルコース/区間、および「ランドクルーズ
＋ヨーロッパムンド」のヨーロッパムンド英語バス 乗車区間では英語ツアーのお客
様とご一緒になります。

●旅行区間の異なるお客様とご一緒にバスにご乗車いただくため、バスの乗車人
員は毎日異なります。

●旅行代金には、現地集合してから現地解散するまでの、日程表記載の旅行
サービ スおよび付帯サービスが含まれます。

●現地集合以前、現地解散以降の航空券、交通機関、宿泊などはご自身でご
用意いただきます。

●当社の関与できない事由であらかじめ定められた集合場所に到着されない場
合や、その後も当コースへ参加されない場合は、所定の取消料を申し受けます。
また、集合時間に遅れますと、お客さまをお待ちせずバスは出発します。

〈集合・解散について〉
●特に記載のない限り、集合場所（初日の空港お迎えを除く）は、ツアーの宿
泊ホテルとなります。出発時刻の10分前までに各自チェックアウトを済ませ、ホ
テルロビーへご集合ください。 初日がバス乗車からスタートするコースの場合は、
直接ホテルへお越しください。解散場所はツアー到着のホテルとなります。

●ホテルチェックインはご自身で行っていただきます。チェックイン時刻が21:00以降
になる場合は、あらかじめお客様ご自身でホテルへご連絡願います。

■お申し込みについて
●お申込時には、パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出くだ
さい。お客様が氏名を誤って報告された場合は、取消＆再予約が必要で、こ
れに伴い所定の取消料を申し受けます。また一旦取消をすると再予約が出来
ない場合があります。

●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬
使用者の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨をご旅行お申込時にお申
し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。お客様のお申し出に基
づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担と
なります。 尚、手配をお引き受け出来かねる場合は、出来るだけ速やかにお知
らせいたします。

〈記載内容の有効期間について〉
●2023年4月1日〜2024年3月31日出発まで有効です。
〈旅行代金及び出発日について〉
●P.95記載の「日程表の見方」を参照ください。
〈渡航手続きについて〉
●パスポート・ビザ（査証）の取得等はお客様ご自身の責任で行っていただきま
す。 またパスポート残存期間/余白ページがそれぞれ必要条件を満たしている
かもご自身の責任でご確認ください。乗り継ぎ経路等により目的地以外の国の
パスポート残存期間を要求される事があるため、残存期間は十分余裕を持た
せることをおすすめします。 各国大使館ホームページ等にて最新の情報をご確
認ください。

■新型コロナ感染拡大防止に関する入国条件について
<日本居住及び日本国籍の方へ>
●新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各渡航先の国および日本において、
入国条件、検疫、滞在中の義務などを設けている場合があります（2022年
12月1日現在）。詳しくは各国大使館・領事館、外務省の海外安全ホーム
ページ、厚生労働省ホームページ等で最新情報をご確認ください。

■交通機関・乗継について
〈時間帯及び時刻の表示について〉
●1日のツアーの出発/到着は原則として時刻で表示しています。主としてバス移
動のホテルを起点とした発着時刻の標準的なめやすで、季節、天候、曜日、
宿泊ホテルの立地などにより変わります。尚、日中の移動等は午前、午後など
の時間帯で表示します。また、観光地での所要時間等を記載している場合は、
当日の状況で前後します。

〈バス等での観光・都市間移動について〉
●ご参加の人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があります。また、
地下鉄やタクシーなどの公共交通機関等、Uberなどの配車サービス会社も
利用する場合があります。

●バスでは30kg以内のスーツケース、お1人1個を上限にお預けいただけます。列
車を含む日程の場合、列車区間で20kg以内のスーツケースをお持ち込みでき
ます。

〈夕食時のホテルから市内中心部のお送りについて〉
●スペインのビルバオ（火曜日夜）、サンセバスチャン（水曜日夜）では夕食時
刻に合わせ、日本語現地添乗係員がご希望の方をホテルより市内中心部

までバスでお送りします。人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があ
ります。 事前のご予約は不要です。帰路、ホテルまでは各自タクシーなどをご
利用ください。

●スペインのセビリア（水曜日夜）では夕食時刻に合わせ、英語または日本語
現地添乗係員がご希望の方をホテルより市内中心部までバスでお送りします。
人数によってはミニバス、バンなどの利用となる場合があります。事前のご予約は
不要です。帰路、ホテルまでは各自タクシーなどをご利用ください。

〈列車の移動について〉
●列車の発着時刻、車両、及び座席のご指定は承れません。
●列車区間は直行便とは限りません。途中乗り換えが必要となる場合があります。
乗り換えはお客様ご自身で行っていただきます。

●ご同行者と座席、車両が分かれる場合があります。
●車両内でのスーツケースの管理はご自身でお願いします。 20kg以内のスーツ
ケースをお持ち込みできます。

●駅の送迎については、<列車区間を含む日程の駅送迎について>の項目でご
確認ください。

〈列車区間を含む日程の駅送迎について/ID27279、ID27245の2コース
を除く〉
●ホテル出発後、観光を含まず駅への片道送りの場合
ご参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービス
会社」などで駅へお送りします。この区間に日本語現地添乗係員及び英語現
地添乗係員の同乗はありません。英語またはその国の言語を話すドライバーの
お送りとなります。

●列車下車後、観光を含まずホテルへ行く場合
日程表に特に記載のない限りお客様ご自身で駅からホテルまでご移動の上、
15時以降にホテルチェックインをお済ませください。

●列車下車後、到着駅から観光を含みその後、ホテルへ行く場合
日程表に特に記載のない限り、到着駅で日本語現地添乗係員がお迎えしご
参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービス会
社」などで観光へご案内しその後、ホテルへお送りします。

〈列車区間を含む日程の駅送迎について/ID27279、ID27245の2コース
対象〉

ID27279/P.26掲載/マドリード発スペイン周遊マドリード・バルセロナとアン
ダルシア地方＜高速鉄道 AVE利用＞8 日間
ID27245/ P.27掲載/バルセロナ発スペイン周遊バルセロナ・マドリードとア
ンダルシア地方＜高速鉄道 AVE利用＞(オプション. 1)8 日間）

●コルドバ駅へのお送り
バス、ミニバス、バンなどでのコルドバ市内観光後、日本語現地添乗係員がコ
ルドバ駅までお送りします。

●マドリード/アトーチャ駅からホテルへのお送り
アトーチャ駅で、英語またはスペイン語を話す現地係員がボードを持ってお迎え
し、ご参加の人数により「バス、ミニバス、バン、タクシー、Uberなどの配車サービ
ス会社」などでホテルへお送りします。この区間に日本語現地添乗係員及び英
語現地添乗係員の同乗はありません。車が複数台に分かれる場合、英語また
はスペイン語を話す現地係員は先に出発する車を見送った後最後に駅を出発
する車に同乗します。したがって先に出発する車への現地係員の同乗はありま
せん。いずれの場合もホテルチェックインはお客様ご自身でお済ませください。

■現地添乗係員について
●「ランドクルーズ」各コース記載のバス区間にて日本語現地添乗係員がご案内
します。自由行動時・宿泊時のご案内はありません。 尚、列車区間を含む
場合の駅送迎での日本語現地添乗係員の有無は、<列車区間を含む日
程の駅送迎について>の項でご確認ください。

●「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」各コース記載のヨーロッパムンド英語バス
乗車区間では、英語現地添乗係員がご案内します。自由行動時・宿泊時
のご案内はありません。 尚、英語現地添乗係員同行区間では、日本語現
地添乗係員の同行はありません。

●日本語現地添乗係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。その
ため、発音が聞き取りにくい場合があります。また日本人同士ならわかる細やか
なニュアンスまで理解できない場合があります。お客様からの希望は明確にお
伝えいただき、日本語現地添乗係員からの質問にはイエスかノーか明確にお
答えください。

■ポーターサービスについて
●ホテル・空港・駅・船着場でのポーターサービスは含まれておりません。お客様ご
自身でお荷物をお運びいただきます。

■ホテルについて
〈ホテルグレード〉
●Ｐ.92のホテルグレード表を参照ください。
●「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」では、各種資料や現地

■16ケ国、合計40都市を網羅します。複数ホテル名記載都市は、いずれかのホテルとなります。



支店からの情報、過去の経験を通じて、ご参加いただいた数多くのお客様の評
価と現地添乗係員のレポートなどを参考に、グレード区分を行い表示しておりま
す。また年に一度の割合でホテルグレードの見直しをしております。

●グレードの高い順に「A→B」となります。
●A、Bのホテルグレードは当該地域内での評価となります。そのため、同グレード
のホテルでも他の地域と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。

●ホテルの客室のバスルームはシャワーのみです。お部屋によってはバスタブ付きと
なる場合があります。

〈3人1部屋でのご利用〉
●3人1部屋利用をご希望の場合、販売店へお申し出ください。
<JTB海外個人旅行システムご利用の販売店の方へ>
当該システムでは3人1部屋（トリプル）のご予約はお受けできません。ご旅
行代金、適用条件などはlandcruisetours.comでご確認の上、ご予約くだ
さい。尚、大人1人＋18歳未満の未成年2人の場合、現地消防法に拠り2
部屋での手配は承れません。この場合もlandcruisetours.comでご確認の
上、3人1部屋をご予約ください。
〈宿泊ホテルの改修工事について〉
●予告なく改修工事を行う場合があります。そのため、騒音が発生したり、施設の
一部が利用できない場合があります。改修工事等により主要施設がご利用で
きないことが判明した場合、連絡可能であれば販売箇所を通じご案内いたしま
す。また、改修中であってもホテルは通常通り営業することが多くありますので予
めご了承ください。

〈宿泊都市及び訪問都市順序の変更〉
●運輸機関、ホテル側などの事情により、宿泊都市及び訪問都市順序が変更と
なる場合があります。

■お部屋について
●特に記載のない限り、お部屋の眺望及び階数は指定できません。
●全てのお客様に同一タイプ、同一フロアのお部屋をご提供はできません。あら
かじめご了承ください。

●ホテルのチェックインは通常15:00以降となります。なお、お１人ずつホテル所
定の宿泊カードへの記入が必要な場合があります。

●ホテルのチェックアウトは、特に記載のない限り通常10:00となります。
●国際電話やお部屋のミニバー利用など個人的な勘定の保証として、パスポート
と同じ名前のクレジットカードの提示または現金での保証金を請求されることが
あります。

●連泊の場合お部屋のリネン類（タオル、シーツ等）の交換、お部屋の清掃は
ご希望されないと行われない場合があります。
〈お部屋のベッドタイプについて〉
●2人用のお部屋にはシングルベッドが2台の「ツインベッドルーム」と大型ベッド１
台の「1ベッドタイプ」の2種類があります。できる限り｢ツインベッドルーム｣をご用意
しますが、場合によって｢1ベッドタイプ｣に2台目のベッドとして簡易ベッド（エキス
トラベッドまたはソファベッド）を入れてご利用いただくことがあります。 また、ハネ
ムーナーやご夫婦等のカップルでご参加の際は、｢1ベッドタイプ｣で大型ベッド1
台のみのご利用となる場合があります。

●「ツインベッドルーム」には2つのベッドが離れていない部屋や、2つのベッドマットが
1つの枠の中に入っている部屋、また2つのベッドのサイズや種類が異なる部屋が
含まれます。

●「1ベッドタイプ」のお部屋は大型ベッド（ダブルベッド）または、2つのベッドマット
を1台のベッドとしてベッドメイクされたお部屋です。

●1人1部屋でのご利用の場合、原則としてシングルルームを用意します。２人部
屋より手狭になる場合があります。また、ツインベッドルームまたは1ベッドタイプを
ご用意しお1人でご利用いただく場合があります。

〈相部屋について〉
●相部屋はお受けできません。1人部屋利用となります。
〈2部屋以上ご利用の場合〉
●グループやご家族などで2部屋以上ご利用の場合、お隣りまたは同じ階のお部
屋のご用意はお約束できません。

■禁煙・喫煙について
●基本的に公共スペース（レストラン、ショッピングセンター、ホテルロビー等）では
禁煙です。法律により罰せられる場合がありますので、喫煙の際は必ずご確認く
ださい。

●ヨーロッパのほとんどのホテルでは禁煙室と喫煙室に分かれており、禁煙室の割
合が非常に多くなっています。指定はお受けできません。なお、一部のホテルは
全館禁煙となります。

■食事について
●旅行代金には、各日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれてい
ます。ただし、お客様が注文された飲物・追加料理代はお客様ご負担となりま
す。キャッスレス化に伴いクレジットカード（VISA、Master等）をお持ちになる
ことをおすすめします。

●各コースに予め含まれる食事については、お客様のご希望によるメニューの変更
はできません。ただし、アレルギーや慢性疾患などの健康上の理由、宗教上の
制限がある場合に限り、可能な範囲で変更を承ります。必ずご旅行お申し込
み時にお申し出ください。またその場合にかかる費用（実費及びチップ）は、お
客様のご負担となります。変更可否も含め回答については当日のご案内となり
ます。

〈朝食について〉
●早朝出発等の場合は簡単なサンドイッチ、スナック等のボックスブレックファストに
なる場合があります。

■観光について
●他のお客様とひとつのグループになり、1人のガイドがご案内する場合があります。
また逆に同じツアーのお客様が、複数のグループに分かれていただき異なる時間
帯にご案内する場合があります。

●地域により日本語ガイドがいないため、英語ガイドがご案内し、日本語現地添
乗係員が説明する場合があります。

●入場予定の遺跡、美術館、宮殿などの施設は、祝祭日、公式行事により閉
館となる場合があります。また12/25、1/1はほとんどの観光箇所が閉館となり
ます。

●入場予定の教会、寺院などの施設は、ミサ、祝祭日、公式行事、特別な行事
が行われている間は閉館となったり、開館していても観光客は入場出来ない場
合があります。

●特に宗教的な祝祭日は、間近にならないと決まらないことがあります。また国に
より政府高官や王族の行事のため、入場予定箇所が突然閉鎖される場合が
あります。

●また入場可能の場合も、内部での説明が制限されたり、団体入場に制限がか
けられることがあります。この場合、館外もしくは到着前の車内でご案内し、内
部はお客様ご自身で見学していただきます。

●入場予定箇所が上記の事由等により入場できない場合は、外観観光もしくは
代替の観光へご案内させていただくか、観光の内容や順序、実施日を変更し
ご案内する場合があります。また天候やストライキなどで観光箇所へ到着出来
ない場合も同様に対応いたします。これらの変更は現地でのお知らせとなる場
合があります。 この際、自由行動時間などに影響が出ることがありますので予め
ご了承ください。

●自国文化への理解を深める目的で、特定日時に施設を無料開放することがあ
り、一部施設では予約済事前入場枠が無効となります。想定を超える観光客、
地元客が殺到すると長時間の待ち時間が発生するなど、行程変更が生じる場
合があります。間際決定が多く、確定次第もしくは現地でのご案内となります。

●観光箇所での工事は頻繁に行われます。現場に足場が組まれたりカバーが掛
けられることも多く、外観及び内部の一部をご覧いただけないことや、ご希望の
写真を撮れないことがあります。

●美術館、博物館などでは貸し出しや修復により特定の展示物をご覧になれな
い場合があります。

■観光中のお客様の写真撮影について
●観光中に施設側などから、お客様への撮影可否の意思確認をせず写真撮
影が行われることがあります。写真の購入については、お客様ご自身の責任で
ご購入ください。当社では、ご購入後の写真の交換や返品等のお手伝いはい
たしかねますので、トラブルが生じないよう写真の確認などを必ず行ってください。

■ショッピング・戻し税について
●お客様の便宜をはかるため、各地の市内観光の途中やバスでの移動中にトイ
レ休憩を兼ねてお土産店に立ち寄る場合があります。お土産物店の選定には
万全を期しておりますが、ご購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入くだ
さい。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。

●長距離のバス移動に際しては、沿線のお土産店のトイレをお借りすることがあり
ます。

●観光の一環としてイタリアのべネチアではベネチアングラス工房、オランダのアムス
テルダムではダイヤモンド研磨工場へご案内します。いずれもお店を併設してい
ます。

●現地でのお買い物につきましては、お客様ご自身の責任において商品をお買い
求めください。

●ヨーロッパ各都市では、日曜日、祝祭日、クリスマスから年末年始にかけて、夏
のバカンス時期などは商店が休業となる場合があります。また、12/25、1/1 はほ
とんどの商店、レストランが休業となります。

■追加手配について
●追加手配はお受けできません。
但し、初日のホテルの前延泊、最終日のホテルの後延泊はそれぞれ4泊まで、
また一部都市ではツアー終了時の空港へのお送り、これらに限り別料金にて追
加手配をお受けします。ご希望の場合、販売店へお申し出ください。

<JTB海外個人旅行システムご利用の販売店の方へ>
当該システムでは延泊、空港へのお送りの追加手配のご予約はお受けできま
せん。ご旅行代金、適用条件などはlandcruisetours.comでご確認の上、
ご予約ください。

■地図の掲載がある場合
●当パンフレット掲載の地図は、主要な訪問地を分かりやすくご案内するために、
およその位置関係を示したもので、正確な縮尺や地勢、国境などを示すもので
はありません。

●日程表に添えられたルートマップは基本的に、宿泊地をつないでおり、日中に立
ち寄る観光地などは記載しておりません。またバス区間、列車区間の区別はし
ておりません。列車区間についてはP.6掲載の地図を参照ください。

●日程表に添えられたルートマップは陸地の彩色方に差異がありますが、訪問され
る国や、その領土を示すものではなく、日程で訪れるルートを分かりやすくご案
内するものです。

■ヨーロッパ各都市での交通規制について
●ヨーロッパ各地では観光バス等による市内や地域への出入りが大幅に制限され
る傾向にあります。また同様に駐車場も制限対象となり、観光地によっては下
車後片道30分以上歩く場合もあります。定められた規制ルールの適用は流動
的で運用は固定化されません。これらを鑑み、本来目的の観光を可能な限り
スムーズにお楽しみいただけるよう、その時々の現場状況に応じた対応をとらせ
ていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、これらによる旅行
代金の変更はありません。

■保険について
●ご自身で必ず、新型コロナウィルス感染症にも対応可能な十分な補償の旅
行保険に加入ください。

●「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」は以下に記載する
EUROP ASSISTANCEの旅行保険に加入しています。しかしながら補償範
囲は非常に限られますので、上述の通り必ず、お客様ご自身で十分な補償が
組み込まれた保険にご加入ください。

●またクレジットカードなどに付帯の保険をご利用予定の場合はご出発前にご自
身で必ず、保険会社/補償内容などをお確かめください。

●Europ Assistance社の保険
この保険は、当社との契約サービスの開始から有効となり、契約サービスが終
了した時点で失効します。

●保険請求が必要な場合は、現地添乗係員に連絡して手続きを開始できるよう
にしてください。保険会社がその理由にかかわらず、旅行者が請求する費用が
適用外と見なした場合には、当社は一切の責任を負いません。

＜補償と保障額＞
●医療支援
✓外国での医療費/6,000€ 

✓居住国の医療費/1,500€ 
✓歯科救急/100 € 
✓病院への緊急転送/含む
✓病気や事故によるホテル滞在の延長/1,050€（75€/日-最大14日間）
✓医療情報サービス/含む
✓病気または負傷者の医療転送/含む（EUROP ASSISTANCEを介さない
場合最大6,000€）
✓被保険者の居住国への返還/含む
✓未成年者および扶養家族の同伴/含む
✓旅行の再開補助/含む
✓病気または負傷者の同伴者のためのホテル滞在延長/700€（70€/日-最
大10日間）

✓病人または負傷者を支援する同行者の移動/250€（25€/日-最大10日
間）

✓入院している被保険者に同行する人の移動/含む
✓入院している被保険者に同行する人の宿泊費/700€（70€/日-最大10
日間）

✓死亡後のご遺体の搬送/含む（EUROP ASSISTANCE を介さない場合
最大6,000€）

●旅行関連のトラブル・事故とフライト
✓海外での電話通訳サービス/含む
✓自宅の鍵の紛失/100 € 
✓旅行の強制延長/375€（75€/日-最大5日間）
✓近親者が死亡した場合の被保険者の帰国/含む
✓近親者の入院の場合の被保険者の帰国/含む

●手荷物と書類
✓手荷物の捜査と回収/含む
✓受託手荷物の紛失、損傷、または盗難/500€ 
✓未受託手荷物の損傷または盗難/300€ 
✓手荷物の遅延/100€ 
✓旅行書類の紛失または盗難/100€ 

●民事責任
✓個人の民事責任/60,000€ 

●傷害保険
✓傷害保険（死亡または旅行中の事故によって引き起こされた後遺障害）
公共交通機関の場合/3,000€ 

■コースタイトルとコース番号（ID）
●（オプション.1）（オプション.2）のように複数のタイトルが併記されるケースがあります。この場合、
オプション.1のツアー日程の一部を、オプション.2でも同一日程として共有します。オプション.2のツアー
日程は、共有していない単独部分のみを記載し、最大オプション.3まであります。尚、単体の
1コースのみの場合は（オプション）表記はございません。

●「ID数字5桁」はコース番号です。
■7つのマーク

●出発日表示の上に左記
7つのマークのうち、それぞ
れのコースに該当するも
のを掲示しています。

■出発日 ●2023年4月〜2024年3月の出発日を示します。
●細数字、赤数字、太数字の最大3パターンで日付を書き分けており
ます。

●左記は（オプション.1）の出発日ですが、（オプション.2）以降
同じ出発日/異なる出発日により以下4パターンに書き分けています。

●各マークに添えられた参照ページにて内容をご確認ください。

■旅行代金
●出発日表示に呼応する、細数字、赤数字、太数字
に分け、それぞれの大人お1人当たりの旅行代金を日
本円で表示しています。2人部屋利用時（2人1室）、
1人部屋利用時（1人1室）で異なります。
●12歳未満のこども代金は裏表紙のご旅行条件を参照
ください。

●細数字、赤数字、太数字に書き分けた代金の一部が
同額となる場合があります。また、旅行代金順に並んで
いない場合があります。

■旅行代金に含まれているもの
裏表紙の旅行条件を併せてご参照ください。
■利用ホテル
Ｐ.92のホテルリストをご参照ください。
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① 別途、新たにオプション.2/3の出発日を掲載
②（オプション.2＝オプション.1）
③（オプション.2＝オプション.1と下記出発日）

2024/2月: 23
④（オプション.2＝オプション.1 ただし8月4日を除く）



支店からの情報、過去の経験を通じて、ご参加いただいた数多くのお客様の評
価と現地添乗係員のレポートなどを参考に、グレード区分を行い表示しておりま
す。また年に一度の割合でホテルグレードの見直しをしております。

●グレードの高い順に「A→B」となります。
●A、Bのホテルグレードは当該地域内での評価となります。そのため、同グレード
のホテルでも他の地域と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。

●ホテルの客室のバスルームはシャワーのみです。お部屋によってはバスタブ付きと
なる場合があります。

〈3人1部屋でのご利用〉
●3人1部屋利用をご希望の場合、販売店へお申し出ください。
<JTB海外個人旅行システムご利用の販売店の方へ>
当該システムでは3人1部屋（トリプル）のご予約はお受けできません。ご旅
行代金、適用条件などはlandcruisetours.comでご確認の上、ご予約くだ
さい。尚、大人1人＋18歳未満の未成年2人の場合、現地消防法に拠り2
部屋での手配は承れません。この場合もlandcruisetours.comでご確認の
上、3人1部屋をご予約ください。
〈宿泊ホテルの改修工事について〉
●予告なく改修工事を行う場合があります。そのため、騒音が発生したり、施設の
一部が利用できない場合があります。改修工事等により主要施設がご利用で
きないことが判明した場合、連絡可能であれば販売箇所を通じご案内いたしま
す。また、改修中であってもホテルは通常通り営業することが多くありますので予
めご了承ください。

〈宿泊都市及び訪問都市順序の変更〉
●運輸機関、ホテル側などの事情により、宿泊都市及び訪問都市順序が変更と
なる場合があります。

■お部屋について
●特に記載のない限り、お部屋の眺望及び階数は指定できません。
●全てのお客様に同一タイプ、同一フロアのお部屋をご提供はできません。あら
かじめご了承ください。

●ホテルのチェックインは通常15:00以降となります。なお、お１人ずつホテル所
定の宿泊カードへの記入が必要な場合があります。

●ホテルのチェックアウトは、特に記載のない限り通常10:00となります。
●国際電話やお部屋のミニバー利用など個人的な勘定の保証として、パスポート
と同じ名前のクレジットカードの提示または現金での保証金を請求されることが
あります。

●連泊の場合お部屋のリネン類（タオル、シーツ等）の交換、お部屋の清掃は
ご希望されないと行われない場合があります。
〈お部屋のベッドタイプについて〉
●2人用のお部屋にはシングルベッドが2台の「ツインベッドルーム」と大型ベッド１
台の「1ベッドタイプ」の2種類があります。できる限り｢ツインベッドルーム｣をご用意
しますが、場合によって｢1ベッドタイプ｣に2台目のベッドとして簡易ベッド（エキス
トラベッドまたはソファベッド）を入れてご利用いただくことがあります。 また、ハネ
ムーナーやご夫婦等のカップルでご参加の際は、｢1ベッドタイプ｣で大型ベッド1
台のみのご利用となる場合があります。

●「ツインベッドルーム」には2つのベッドが離れていない部屋や、2つのベッドマットが
1つの枠の中に入っている部屋、また2つのベッドのサイズや種類が異なる部屋が
含まれます。

●「1ベッドタイプ」のお部屋は大型ベッド（ダブルベッド）または、2つのベッドマット
を1台のベッドとしてベッドメイクされたお部屋です。

●1人1部屋でのご利用の場合、原則としてシングルルームを用意します。２人部
屋より手狭になる場合があります。また、ツインベッドルームまたは1ベッドタイプを
ご用意しお1人でご利用いただく場合があります。

〈相部屋について〉
●相部屋はお受けできません。1人部屋利用となります。
〈2部屋以上ご利用の場合〉
●グループやご家族などで2部屋以上ご利用の場合、お隣りまたは同じ階のお部
屋のご用意はお約束できません。

■禁煙・喫煙について
●基本的に公共スペース（レストラン、ショッピングセンター、ホテルロビー等）では
禁煙です。法律により罰せられる場合がありますので、喫煙の際は必ずご確認く
ださい。

●ヨーロッパのほとんどのホテルでは禁煙室と喫煙室に分かれており、禁煙室の割
合が非常に多くなっています。指定はお受けできません。なお、一部のホテルは
全館禁煙となります。

■食事について
●旅行代金には、各日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれてい
ます。ただし、お客様が注文された飲物・追加料理代はお客様ご負担となりま
す。キャッスレス化に伴いクレジットカード（VISA、Master等）をお持ちになる
ことをおすすめします。

●各コースに予め含まれる食事については、お客様のご希望によるメニューの変更
はできません。ただし、アレルギーや慢性疾患などの健康上の理由、宗教上の
制限がある場合に限り、可能な範囲で変更を承ります。必ずご旅行お申し込
み時にお申し出ください。またその場合にかかる費用（実費及びチップ）は、お
客様のご負担となります。変更可否も含め回答については当日のご案内となり
ます。

〈朝食について〉
●早朝出発等の場合は簡単なサンドイッチ、スナック等のボックスブレックファストに
なる場合があります。

■観光について
●他のお客様とひとつのグループになり、1人のガイドがご案内する場合があります。
また逆に同じツアーのお客様が、複数のグループに分かれていただき異なる時間
帯にご案内する場合があります。

●地域により日本語ガイドがいないため、英語ガイドがご案内し、日本語現地添
乗係員が説明する場合があります。

●入場予定の遺跡、美術館、宮殿などの施設は、祝祭日、公式行事により閉
館となる場合があります。また12/25、1/1はほとんどの観光箇所が閉館となり
ます。

●入場予定の教会、寺院などの施設は、ミサ、祝祭日、公式行事、特別な行事
が行われている間は閉館となったり、開館していても観光客は入場出来ない場
合があります。

●特に宗教的な祝祭日は、間近にならないと決まらないことがあります。また国に
より政府高官や王族の行事のため、入場予定箇所が突然閉鎖される場合が
あります。

●また入場可能の場合も、内部での説明が制限されたり、団体入場に制限がか
けられることがあります。この場合、館外もしくは到着前の車内でご案内し、内
部はお客様ご自身で見学していただきます。

●入場予定箇所が上記の事由等により入場できない場合は、外観観光もしくは
代替の観光へご案内させていただくか、観光の内容や順序、実施日を変更し
ご案内する場合があります。また天候やストライキなどで観光箇所へ到着出来
ない場合も同様に対応いたします。これらの変更は現地でのお知らせとなる場
合があります。 この際、自由行動時間などに影響が出ることがありますので予め
ご了承ください。

●自国文化への理解を深める目的で、特定日時に施設を無料開放することがあ
り、一部施設では予約済事前入場枠が無効となります。想定を超える観光客、
地元客が殺到すると長時間の待ち時間が発生するなど、行程変更が生じる場
合があります。間際決定が多く、確定次第もしくは現地でのご案内となります。

●観光箇所での工事は頻繁に行われます。現場に足場が組まれたりカバーが掛
けられることも多く、外観及び内部の一部をご覧いただけないことや、ご希望の
写真を撮れないことがあります。

●美術館、博物館などでは貸し出しや修復により特定の展示物をご覧になれな
い場合があります。

■観光中のお客様の写真撮影について
●観光中に施設側などから、お客様への撮影可否の意思確認をせず写真撮
影が行われることがあります。写真の購入については、お客様ご自身の責任で
ご購入ください。当社では、ご購入後の写真の交換や返品等のお手伝いはい
たしかねますので、トラブルが生じないよう写真の確認などを必ず行ってください。

■ショッピング・戻し税について
●お客様の便宜をはかるため、各地の市内観光の途中やバスでの移動中にトイ
レ休憩を兼ねてお土産店に立ち寄る場合があります。お土産物店の選定には
万全を期しておりますが、ご購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入くだ
さい。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。

●長距離のバス移動に際しては、沿線のお土産店のトイレをお借りすることがあり
ます。

●観光の一環としてイタリアのべネチアではベネチアングラス工房、オランダのアムス
テルダムではダイヤモンド研磨工場へご案内します。いずれもお店を併設してい
ます。

●現地でのお買い物につきましては、お客様ご自身の責任において商品をお買い
求めください。

●ヨーロッパ各都市では、日曜日、祝祭日、クリスマスから年末年始にかけて、夏
のバカンス時期などは商店が休業となる場合があります。また、12/25、1/1 はほ
とんどの商店、レストランが休業となります。

■追加手配について
●追加手配はお受けできません。
但し、初日のホテルの前延泊、最終日のホテルの後延泊はそれぞれ4泊まで、
また一部都市ではツアー終了時の空港へのお送り、これらに限り別料金にて追
加手配をお受けします。ご希望の場合、販売店へお申し出ください。

<JTB海外個人旅行システムご利用の販売店の方へ>
当該システムでは延泊、空港へのお送りの追加手配のご予約はお受けできま
せん。ご旅行代金、適用条件などはlandcruisetours.comでご確認の上、
ご予約ください。

■地図の掲載がある場合
●当パンフレット掲載の地図は、主要な訪問地を分かりやすくご案内するために、
およその位置関係を示したもので、正確な縮尺や地勢、国境などを示すもので
はありません。

●日程表に添えられたルートマップは基本的に、宿泊地をつないでおり、日中に立
ち寄る観光地などは記載しておりません。またバス区間、列車区間の区別はし
ておりません。列車区間についてはP.6掲載の地図を参照ください。

●日程表に添えられたルートマップは陸地の彩色方に差異がありますが、訪問され
る国や、その領土を示すものではなく、日程で訪れるルートを分かりやすくご案
内するものです。

■ヨーロッパ各都市での交通規制について
●ヨーロッパ各地では観光バス等による市内や地域への出入りが大幅に制限され
る傾向にあります。また同様に駐車場も制限対象となり、観光地によっては下
車後片道30分以上歩く場合もあります。定められた規制ルールの適用は流動
的で運用は固定化されません。これらを鑑み、本来目的の観光を可能な限り
スムーズにお楽しみいただけるよう、その時々の現場状況に応じた対応をとらせ
ていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、これらによる旅行
代金の変更はありません。

■保険について
●ご自身で必ず、新型コロナウィルス感染症にも対応可能な十分な補償の旅
行保険に加入ください。

●「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」は以下に記載する
EUROP ASSISTANCEの旅行保険に加入しています。しかしながら補償範
囲は非常に限られますので、上述の通り必ず、お客様ご自身で十分な補償が
組み込まれた保険にご加入ください。

●またクレジットカードなどに付帯の保険をご利用予定の場合はご出発前にご自
身で必ず、保険会社/補償内容などをお確かめください。

●Europ Assistance社の保険
この保険は、当社との契約サービスの開始から有効となり、契約サービスが終
了した時点で失効します。

●保険請求が必要な場合は、現地添乗係員に連絡して手続きを開始できるよう
にしてください。保険会社がその理由にかかわらず、旅行者が請求する費用が
適用外と見なした場合には、当社は一切の責任を負いません。

＜補償と保障額＞
●医療支援
✓外国での医療費/6,000€ 

✓居住国の医療費/1,500€ 
✓歯科救急/100 € 
✓病院への緊急転送/含む
✓病気や事故によるホテル滞在の延長/1,050€（75€/日-最大14日間）
✓医療情報サービス/含む
✓病気または負傷者の医療転送/含む（EUROP ASSISTANCEを介さない
場合最大6,000€）
✓被保険者の居住国への返還/含む
✓未成年者および扶養家族の同伴/含む
✓旅行の再開補助/含む
✓病気または負傷者の同伴者のためのホテル滞在延長/700€（70€/日-最
大10日間）

✓病人または負傷者を支援する同行者の移動/250€（25€/日-最大10日
間）

✓入院している被保険者に同行する人の移動/含む
✓入院している被保険者に同行する人の宿泊費/700€（70€/日-最大10
日間）

✓死亡後のご遺体の搬送/含む（EUROP ASSISTANCE を介さない場合
最大6,000€）

●旅行関連のトラブル・事故とフライト
✓海外での電話通訳サービス/含む
✓自宅の鍵の紛失/100 € 
✓旅行の強制延長/375€（75€/日-最大5日間）
✓近親者が死亡した場合の被保険者の帰国/含む
✓近親者の入院の場合の被保険者の帰国/含む

●手荷物と書類
✓手荷物の捜査と回収/含む
✓受託手荷物の紛失、損傷、または盗難/500€ 
✓未受託手荷物の損傷または盗難/300€ 
✓手荷物の遅延/100€ 
✓旅行書類の紛失または盗難/100€ 

●民事責任
✓個人の民事責任/60,000€ 

●傷害保険
✓傷害保険（死亡または旅行中の事故によって引き起こされた後遺障害）
公共交通機関の場合/3,000€ 

■コースタイトルとコース番号（ID）
●（オプション.1）（オプション.2）のように複数のタイトルが併記されるケースがあります。この場合、
オプション.1のツアー日程の一部を、オプション.2でも同一日程として共有します。オプション.2のツアー
日程は、共有していない単独部分のみを記載し、最大オプション.3まであります。尚、単体の
1コースのみの場合は（オプション）表記はございません。

●「ID数字5桁」はコース番号です。
■7つのマーク

●出発日表示の上に左記
7つのマークのうち、それぞ
れのコースに該当するも
のを掲示しています。

■出発日 ●2023年4月〜2024年3月の出発日を示します。
●細数字、赤数字、太数字の最大3パターンで日付を書き分けており
ます。

●左記は（オプション.1）の出発日ですが、（オプション.2）以降
同じ出発日/異なる出発日により以下4パターンに書き分けています。

●各マークに添えられた参照ページにて内容をご確認ください。

■旅行代金
●出発日表示に呼応する、細数字、赤数字、太数字
に分け、それぞれの大人お1人当たりの旅行代金を日
本円で表示しています。2人部屋利用時（2人1室）、
1人部屋利用時（1人1室）で異なります。
●12歳未満のこども代金は裏表紙のご旅行条件を参照
ください。

●細数字、赤数字、太数字に書き分けた代金の一部が
同額となる場合があります。また、旅行代金順に並んで
いない場合があります。

■旅行代金に含まれているもの
裏表紙の旅行条件を併せてご参照ください。
■利用ホテル
Ｐ.92のホテルリストをご参照ください。

94 95

① 別途、新たにオプション.2/3の出発日を掲載
②（オプション.2＝オプション.1）
③（オプション.2＝オプション.1と下記出発日）

2024/2月: 23
④（オプション.2＝オプション.1 ただし8月4日を除く）



■取消料

■お客様へのお願い（ご参加の条件）
〈下記の場合はご予約、ご参加及び継続をお断りします〉
●所定の集合場所に出発時間までに集合されなかった場合。
●ご参加中に当該国の法令もしくは公序良俗に反する行為があった場合。
●他の参加者に迷惑を及ぼした場合、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐

れがあると運行事業者が判断した場合。
■免責事項
〈事故発生時〉
●事故発生時の責任は基本的に過失責任のある運送会社、宿泊施設、レスト

ランまたは第三者に帰属することになります。その場合、事故が発生した当該
国の法律が適用され、日本の旅行業法、旅行約款その他の法令は適用され
ません

〈サービスの中止、観光内容の変更、払い戻し〉
●テロ行為、天災、地変、不慮の災害、政変、戦乱、ストライキ、悪天候などに

よるスケジュール変更、その他の不可抗力の事由によりツアー順序や観光箇
所・解散場所の変更を余儀なくされることがあります。サービス自体の実施・継
続が不可能となった場合はサービスを中止することがあります。その場合はサー
ビス料の払い戻しはいたしません。

●お客様のご都合により、ツアーに含まれる観光施設への入場や食事等を放棄
された場合、サービス料の払い戻しはいたしません。

■運行事業社
●ヨーロッパムンドバケーションズ/EUROPA MUNDO VACACIONES S.L.

（スぺイン法人/JTBグループ）
●当旅行は上記事業者が運行するもので、日本の旅行業法 (1952年法律

239号）の規制を受ける旅行ではありません。

「ご案内とご注意」と併せてお読みください。
「ランドクルーズ」及び「ランドクルーズ＋ヨーロッパムンド」はヨーロッパ発着ツアーとし
て世界中で販売しています。日本の旅行会社でお申込みの場合、お客様と旅行会社
との間で手配旅行契約を結びご参加ください。

運行事業者
EUROPA MUNDO VACACIONES S.L.
Calle García de Paredes 55, 1º, 28010 Madrid, Spain

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取
引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご
不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。 請求コード: 9081000

1. ご自身の体調にご留意ください。
2. 十分な数のマスクをご用意ください。

国/地域のルールによりマスクを必須とする場面は減りつつありますが、現地の
規制は流動的です。

3. スマートフォンをご用意ください。
ヨーロッパ滞在時も今や、スマートフォンがお手許
にあることがニューノーマル時代の旅の常識とな
っております。たとえばヨーロッパの多くのレストラ
ンでは紙のメニューがなくなり、スマートフォンか
らの読み取り式に代わっています。
（右写真参照）

4. 海外旅行保険にご加入ください。
やはり万一の場合、何と言っても「備えあれば憂いなし」です。

5. お客様ご自身でも最新情報をお確かめください。
コロナ禍前とは比較にならない頻度で情報が更新されており、ご出発直前の
変更も考えられます。右記は「海外渡航に関する日本 国政府の方針」につ
いて示された４つの主 なサイトです。是非参照ください。

ニューノーマル時代の新しい旅
サイト 内容 アクセス

外務省・海外安全
ホームページ

リニューアルされ「新型コロナウイルス感染症
に係る入国制限措置と入国後の行動制限
措置に関する状況」が網羅されています。

外務省・感染症危
険情報とは

感染症に関し、渡航・滞在にあたり注意が
必要と考えられる国・地域について発出され
る海外安全情報です。

厚生労働省検疫
所

おもに日本から海外へご出発される方向け
の情報が掲示されています。

厚生労働省・水際
対策に係る新たな
措置について

おもに海外から日本へ帰国する方向けの情
報が掲示されています。

ほんの少しだけ。コロナ禍前にはそれほど気にしなかった点に注意することでヨー
ロッパの旅を安心・安全に楽しめます。
そしてヨーロッパの国々は急速に、元の賑わいを取り戻しています。

■お勧めサイトです。是非チェックください

■お申し込み
〈旅行代金〉
●1人部屋を1人でご利用の場合、2人部屋を2人でご利用の場合のお1人当た

りをそれぞれ示しています。
●年齢区分と旅行代金は以下の通りです。

12歳以上 :大人旅行代金
2歳以上12歳未満 :大人代金の10％割引（1名につきおとな1名要）
2歳未満 :大人代金の80％割引（1名につきおとな1名要）

●12歳未満の方の割引計算起点の大人代金は、「2人部屋を2人でご利用の場
合のお1人当たり代金」です。また年齢は、旅行出発日を基準とします。

〈未成年の方及びお子様のご参加〉
●18歳未満の方のご参加には、親権者の同意書が必要です。
●15歳未満の方のご参加には、保護者の同行を条件とさせていただきます。
●国によって未成年の方のみ、または未成年の方と同行する成年の方の姓が異な

る場合、および父親または母親のみ入国となる場合、事前に入国時必要な書類
等を入手していただく場合があります。詳しくは各国の大使館にご確認ください。

■出発前のご案内
●ツアーご予約の時点でご宿泊ホテルおよびご集合場所が決定していない場合、

決定ホテルおよびご集合場所はご出発の2週間前頃にお知らせします。
■催行中止
●出発日の前日から起算し遡って60日前までで、ご旅行契約をされたお客様がい

らっしゃらない場合、催行を中止をさせていただくことがあります。
■旅行代金に含まれるもの
●ツアーバス、ホテル、宿泊税、行程内の入場箇所の入場料金、現地添乗係員、

日程表に明記されている食事、自由行動時にご活用いただける日本語オーディ
オガイド、列車やゴンドラなどバス以外の乗り物が含まれる場合はその運賃（1等
/2等などのクラス分けのある場合は最も安価なクラス）

●ツアー１日目がホテルチェックインからスタートする日程の場合の空港→ホテル送
迎。

■旅行代金に含まれないものの一例
●日程表に明記されていない飲食代、その他の個人的諸費用。
●ホテル・空港・駅・船着場でのポーターサービス。
●ツアー１日目がバス乗車からスタートする日程の空港→ホテル送迎。

取消時期 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降
～11日目にあたる日まで 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日以降
～前々日まで 旅行代金の35％

旅行開始日の前日 旅行代金の50％
旅行開始日当日又は旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

<受託販売>旅のご相談からお申込みまで、皆様のお役に立つ当店をご利用ください。

ご出発時～
ご旅行中に
おいて

ご出発時、集合場所などで感染症が疑われる症状や発熱があり、他のお客様への感染リスクが高いと判断した場合や、旅行期間中の感染予
防対策にご協力いただけない場合には、ご旅行の参加をお断りすることがございます。またご出発後に感染症が疑われる症状がみられた際は、
医療機関の受診、PCR検査など、現地のガイドラインや海外保険会社の案内などに則った対応をご案内します。（この時に発生する、診療、
検査、離団等にかかる費用はお客様負担となります。）


