
とも に、感動 。深 まる 。

阪塁ご畠・ここは ~阪禅航空こ7LJ.こ'‘::!!,:;,- ゴールデンウィーク・夏休み
出発もごさいます。

- ＜ワンランク上の贅沢な旅へ〉

ビジネスクラス利用
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アフリカ・カナダ
添乗員同行 ／往復航空会社指定 ／ ホテル指定コース多数

1グループ最大22名様限定 ／ お荷物宅配サービス付
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阪神航空フレンドツアーは
so周年を迎えました．

ともに、感動 。深 まる。

、 阪禅航空フに9だ”’一

A
 

連泊・自由行動など

お体にやさしい日程で

ご案内します

／ クしすミ＼文

阪神航空フレンドツアー

感動心届けする

12のお約束

価値のある旅をお求めの方に

こだわりとテーマを持った

夢ある旅をご提案。

感動をお届けする

面 12のお約束、それが
ょ

、、本 シドツアークオリティ ”です。

じ ！！

お客様満足率は90知

さらにご満足いただける

“旅づくり’'を心がけています

◆お1本にやさしい連泊が基本のゆとりの日程。

◆可能な眼り 自由行動を取り入れています。

◆ホテル到藩後、お食事までに原則1時間以上

お部屋で「ほっ」と一息ついてくつろげる休憩

時間を可能な限り取り入れています。
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◆フレンドツアーの添乗員はベテラン揃い

で、通算添乗 日数は1,000日以上です。

経験豊富な添乗員がご案内いたします。

HOTEL 

胃
フリータイムにも最適な

好立地のホテルを厳選

※2019年4月～2020年2月出発のお客様アンケートご回答累計で
「満足」または「ほぽ満足」とご回答いただいた割合

阪神航空フレンドツアーはヨーロッパを中心とする専門店と

して45年以上、お客様とともに歩んでまいりました。お陰様を

持ちまして、2023年に50周年を迎えます。

現在では南米、北米、アジア、オセアニアなど世界各国のツ

アーをお届けしご好評いただいております。

これからも、長年にわたりご愛顧いただいている多くのお客

様に、そして初めてご参加いただくお客様にも深い感動をお

届けするために、こだわりとテーマを持った夢のある旅をご

提案してまいります。旅のご相談からご帰国まで、私たちは

“おもてなしの心’'を大切にしています。

•立地が良くて自由行動にも便利。

世界各地を知り尽くしたフレンド

ツアーがお薦めするホテルをご用

意しております。

原則、ホテルは

スーペリアクラス以上（当社基準）です

•これまでにご参加いただきましたお客様評価、添乗員や海外支店の

スタ ッフの現地調査をもとに当社独自でデラックス、スーペリア、

スタンダードクラスの3段階にクラス分けしております。

※一部の宿泊地のみ、地域柄ホテル数が少ない為、
スタンダードクラスホテルを利用 しています。

※一部方商は．スーバーデラ ックスクラスのクラス



0l こだわりの

お食事・レストラン

◆フレンドツアーのお食事（昼食・タ食）はビュ ッ

フェ スタイルの場合やア ジア方面の ツアーを

除き、甚本3コース （前菜・メイ ン・デザート）です。

その土地の名物料理や有名レストラ ンでのお食

事など多彩にご用意しております。

お食事のテーブルには

ミネラルウォーターをご用意

◆海外ではお水は有料で、お客様にその都度ご注文ご精算いただ ＜

必要がありますが、フレ ン ドツアーではご昼食・ご夕食の際には

ミネラルウ ォーターをご用意いたします。

※ピュ ッフェスタイルやご朝食時など各自で

お召し上がりいただくお食事時を除きます。

※北欧・スイス・カナダはテーブルウォ ーター

となります。

ヽ
ツアー1グループの

募集人数を最大20~22名様

までに限定しています

◆ゆと りの少人数で、 きめ細やかなサー ビス

を実現 しています。

•最大人数はコー ス および出発日により異

なります。

出
観光に便利な

トラベルイヤホン付

◆周囲の雑音が気になる混雑した観光地でも、ガイドの詳しい説明を

耳元で聞くことができます。

◆360度全方向に100m、音声を送受信できます。

※環境、気象条件などにより変動する場合が

あります。

長距離移動では

→＼お1人様2席こ‘利用
いただけるバスをご用意

◆車窓からの景色もゆ ったりお楽し み

いただ けるようバスにもこだわ って

います。

※一部のコースや運行区間を除きます。

※ トルコツアーのデラ ックスVIPパスは除きます。

直Iお荷物の

宅配サービス付

◆ご自宅～空港間のスー ツケースの運搬に、往復とも「お荷物宅配

サービス」をご利用いただけます。

※お1人様往復1個となりま す。

※スケジュ ールの都合上、 一部ご利用できな

い場合があります。

ン 日本発着便は

原則航空会社指定です

•出発・帰藩時間が予め分か っ ているの で、 日本出発時や日本帰藩

時のお出迎えなどに便利です。航空会社のマイレージを貯めて

いる方にもお薦めです。

•ビジネスクラス 、 プレミアムエコノミー ク

ラス （一部コースのみ）、 エコノミークラス

，， 旅をもっと楽しく

各種アレンジも

お受けしています

•レ ス トランの予約、 コ ンサートやオペ ラの

観劇チケ ッ ト、プライ ベートガイドの手配

など各種追加手配も承ります。

※一部対象外の コース がございます。
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コース名

ドブロヴニクではデラ ックスクラスホテル（当社基準）に2連泊

クロアチア・スロベニア2ヵ国周遊 10日間

1イタリア
Iギリシャ

1ボツワナ

＼ 
1南アフリカ

/ 'ジンバブエ

＼ 

ページコースコード 日本発着空港 利用航空会社

13 FE590 函 F、NNn、R
王室御用達ホテル「ウレンスヴァング」のフィ ヨルドが見えるお部屋に2連泊 I15 
美しき北欧3ヵ国紀行 9日間

FE530 毎 F、NNn、R
夏季限定オープンの絶景ホテルに2連泊

17 FE015 廻 F、NNn、R
北欧4ヵ国周遊 11日間

きらめくエーゲ海クルーズとギリシャ絶景の旅 12日間 19 FE555 桓匡》 0温器ISEt

名門ホテルに泊まる優雅なスイス 8日間 21 FE500 €匡) ,ヽswiss

2つの絶景列車とアルプス4大名峰スイスの旅 10日間 23 FE260 毎匡9 8 Lufthansa 

～フレンドツアー50周年記念ツアー～
25 FE503 €廷) y 9ヽSWISS4連泊2回でゆったり巡るスイス 10日間

街歩きにも便利な立地のホテルをご用意
27 FE089 毎 I e Lufthansa 麗しのイタリア 8日間

ナポリ湾を眼前に見渡す海辺のホァルに泊まる
29 FE408 毎 I e Lufthansa 紺碧に輝く南イタリア 8日間

絶景のドロミテから美食の地へ
31 FE416 € I Austrianr 北イタリアドロミテ ・ピエモンテ 8日間

全都市テラ ックスクラスホァル（当社基準）に泊まる
33 FE450 桓匡) I ◎ Lufthansa 優雅なスペイン 8日間

憧れの貴族の館ホァル「キンタ・ダス・フグリマス」に泊まる
35 FE480 軍 I e Lufthansa 素敵なポルトガル 8日間

憧れの古城ホテルと宮殿ホテルに泊まる
37 FE600 €匡) I c JALで行くドイッロマンチ ック街道とライン川クルーズ 9日間

全都市デラ ックスクラスホァル（当社基準）に泊まる
39 FE398 G I Austrianr 

美しき中央ヨーロ ッパ三都物語 8日間

美しき芸術があふれる国
41 FE640 € Austrianr 

オーストリア世界遺産の旅 8日間

憧れのマナーハウスに泊まる 美しき英国紀行 8日間 43 FE560 桓匡9 0 .IALで行く

歴史薫る古都と美しき村々をめぐる 麗しの英国 10日間 45 FE127 函 BRITISH AIRWAYS ,→ ．． 

美しきノルマンディーの風薫る
47 FE572 廻 c JALで行く

フランス印象派を魅了した風景画の世界 8日間

トルコ屈指の名門ホテルに泊まる
49 FE675 毎 0 TURKISH 

AIRLINES 優雅な トルコ 10日間

ケープタウンではァーブルマウン丁ンの見えるお部屋に3連泊
51 FE002 € 冒＇感動の南部アフリカ 11日間

憧れの「フェアモント シャ トーレイクルイーズ」に泊まる
53 FC730 函 ANA、カナダ大自然紀行 9日間



アルプスと氷河の絶景 Iユングフラウ

ヨーロッバ・アジア最長の氷河と4000m級の山々を擁し、山岳国スイスのな

かでもとりわけ美しい地域がユングフラウ。多様な動植物の生態系はもちろ

んその神々しいまでの山岳景観美が多くの文学作品や芸術に影響を与えた

という点も大いに評価されました.2007年には、登録面積がそれまでの約1.5
倍、ペルナーアルプス山脈がすっぼりと収まる824kボに拡大されました。

自然と建築物の融釘 アントニ・ガウディの作品群

スペインを代表する浬築家アントニ・ガウディは自然界にモチーフを

求め、曲線を多用した独創的なデザインはまさしく芸術。感性の赴く

ままに表現されたかに見える奇妙な造形も、実は構造力学的な合理性

に裏打ちされたものでした。晩年のガウディが心血を注いだサグラ

ダ・フ ァミリアは世紀をまたいだ現在もなお工事が続けられ、 2026年

頃と見込まれる落成を世界中が待ちわびています。

美しい湖水と田園風景 1イングランドの湖水地方

イングランドの北西部にある湖水地方にはウ ィンダミア湖を中心と

する大小多くの湖が点在。絵本作家のピアトリクス・ポターや英国ロ

マン派のI寺人ワーズワースがこよなく愛した手つかずの自然と、牧羊

など古代から続く人の営み、それらが織り成す湖水地方の文化的景観

が評価され、2017年に世界遺産に蛍録されました。

中世の町並みと城郭 Iチェスキー・クルムロフ

チェコ南部、 S字に蛇行するヴルタヴァ川に囲まれて息づく、中世の町並

みをとどめるチェコで一番美しいといわれる町のひとつ。1日市街を見下

ろすチェスキー・クルムロフ城は13世紀、この地を治めたヴィートコヴィ

ツ家が槃き、14世紀にロジェンペルク家の手に渡り、 16世紀まで町は手

工業と交易で繁栄を極めます。

比類なき芸術作品 Iネー ロ イ フ ィ ヨ ル ド

ヨーロ ッ パ最長•最深の フ ィ ヨルド 、 ソグネフ ィ ヨルドの支流であ
り特筆するぺきはその幅の狭さ。最も狭い場所では、なんと250m程

度の幅しかありません。その周囲は高い山々に囲まれ、その山々か

ら流れ落ちる滝がダイナミ ックな光景を形作っています。

砂地に浮かぷ神秘の•島 I モンサンミッシェル
海岸から約 2km離れた小島にそびえ立つ城壁に囲まれた修道院。

中世以来、フランス随一の巡礼地として多くの巡礼者が訪れる聖地

です。満潮時には、海の中に浮かぷ幻想的な風景を見ることができ

ます。

世界に一つの奇観 Iカッバドキア

見渡す限りに広がる奇妙な形の岩。アナトリア高原中央部、南北約

50kmにわたってさまざまな見どころが点在し、トルコ屈指の観光スボ

ットとして絶大な人気を集めています。世界に類を見ない奇岩群は、火

山の噴火により堆積した凝灰岩や溶岩層が長い年月をかけて浸食され

てできたもの。「3姉妹の岩」、「妖精の煙突」、「らくだ岩」は、絵はがきな

どでもおなじみの風景です。

ロッキー山脈の宝石 Iモレーン湖

レイクルイーズからさらに山道を査った所にある湖。10の尖峰を背に耀

＜湖はカナダを代表する風景。ロッキーで最も美しい湖と言われ、濃緑

の湖水、灰色の岩肌の絶妙なコントラストは美しく神秘的です。

大地を切り裂く水煙 lピクトリアの滝

ジンパブエとザンピアの国境上にまたがる世界三大瀑布の一つ・ピク

トリアの滝。この滝に到達した探検家デピ ッド・リピングストンが、

母国イギリスの女王にちなんで命名しました。現地ではモシ・オア・

トウンヤ （雷鳴の轟く水煙）と呼ばれ、高さ約110m、幅約1700mにわ

たる大瀑布が、壮大な水量で地球の割れ目になだれ落ちます。

アドリア海の真珠 lドブロヴニク旧 市街

クロアチア南部のアドリア海に面した要塞都市。13世紀ごろから地中海交易の

拠点として繁栄しました。大火や大地震など度重なる災禍に見貫われますが、そ

の都度再達され、 1979年には世界遺産に登録。1991年の内穀で壌滅的な被害

を受け一時は危機遺産リストに登録されますが、市民の手で復元され「アドリア

海の真珠Jと謹われた、中世達染の粋を集めた美しい街が甦りました。

アテネの黄金時代を象徴する丘 lアクロボリス

文学・演劇・彫刻・ 言語・哲学・政治…あらゆる西欧文明の発祥の地、

ギリシャ。古代ギリシア文明の象徴ともいえるアクロボリスの中央にあ

る一番大きな神殿がパルテノン神殿です。アクロボリスとは「高い丘の

上の都市」という意味があり、オリンポスの神々を祀った神域であり、同

時に敵の侵入を防ぐ要塞としての役割を果たしていました。

華麗なる水上都市 Iベネチアとその潟

ラグーナ（潟）に点在する118もの島々 を400の橋で結んだペネチアは、まさ

に水上の迷宮。5~6世紀頃、巽民族の侵略から逃れるために、湿地に無数

の杭を打ち込み浮島を造成し、その上に街を造ったのが始まりでした。映画

「ペニスに死す」の蓑台であるリド島、 レース編みで名高いブラーノ島など、

周辺の島々も合わせ、街全体が世界遺産に登録されています。

大航海時代の栄光を伝える Iポルト歴史地区

ドウロIllの河口に位置し、ポートワインの積出港として知られるポル

トは、リスポンに次ぐポルトガル第二の都市で商工業の中心地。ロー

マ時代にはボルトゥス・カレ（カレの港）と呼ばれ貿易で栄え、ポルトガ

ルの国名の由来にもなりました。15世紀にはポルトに生まれたエンリ

ケ航海王子の海外進出の拠点となり、さらなる発展を遂げます。

叫嗚犠叫滋

三三そつ9
威光を放つ壮麗な宮殿 Iシ ェ ー ン ブ ルン宮殿

ヨーロッバに君臨し続けたハプスプルク家が、かのヴェルサイユ宮殿を凌駕せ

んとして連てた夏の離宮。17世紀末、レオポルト1世がパロJク達築の巨匠

フィッシャー•フォン・エルラッハに命じて連殺を開始するも、資金難のためにエ
事は中断。孫の女帝マリア・テレジアによって、内装は優美なロココ様式で統一

され、両翼の端から端まで約180mもある現在の威容に生まれ変わりました。
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Friend Tour Qual")' 

こだわりとテーマを持った夢ある旅をご提案。

感動をお届けするお約束、

それが“フレンドツアークオリティ”

ゆとりある旅づくりで、思い出を演出

連泊・自由行動などおイ本にやさしい日程でご案内
ハードな日程でお疲れの状態では、観光やお食事を思いきり楽しんでいただくことができません。

ご参加されるお客様の年齢層や、お客様からのアンケートをもとに、フレンドツアーは‘‘ゆとり’'を持った

スケジュールを組んでおり、大都市での連泊を基本コンセプトにしています。

観光や移動ばかりではなく、自由行動を楽しみたいお客様にもお薦めです。

霞 アントワープ着 着後、アントワープ観光（約刀令問）。罷界遺醸10ノートルダム大聖堂を

ご案内致します。大聖堂で19、名（乍「7ランダースの犬」の少年ネロが

1451<m／わ1＂間 ） 夢にまで見たルーベンスの大作「キリストの降架」を江賞。

曰3名物の「カルポナード7うマンド」（牛肉のピール素込）をどうぞゆとりある連泊が基本です •…·……………•………•………………••…·……… ..,.-;r.,研心… •• Iiピ正屯屯丑•:…•
フレンドツアーでは人気都市での連泊を基本としたスケジュールを組んでおりま

す。連日移動が続いては、その街並みを堪能することもできません。連泊すること

により、観光の時間と自由行動の時間をそれぞれお楽しみいただくことができ、ま

た毎日スーツケースをまとめたり運び出したりする手間もなくなるので、お体へ ； 
のご負担も少なくなります。

[1予旦疇竺翠苔詈竺一；；゜`：： ＝べ□噂9：こ
業を見学できる＊ダイヤ

”←一・ m..-、--アムステルダム

，，ス利用、ソウル（仁Ill空港）経由にて

〈機中泊〉 匝曰区

着後、空港で解散となります。＊空港からご自宅へのスーツケース・-、,-..... •一" ―7•r-、

フレンドツアーの人気のポイント「ゆとり」が
ここにもあります

ほっとタイムをお取りしているコースは日程表中に■淳9年Zヽ●マークを表示しています。
※現地当 日の交通渋滞や現地事情により 、1時間未漑となる場合があ ります。

ー ：
可能な限り 自由行動の時間を取り入れています …………：

決められた行程を団体で巡るだけではなく 、自分の思った通りに自分で歩き出してみることで、きっ

と旅の思い出がより一層豊かなものになるはずです。好きな美術館でゆ っくりと絵画鑑賞、 ショ ッ

ピングを思う存分楽しむ、街角のおし ゃれなカフェでティータイムなど自由にその街の雰囲気に浸る

ことができるのは •I'＇戸柑蘭，冒lがあるツアーならではの醍醐味です。初めての街でも 同行添乗員が、
自由行動の過ごし方やお食事場所など、きめ細かくご相談も承りますので安心です。

一早朝発や深夜到着はごさいません

航空機や列車の発蒲時間などに制限される移動日を除いては、朝は8時以降のホテ

ル出発、夜は19時30分までのホテル到着を基本としております。

また、ご参加人数が多いツアーですと、トイレでの並び時間やバスの乗り降りに要す

る時間など、パンフレ ッ トの日程上では言十ることのできない無駄な時間がかか って

しまうものです。フレンドツアーでは、催行実績を重ねることでそのような細かな部

分にも配慮 した日程づくりを心がけております。

“ 観光を短縮してまで
土産店にこ案内しません
眼られた旅の時間を大切にする為、お士産店へのご案内

は、トイレ休憩目的または訪れた地域の伝統工芸に触れ

るなど観光の一部としてお楽しみいただける範囲とさ

せていただいております。尚、ショッ ピング店へのご案

内がある場合は、日程表中に明記いたしております。
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≫惑動をお届けするお約束

ホテルは旅の大切な要素です

各都市では

フリータイムにも最適な
好立地のホテルを厳選しています

代替都市への宿泊は
ございません！

例えば自由行動のある都市でのご宿泊では、お客様が計画を立てや

すく便利に行動していただけますよう 、立地条件の良い市内のホテ

ルを厳選するなど、その都市の特性や日程を考慮のうえ、お客様に旅

行をお楽しみいただくことを最優先にご案内しております。

※一部コースを除きます。

原則として

スーペリアクラス以上（翡）が基本です
お客様からいただいたアンケートや添乗員からの情報、スタッフによる現地調査をもとに、場所・設備・

サービスなど全般にわた ってご満足いただけるホテルを利用いたします。 ※一部コースを除きます。

ホテル仕入れ等が困難な場合にオリジナルの都市で
はなく、 近くの別の都市に宿泊するケースがありま
す。これを代替都市と呼びます力又フレンドツアーは
代替都市を使用していません。

工

•
カレィフ

ご満足いただくための細かな気配り

函‘`五]〗□塁を限定
フレンドツアーでは1グループ （バス1台）の人数を各コースごとに限定し、

きめ細やかなサービスの提供を実現しています。

※2019年度上半期パス1台あたりの平均ご人数は約12名様でした。(2019年4月1日～9月30日）
※移動・観光など、フレンドツアーの他の出発地、他の座席クラスのお客様と一部または全行
程ご一緒していただく場合があります。その際も各最大人数までとなります。

※同一出発日で複数グループの募集を行う場合があります。

長距離移動では原則として

お1人様2席利用サイズの
大型バスをご用意

乗り心地の良い、快適な大型バスをご用意しています。とくに安全基準は

厳しい基準を設け、ドライバーの安全確認動作までチェ ックしています。

※地域柄またはご参加の人数によってはパスのサイズが変更になる場合がございます。
※ゆったりパス、VIPパス、ミニパンご利用日など特別に車種の指定がある場合を除きます。

醤炉—スで往復お荷物
毛配サービス付（お一人様1個）

ご自宅～空港間の往復のス ーツケース運搬は「お荷物宅配サービス」をご

利用いただけます。

※お1人様往復1個となります。
※利用空港は成田空港·羽田空港 • 関西国際空港・中部国際空港となります。
※スケジュールの都合上、一部ご利用頂けない場合があります。詳しくは最終日程表に同封の
ご案内をご覧ください。

※未使用時の返金等や代替サーピスはありません。

ミネラルウォーターを
ご用意

日本とは違って、 外国では殆どの国で水道水を直接飲む

ことはありません。お食事の時にわざわざ水を注文する

のも毎回お金が必要になります。

フレンドツアーでは、ご昼食・ご夕食のテーブルには、

ミネラルウォーターをご用意します。

※ビュ ッフェスタイ ルなど各自でお食事をお取りいただく場合は
除きます。

※スイス・北欧・カナダではテーブルウォーターのご用意となります。

編 門忍レイヤフォン付
多くの観光客が訪れる美術館や遺跡などでは、 現地ガイドの

声が聞こえに くいものですが、ガイドの詳しい説明を耳元で

聞くことができます。

日本発着便は
すべて航空会社指定です
航空会社を厳選し、より便利でより快適な

空の旅となるよう、心がけています。

予め航空会社が決ま っているので発着時間

の目安がわか ります。 イメージ
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美食に触れて旅に彩りを。お食事・レストランにこだわります

団体ではご案内が困難な

小さな名店や人気のレストラン
などでゆったりお食事を

（レストラン肛E畜
このマークのあるお食事は、人気レストランでシェフ

自慢の料理の数々をお楽しみください。

※指定の レス トラ ンが予告なく 休店等の場合は、他のレス トラ

ンにご案内 します。予めご了承ください。

フォルタレーザ・

ド・ギンショ

I対象コース 1
▼ 

(FE480 ) 

グリーヒェン
バイスル

I対象コース 1

＂ (FE640 ) 

旬の味覚や

地元の名産をアレンジ！
ちょこっと差し入れサーピス

限られた季節にしか食べられない旬の食材や、そ

の地方で食べるからこそ美味しい賞味期限が激

短の食材など、予めメニューとして予定していな

いお勧めのひと品を添乗員が裏メニューから

オーダーしたり 、バスの中でお配りしたり。お試

し程度のほんの少量ではありますが、お客様の好

奇心を感動に変えるフレンドツアーのち ょっ と

したサービスです。どうぞお楽しみに。

※大皿 を少しずつ取 り分けた り、ひと 口程度のデザート で

あったり、またはお飲物であ ったりと、形態は様々です。

予めご了承 くださ い。

※メニューは一例です。内容は変更になる場合があります。

あえてお食事をご用意しない

「自由食」の日も大切にしています

有名レストランヘ行ってみたい、地元のカフェに行

くのを楽しみにしている、或いは胃が疲れたから日

本から持ってきたカ ップ麺で充分、など、お客様に

よってお好みやご体調は全く違うものです。そのよ

うなお客様のお声をもとにフレンドツアーではあえ

て「自由食」を取り入れております。

添乗員はお客様を全力でサポートいたしますので、

「団体旅行の安心さと、個人旅行の自由さを同時に体

験できる」のがフレンドツアーの魅力です。

どうか「食事が含まれていない日があるから」という

ご不安は取り除いていただき、安心してご参加＜

ださし‘o

カフェ／イメージ

実際のお食事内容がわかるフレンドツアーの旅ごはん

フレンドツアー各コースの各出発日で、ご

参加いただいたお客様に実際にお召し上が

りいただいたお料理の写真と添乗員コメン

トを、ホームページでご覧いただけます。

評判の良か ったお食事や、見栄えのするお

皿だけを選んで掲載するのではなく、すべ

てを正直にお見せするのがフレンドツアー

の誠意です。

一般的な広告に掲載する料理写真のように

「これをお出しします。」というものではな

く、「こういうお料理が出ました。」という主

旨で掲載しておりますので、どうぞツアー

選びの参考にしていただければ幸いでござ

います。

※ツアー中に添乗員が撮影 した写真のため、 一部撮影

できなか ったお料理や撮影の出来栄えに差異がご

ざいま すこと、予めご了承ください。

※同じコースであ っても、季節によ ってお料理内容や

ご利用レスト ラン等は変更となる場合があ ります。

し， ．ヽ●
ィ II 19H 

●, _●●●,, • 』 9 ●●重""亀“・~．，． ●暴．．＾

-•- - III•一
i ;eょ4i- ＾ぶょ．忠需 品． 戸
99P什 ••, . .a••, . ．．99-m•虻99 • 9'99•た― 01 フレンドツア ーの[iごはん
y | 1 :：：：：芯芯：：ご工：g•ミば｀ぷ内心

＼ 
荀まから讀.,., ::i：：:::::：；ぶと：：：？::::.::-;:;：：な"9•かうた“”, I .99..，.．ュ・ミ”,．．‘‘

？：ぶはt,ば::；ばF Eゞは；；：：~;T::；;#：：：？，：：?’ぶ；
＂＂に●●●し●ヽ． ：s：：：：：ば，＇澪？；は：；ぶ．．ヰぶよぷ

し'‘̀"“'"“●いでこ‘̀9●●,
璽 9レン'”―
,し””-匹 a

•紐●●寛しtm嘗●記●●●9 Q…“ 
d99n 

；なZ
”9090●●に●●●コースコードベと●9はと・9●●""""・
の●9いい09.. ，.！•9..負 □日

” ’ -. F • 2..»- 、 C..， ＾． ．叡菫 t ~-. ..."ぶ•""

•I一ゞ 之こ元年ー

.• ・安全で快適な旅を強力にバックアップします l園
〈海外現地法人〉

阪急トラベル・インターナショナル・ヨーロッパ
皆様に快適な旅行をお楽しみいただくため、ローマとマド

リッドとミュンヘンとロンドンに現地オフィス「阪急トラベ

ル・インターナショナル・ヨーロ ッパ」を設置し、ホテルの仕

入れや手配、レストランの選定など、フレンドツアーの企

画・運営を強力にバックアップします。万が一のトラブルな

ど緊急時の対応にも万全の体制で臨み、より快適に楽し

く、安心してご旅行をお楽しみいただけるよう努めます。

躙

“”知i亨

＂ 馴国I

十IiAT雹、 I邸ft
EUROPE 
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≫ 感動をお届けするお約束

現地事情に詳しい フレンドツアー添乗員がご同行

フレンドツアーの添乗員は、長年の添乗経験をも ったベテラン揃いです。その国の歴史、文化、芸術に精通し、また現地の言葉に堪能な添乗員が

多いのも特徴です。自由行動 や自由食のご相談は添乗員まで。おすすめの過ごし方やレストラン等をご提案いたします。

※添乗員は原則として成田または羽田空港出発から成田または羽田空港到麓まで同行 します。 ※下記は一部ご紹介です。

いとう ひでお

伊東秀夫
観光、出会い、買い物、食事、どれをとっ

ても楽しみで伐重な経験となる海外

旅行。皆様の旅が泣高な思い出となる

よう 出来るだけ多くお手伝いしたいと

息っています。

かたみ こ

片見 とも子
長年の涼乗を通して、バラエティーのあ

るたくさんのツアーにご一絣させていただ

きました。まだまだご案内させていただ

きたいコースがありますので、 一緒に旅

してみませんか。

のせみゆき

野瀬美由紀
ヨーロッパは街並みも季節師に述った

様子になり、風光1月机iiな梨色をお楽しみ

いただけます。毎Iilツアーのお客様との

Il1会いを楽しみにしております。

いしがみ

石神ゆかり
現地の魅力を、皆様と

共に思いっきり楽しみ

ながらお伝えしていき

たいと思います。

おかねや りえ

岡根谷梨恵
「お谷様にとって、一生に一度の記念旅

行になるかもしれない」と息いながら各

方而を沿乗しております。fJjれる地を最

大限滴喫していただけるよう、心を込め

てご案内させていただきます。

きま f なおこ

木俣直子
日常と迩う空間で、そこに咎らす

人々、習伯、息づく動物植物と接する

ことが明日への活力に。好奇心をカパ

ンに詰めて出かけましょう 。

にしはらなおみ

西原奈緒美
ふと目にした娯色や、通り過ぎる風の

香りに胸がときめく 。そんな旅の一瞬

一瞬を大りJに、 素敵な．思い111作 りをお

手伝いさせていただきたいと 思ってお

ります。

おおそのよし こ

大薗美子
現地の方々の中に沿け

込めるようなツアーを

理想として、楽しんで

いただけるご案内がで

きたらと思います。

おおのあきこ

大野亜希子
現地での唯一無二の

時間を、お客様と共有

できたら幸せです。

おざき よう こ

尾崎容子
街歩き、歴史、美術、遺跡、その場所なら

ではの屈色、グルメ、ショッピング．．．皆さ

まが旅で楽しみにしているものはなん

でしょうか？ 一期ー会を大切にし、五感

に紳く旅のお手伝いを目指しています。

ながとしゅう こ

長通 祐子
待ちに待った海外旅行復活の時期。人

生でこんなに長く日本を堪能したこと

はありませんでしたが、屯ヤ様もヨーロッ

バ他、恢かしいあの街角や、あの美術館

にお出かけになってみませんか？

まつざきやす こ

松崎泰子
旅を通して自然、文化、街歩き、美味し

い食事など一人ひとりのお客様の心に

残る「素敵な旅」のお手伝いをさせてい

ただきます。

しばやまみどり

柴山緑
世界逍産は人類共通の

宝物です。感動深い極

上の宝物を巡る旅は、

フレンドツアーにお任

せください。

饂昌轟贔乙玉盟閏贔ートします。戸戸雪正塁王攣 |
ある日のローマ終日自由行動H

;;i「スターホテル・メトロポール」にお泊まりいただいた場合の
終日自由行動の一例です。ご宿泊ホテルにより徒歩圏内となる
観光地は異なります。

こ［ローマの休旦」ーの算台至

訪れたかった私たち。-------
ホテルからの行き方やだ-- --------
しゾ；竺竺堕要竺猜り、 効率

のよ＿し:整問堕序など丁寧

に整主て＿Q＿れ＿芭匹o

ー ー終日自由行動日では朝や夕方、

添乗頁カホァルに待機して個々にアドパイス

を差し上げています。

※添乗員により別の方法を行っている場合もあります。

・t・・ 
ホテルを出発。

地図を片手に歩いて目的地へ。迷わな．̂．． 
いか心配でしたが、 自分たちででき た............．． 

達成感がありました。

ホテル出発前、添乗員に

自由行動の相談。目的地は

スペイン階段と「カフェ・グレコ」。

「スペイン階段」到滸。
I食

市内観光にも訪れたけど--------.. --------
今日は周辺のコン ドッ------ -------------
ティ通りやコルソ通

し囀

リでおm-，惣注旦μ
当てのお店は、予め-------------------------
添乗員に確認済み。

,' 

一度訪れた街を今度は何となく自分で歩いてみたい、どうしても行きたい場所があ

る、あるいは海外旅行がはじめてで不安など、お客様の思いは様々。皆様がおっしゃ

られますのは「自分で行動したことによって、より一層旅の思い出が深まった」という

ことです。フレンドツアーでは、そんなお客様の思いを全力でサボートいたします。

クイリナーレの丘

． 扮‘
／ ホ

kる ヴィミナー

カヴール通り

24日通り

エマヌエご塩iふ 員言d国'’置．量”..1[・9U

，；；←, 

:—ヽし唸掌雰芯溢
業。自分たちで入ったお店、自分で選んだメ

ニューは格別、と評判です。日本語メニュー

のあるお店や、地元で人気のレストランな

ど、添乗員同士でも情報交換をしています。

ホテル着。夕食までの問、

お部屋でのんびり。

寒は雑誌厄見たむの有名な

・レスト←？．‘＜竺懲j:••なつていて：．．．9
どうしても行ってみたいのですが…。
...... ··•····· 

咤 -ご予算に合ったレストランをお
し）、←予約やタクシーを呼ぶお手伝

いも添乗員におまかせください。

t・ • ・ ••… 

午後は「カフェ・グレコ」で休憩し

た後、ホテル近くのスーパーマー

ケ ットヘ。イタリアの食材に興味

消々。おみやげのお菓子も購入。

言葉は通じなかったけど地元

の奥さまとコミュニケーション。

,儒,,伯着 都会ではなかなかスーバー

マーケノト等は探しづらいので、添乗員に教

えてもらうとよいでしょう。通常ツアーでは

訪れない場所に行くチャンスがあるのも、

自由行動の魅力のひとつです。

...I... 
たっぷり観光を楽しん

だ後は、荷物を骰きに

一且ホテルヘ。派乗貝おすすめのピッツェリアでランチ。

! - ―市内から遠く離れた郊外のホ

一
度ホテルに戻ったらタクシー

で出直さなければならず、面倒でお金もか

かってしまいます。フレンドツアーなら便利

l な市内のホテル利用なので、 限られた時間

i を有効に使うことができます。
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旅をもっと楽し＜！各種アレンジもお受けしています

帰国を延長したり、現地でのツアーに参加したり、その土地ならではのイベン トに参加 したり、お客様ひとりひとりが思いのままに旅を

カスタマイズすることができるのもフレンドツアーならではです。お気軽にご相談ください。

一 ご予約は日本出発の60日前までにお願いします。

①料金はお一人様（大人・子供同額）の往復の料金です。往復利用の場合は同一区間に限ります。
片道のみの利用も可能ですが、代金は同額の場合もございます。

②羽田便手配の場合の羽田～成田空港間の交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となります。
※羽田～成田空港間のリムジンバス代：3,200円（大人片道／2023年1月4日現在）

③航空機以外の交通機関の費用と宿泊を伴う場合の宿泊代はお客様ご自身の手配・ご負担となります。

④下記代金では国内線のプレミアムクラス、クラス J、ファーストクラスはご利用いただけません。

⑤国内線のご予約はご旅行のお申し込みと同時にお知らせください。
原則として最終受付は日本出発の60日前となります。

⑥航空会社指定／航空機内のお並び席／出発前ラウンジ利用は
国内線追加プランは対象外となります。

⑦国際線発着時刻より24時問以内に接続する羽田又は成田発藩の便に限ります。

⑧ご利用便は当社にて指定させていただきます。時間帯等のご希望がある場合は、
お申し込みと同時にお知らせください。但し、ご希望に添えない場合があります。

⑨航空座席の予約が確保できない場合はご利用いただけません。

⑩国内線利用便はご出発の約3週間前にお送りいたします最終日程表にてご確認下さい。

⑪国内線利用便確定後の便の変更は原則お受けできません。
また、ご予約内容を変更される場合、時期により航空券の再発券に関わる手数料が
かかります。なお、指定便をご利用にならない場合の払い戻しはありません。

⑫当該国内区間の手配が完了した時点以降、当該国内区間も本体ツアーと併せて
1つの募集型企画旅行の範囲として取り扱いいたします。

⑬悪天候によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サーピスの
手配及び必要な手続きの一部をお客様ご自身にお願いする場合があります。
その際の当社の緊急連絡先は最終日程表でご案内します。

⑭国内線追加プランの航空券（または eチケットお客様控え）は札幌、中部、伊丹、関空、福岡空港か
らご参加の場合は当 日空港にてお渡しいたします。その他の空港からご参加の場合は、最終日程
表と一緒に「各地発着ご利用便のご案内」をお渡しします。

⑮国内線追加プランを利用した国内線航空券の予約が確保できず、
コース本体をお取消しされる際にはコース本体のお取消し料をお支払いいただきます。

⑯エミレーツ航空は「国内線追加プラン」はございません。「普通運賃」でのご利用になります。

*2023年3月1日か ら2023年10月31日発までのツアーにご参加の方に適用します（往復お1人様分／大人・子供同額）。
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ェコノミークラス・プレミアムエコノミ ークラス利用コース追加代金（ビジネスクラスの追加代金プランを除く ）

ルフトハンザドイツ航空 フィンエアー
往復 スイスインターナショナルエアラインズ ターキッシュエアラインズ ブリティ ッシュエアウェイズ ANA 

オーストリア航空 日本航空

札幌 20,000円 45,000円 10,000円 10,000円

大阪（伊丹•関空） 10,000円 30,000円 10,000円 0円

名古屋（中部） 10,000円 35,000円 10,000円 0円

福岡 20,000円 45,000円 10,000円 10,000円

沖縄（那覇） 20,000円 70,000円 12,000円 10,000円

小松 20,000円 35,000円 12,000円 お問い合わせ下さい

九州各地 ※1 20,000円 65,000円 12,000円 10,000円

中国・四国 ※2 20,000円 60,000円 12,000円 お問い合わせ下さい

ピジネスクラス利用コース追加代金

ルフトハンザドイツ航空
ターキッシュ

フィンエアー
往復 スイスインターナショナルエアラインズ

エアラインズ
ブリティ ッシュエアウェイズ ANA 

オーストリア航空 日本航空

札幌 20,000円 45,000円 10,000円 10,000円

大阪（伊丹•閲空） 10,000円 30,000円 10,000円 0円

名古屋（中部） 10,000円 35,000円 10,000円 0円

福岡 20,000円 45,000円 10,000円 10,000円

沖縄（那覇） 20,000円 70,000円 12,000円 10,000円

小松 20,000円 35,000円 12,000円 お問い合わせ下さい

九州各地 ※1 20,000円 65,000円 12,000円 10,000円

中国・四国 ※2 20,000円 60,000円 12,000円 お問い合わせ下さい

※1.北九州・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島の各空港が対象となります。 ※ 2. 岡山・広島・高松 • 松山・徳島・高知•島取 ・米子・山口宇部の各空港が対象となります。
＊上記以外の航空会社・ 日本国内発藩地・普通運賃はお問い合わせ下さい。上記料金に加えて別途、国内空港施設使用料が必要となります。

各空港施設使用料（片道あたり）

第 1ターミナル：大人440円・子供220円
第 2ターミナル：大人380円・子供190円

大人340円・子供170円

第 1ターミナル：大人440円・子供220円
第2ターミナル：大人420円・子供370円

新千歳空港 中部国際空港

成田空港

羽田空港

大人370円・子供 180円

第 1・ 2ターミナル：大人450円・子供220円
第 3ターミナル ：大人390円・子供 190円

大人370円・子供180円

伊丹空港

関西国際空港

福岡空港

北九州空港

熊本空港 ※

那覇空港

大人 110円・子供50円

大人 100円・子供50円

大人200円・子供100円

大人240円・子供120円

※2023年3月23日以降に発券された航空券から適用となります。
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≫惑動をお届けするお約束

一 ご予約は日本出発の30日前までにお願いします。
お食事内容の変更、オペラやコンサート、美術館等の各種チケット類、

ガイドなどの手配をご希望のお客様はご相談ください。

【レストランの予約・食事の内容変更】
①日本出発前にレストラン予約（自由行動時）の希望を承ります。

イ）通信手数料 1件5,000円（消費税別）

口 ） 手配確定後の変更•取消には 1 件3,000円 （消費税別） の変更•取消料がかかります。

②ツアーでご用意する昼食・タ食のメ ニュー変更のご希望を承ります。

イ）通信手数料 お1人様5,000円（消費税別）

口）お受けできる種類は「魚メ ニュー」「肉メ ニュー」「ベジタリアン・メ ニュー」のうちのいずれか1種類の選択となり、

各レストラン毎での細かいメニューを顛整いただくものではありません。（全行程中、同一種類に限ります。）

ハ）メニューの内容については、現地にて添乗員が確認いたします。レストラン側の都合により、ご希望にそえない場合があります。

二）変更により実費が必要になる場合は、上記の手数料とは別途請求させていただきます。

ホ ） 手配確定後の変更•取消には 1 件3,000円 （消費税別） の変更•取消料がかかります。
へ）アレルギーを理由とするメニュー変更については、有料にてご対応致しますが、アレルゲン食材を完全に排除することを保証するものではありません。

スープに含まれるエキスや同一料理器具での鯛理などは避けられない場合がありますので、予めご了承く ださい。料金はお問い合わせください。

【オペラ・コンサート・美術館等のチケット手配】
●原則とし てご出発 ●チケットの手配は、お申し込 チ●チケット代金は、原則として日本円でお支払いいただきますが、

の30日前までに、ツ みのツアーの出発が決定し ケ 現地通貨でお支払いいただく場合もあります。

アーお申し込みの 1 た時点から開始します。 ツ ●取得チケット代金には、入手手数料や、演目／対戦カード等ii 旅行取扱店てお申 t※回答はツアー出発の1ヵ月 卜 によりプレミアムが加算さ れますので、一般的に券面額よ

成・し訊誓ぷ‘点に ► I ( □需叫畠月） ► i.品貸芦など）＋入手手数料＋通信手数料がかかります。 ►み！ら翌 じ ［髯芸! ►~:置二こ；；；：0：0:
●チケ ッ トは、公演／試合当

日までに、添乗員 （または係

盆 員）からお渡しいたします。

/ l●公演／試合日時によっては、

試 1 食事や観光等、通常の日程表

合 に記載されたサービスをご提

青1供できない場合があります。

※この場合、通常のサーピスに対

する払い戻しはいたしません。

①チケット代金は「券面額」とは異なります。券面額＝売値ではありません。（売値には現地の入手手数料や為替手数料が含まれています）必ず、お客様の希望チケットの上限金額をお知らせください。

②手配開始後の取消はチケット代金・通信手数料ともに全額いただきます。 ③完売などの理由により手配できなかった場合でも通信手数料が必要となります。

④原則として日本円でお支払いいただきますが、現地通貨でお支払いいただく場合もあります。

⑤サッカーチケットの手配の場合チケットの発売が通常、開催日の5日前となるため、回答が出発日直前やコースによっては出発後の回答となりますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

実費（チケ ッ ト代金など）＋入手手数料＋通信手数料がかかります。 ●通信手数料：オペラやコンサート 、 サ ッ カー等の各種チケ ッ ト •• … •1 公演／試合につき2,000円 （消費税別）

一 ご予約は日本出発の60日前までにお願いします。

※現地参加プラン代金の記戟のないコースでは設定がありません。

①日本～現地の往復航空運賃は、このプランの代金に含まれません。ツアー行程中利用の航空運賃及びそれらにかかる現地空港諸税・燃油サーチャージはこのプランの代金に含まれます。

②集合（合流）場所は各コースの最初の訪問地のホテルとなります。また、解散（離団）場所は、最終の訪問地のホテルとなります。

③各コースページに記藪の代金は2名様1室利用時のお1人様の代金です（大人・子供同額）。お1人部屋追加代金は、各コースページに記戟の金額と同額になります。

④このプランのお客様は、各コースの最少催行人員に含まれません。

⑤催行確定済の出発日にお申し込みのお客様が、出発日の60日前にこのプランのお客様のみの場合はその時点でツアーの催行を中止します。

⑥旅行契約の解除期間（裏表紙参照）以降にお申し込みのツアー本体から現地参加プランに変更された場合は、裏表紙記載の所定の取消料が適用されます。

⑦日本発着などの航空券をお持ちのお客様は、予めご出発日・ご利用航空便名などを旅行取扱店までお知らせください。

⑧お客様手配の帰国便がツアー本体と異なる場合、帰国に必要なPCR検査の受検などはお客様自身で手配を行っていただきます。

⑨ツア一本体の航空便のスケジュール変更及び欠航が生じた場合、お客様ご自身で手配された航空券の手配変更をお願いする場合がございます。変更手数料はお客様のご負担となります。

現地集合・現地解散でのツアー参加を承ります。現地にお住まいのご家族やお友達とツアーを楽しみたい方、日本発着の航空券をすでにお持ちの方などに

おすすめのプランです。代金は各コースベージをご覧ください。

ご依頼は日本出発の60日前までにお願いします。

※帰国日延長プランの場合、帰国に必要なPCR検査の受検などはお客様自身で行っていただきます。

闘航空便延長プラン I温悶は品閉竺は言社談 ぷ 沿 : 終 滞 在 都 市 発、帰国便の延長の手配を承ります。

①追加代金および諸条件は出発日・帰藩日・航空会社ごとに異なりますので、お問い合わせください。

②原則として、該当ツアー催行保証後、60日～ 1 ヵ月前の手配開始となります。航空便の予約状況・年末年始などの混雑期 • お申し込み時期等の理由によ り 、 お受けできない場合があります。
延長確定の回答はツアー出発の1ヵ月前以降となります。

③最終的に延長のご希望がお受けできない場合、ツアーの基本日程でご参加いただきます。

④変更料 •取消料：延長手配確定後、旅行契約の解除期日 （裏表紙参照）以降に延長を変更／取消される場合は、 1 回につきお 1 人様5,000円 （消費税別）の変更料／取消料が必要です。
※旅行契約の解除期日以降にお申 し込みのツアー本体を取り消される場合は、上記の変更料•取消料は不要です。 ※延長確定後、予約状況によっては基本日程に戻せない場合があります。

⑤手配ができない場合にはお申し込みのツアー本体を取り消されると、お申し出の時期により裏表紙記駐の所定の取消料が適用されます。

⑥コースにより乗り継ぎ都市での焙国延長リクエストも可能ですが、その場合は別途、途中降機料が必要となります。料金はお問い合わせください。

日 ホテル→空港・送迎プラン I汀悶ば茎ぶご望芯温雰悶は雪贔は富ば慧ばふ言認悶くす 姪 ぃ。

①変更料•取消料：手配確定後の変更 （配車場所 ・配車時間など ） や取消には、変更 •取消料として 1 件につき5,000円 （消費税別） をいただきます。
② ドライパーのみとなり、現地係員は付きません。

③原則として、英語を話す現地のドライパーが送迎サービスをいたしますが、都市によっては英話を話せないドライパ＿がサ＿ビスを行う場合があります。

また、他のお客様と乗り合いになり、空港または車の中にてお待ちいただくことがあります。

④空港及びホテルでのチェ ックイン・アウトの手続き、お荷物の運搬はお客様ご自身でお願いします。

⑤送迎サーピスは、原則として9:00-23:00までの間とします。時間外や日・祝祭日は割増代金がかかる場合があります。

⑥現地事情により、手配ができない場合があります。

⑦ご提示させていただきます代金にはホテル・空港で荷物を運ぶポーター代、ドライパ＿へのチップは含まれていません。

回 ホテル延泊プラン ご帰国を延長される際、延泊日分のホテルのお手配を承ります。宿泊都市や利用ホテルクラス、
延泊日数等のご希望に合わせてお手配いたしますので、ご希望のお客様はお問い合わせください。

①ホテルの予約状況により、お受けできない場合や、回答に時間がかかる場合があります。また、前日までのホテルと異なる場合があります。

②ホテル→空港間の送迎は含まれません。

③現地係員は付きません（緊急連絡先をご案内します）。
④ご提示させていただきます代金にはボーター代・チップは含まれません。

⑤変更料／取消料：手配確定後、旅行契約の解除期日 （裏表紙参照）以降に延長を変更•取消 (1 回につき ） 1 件5,000円 （消費税別）
※旅行契約の解除期日以降にお申し込みのツア一本体を取り消される場合は、上記の変更料／取消料は不要です。

※手配ができない場合でもお申し込みのツアー本体を取り消されると、お申し出の時期により裏表紙記戟の所定の取消料が適用されます。

⑥見本市・国際会謙等の期間中は、別途見本市価格等が上乗せとなったり、手配をお受けできない場合があります。

⑦宿泊都市により滞在税がかかる場合は、現地でお客様ご自身でお支払いください。 ※ホテルの利用クラスは当社基準となります。

①「各種追加手配」「現地参加プラン」「帰国延長プラン」は、2023年3月1日から2023年10月31日発までのツアーにご参加の方に適用し ます。 ②「現地参加プラン」は当社が旅行企画・実施する募集型

企画旅行です。「帰国延長プラン」は本体ツアーと合わせて一つの募集型企画旅行として実施します。 ③ 10ベージ以外の注意事項については別途ご案内します。
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ワンランク上のくつろぎの旅をどうぞ

旅のはじまりは快適なビジネスクラス
このパンフ レット掲載令コースで、往復ビジネスクラス利JilプランをごJIl謡しており ます。

F 

l 令コース全出発[j航空会社指定！ l 
← •一—.J

飛行機はいつもビジネスクラスとお決めになられている方も多いことでしょう。ゆとりある

スペースと各航空会社こ自怪のシートで、長時間のフライトもゆったりとお過ごしください。

加えて、厳選された食材をそろえた機内食やワインも楽しみのひとつです。また空港では

ビジネスクラス専用のラウンジもご利用いただけますので、出発までの時間をゆったりと

お過ごしください。（各航空会社によって条件が異なります<,詳しくはお問い合せください）

曇
航空会社を厳選し、より便利でよ り快適な空の旅となるよう、 心がけていま
す，，予め航空会社が決まっているので発灼時問の目安がわかり、また予め発沼
時問や乗り継ぎ地が決まっているのてスケジュールが立てやすく便利です，

やフライ トキャンセルやスケシ，ール変史など航空会社側の市fiりにより変更される塩合

があり 1す

竺
ご旅行先まで乗 り換えな しの直行便をご利用のコースは、時問の無駄
もなく、お身体の負担も少なくてすみます。

・:・当ヘーシにぷ載以外の航守会社ヒシネスクラス佑報は各コースヘージをご苓照くたさい

ご出発までのひとときを

ビジネスクラス
専用ラウンジ
Business Class Lounge 

ビジネスクラスご利用のお客様は、

ビジネスクラス専用ラウンジをご

利用いただけます。

ご搭乗前のひとときもくつろぎの

ひとときに。

ビジネスクラス専用カウンタ ー

なので、搭乗手続きもスムーズ

です。搭乗前から至れり尽くせり

のビジネスクラスのサービスを

ご堪能くださし‘o

「プライオ リティー・タグ」が

付き、到着空港でいち早く手

荷物を受け取ることができ

ますので、スムーズにご帰国

いただけます。

l"濯暑慰楕90JALで行＜日本航空 ビジネスクラス
, 9 、一日本のエアライ ンで唯 一 の

APEX認定「WORLDCLASS」を
2年連続受賞。寝心地にこだわっ

たフルフラ ットベッド。全席通路

アクセス。個室感を高めた空間で

お過ごしください。

シート幅

リクライニン

座席配列

―’ ≫ 
スカイオーベルジュBEDD

日本が世界に誇るスターシェ

フによる、最高の食材と自由

な発想でつくる料理をお届け

します。

食事

匿
l・隕森 ANAll ANAビジネスクラス

一》

空の旅をより快適に、より贅沢にする

空間、自分流で過ごすための価値ある

時間。フルフラットシートを互い違いに

配置したスタッガードシート配列を採

用。どの席からでも直接通路に出るこ

とができる全席通路側スタイルです。

リクライニング

座席配列

_"＂昌 》

「ザ・コノシュアーズ」プロ

デュースの和食・洋食のコー

スをご用意。洗練された本格

的料理の数々で快適なひと

ときをどうぞ。

食 事

II輯＂＂畠 llllllr:8 Lufthansa)レフトハンザドイツ航空ビジネスクラス 文7

_ft!111 ≫ 
全長約2メー トル、水平なベッド

に変えることができるため、快適

におくつろぎいただけます。また、

ご自身の端末でルフトハンザの

機内エンターテインメントもご利

用いただけます。

--1,"'昌》

トップシェフによる選り抜

きメニューを高級食器にの

せてご提供します。ドリン 、
クメ ニューには広範なセレ

クションのお飲み物をご用

意しています。

食 事

1-0温芯SEtターキッシュエアラインズビジネスクラス v-< _ff.II! 
シート

-

＝
 

≫ 
ビジネスクラスの座席は、マッ

サージ、読書用ライト、電源、プラ

イベートエリアのパーティション

などの機能を組み込み、お客様に

究極の快適さをお届けするよう

特別に設計されています。 三 リクライニング

座席配列

·—!i”'昌》お食事は、世界的に評価の

高いDO&CO社がターキ ッ

シュエアラインズのために

特別に開発した本格的で国

際色豊かなメ ニューをお楽

しみいただけます。

11 



スイスインターナショナルエアラインズビジネスクラス11輯鱈野罐■＇..}SWISS f > 
“‘ 

_ffl'I :> 
ポーイング777-300ERとエアパ

スA340-300のSWISSビジネスで

は、シートを全長2メートルのベッ

ドに変換でき、シートクッションの

硬度をお客様のご希望に合わせ

て調節することができます。

シート

II柑載糾欄情闘~Austrianア オーストリア航空
》

"Private&Relax’'をコンセプトに、

寝返りがうてるほどのゆとりの

スペースで心地よい眠りを提供

します。

快適なシートでご到着地までく

つろいでお過ごしいただけます。

ビジネスクラス を？

一 シート

シートサイズリノ昌

一渭潤》

著名なシェフが新鮮な食材

を使って腕によりをかけた上

質なお食事と、賞に耀いたビ

ジネスクラスのサービスをお

楽しみいただけます。

食事

—!1”'昌》
DO & CO社は世界屈指のケータリン

グ会社であり、こだわりの新鮮素材で新

しいマルチコースメニューを常に開発

し、オーストリア航空ビジネスクラスに

ご提供しています。空飛ぶシェフが自慢

のお料理を機内で仕上げています。

食事

1-F、NNnIR フィンエアー ビジネスクラス

―’ ≫ シート ー'≫ 食事

刷新されたビジネスクラスは全席から通路ヘアクセスで
きるようレイアウト。ペッ ドにもなるシートは、シェル型
シート「AirLOL11ge」を導入、アメニティキットや寝具類

（枕とデュペ）は北欧を代表するデザインプランド、マリ
メッコを採用。長距離便の全機材のピジネスクラスを

リニューアルしています。リニューアルされたビジネスク
ラスでは、ワンランク上のご旅行をお楽しみいただけます。: ←ゞゴ，1,メ乙

シートサイズ

シートビッチ

シート幅

リクライニング

座席配列

未公開

レイフラッ トペッド

1 ・2・1（席）

お食事はメイン料理を3つのメニューから選

べるコース料理の他、軽食や朝食サービス、さ
らに機内に設けられたスナックバーでは、軽
食類や飲み物もご用意しております。食器は

フィンエアーのためにデザインされた、フィン

ランドのブランド「イッタラ」を採用。より一層
北欧の雰囲気を感じていただけます。 忍

_
 

冒＇ エミレーツ航空 ビジネスクラス

―'  ．虞•
全長200センチのフラ ットシートでゆったり。長距離移動も

楽々 。2階席にはビジネスクラスとフ ァーストクラスのお客

様のみご利用いただける専用ラウンジが設けられています。

機内の過ごし方を大きく変えるオンポードラウ ンジ。豊富に -

取り揃えたカクテルや軽食をお楽しみくださ い。

シートサイズ

シートピソチ

シート幅

リクライニング

座席配列

_
 一 —-BRITISH AIRWAYS ブリティッシュエアウェイズビジネスクラス

―’ ≫ シート

クラブ・ワールドのスリーバーサー

ビスで機内でも十分に睡眠を取っ

て時差ぽけを防止してください。到

落までのお時間を利用して爽やか

にリフレッシュして、目的地での一

日に備えてください。 三
シートサイズ

シートピッチ

シート幅

リクライニング

座席配列

_""置》

世界の一流シェフにインスパ

イアされたクラブ・ワールド

のメ ニュー。地方色豊かな味

と国際色豊かな味を融合さ

せて創作された美味しいお

食事を堪能してください。

食 事

＂ お得な価格でプレミアムエコノミークラス利用プランもご川意 ．．． 
田・羽田の各空港に
専用ラウンジも
り用いt.・ •- ~ 

四匿
ートサイ

一トピッ
シー＝百i

リクライニン

座席配列

Austrianプ
オーストリア航空

ー

◎ Lufthansa 

ルフトハンザドイツ航空

一 一
7~48cm 

130度

座席配列 I 2・4・2（席）

F、NNn、R フィンエアー

I
 一？？ ・4・2（席）

汰プレミアムエコノミークラスについては2023"度中に全長距難線で搭駐される予定ですが、現

在はまだ伎用機材未定の為、Ill材変更により搭駐しない場合があります。(2022年11月15日現在）

~SWISS スイスインターナショナルエアラインズ

I 一
BRITISH AIRW~ ブリティッシュエアウェイズ

I 一
シート（一例）／イメージ

,；；路線や伎用機材により、仕様は異なります。詳しくは各コースページをご覧ください。 来航空会社の棧材変更によりシート仕様が異なる場合があります。 ※お座席の指定はお受けできません。 ※ピジネスクラスのご利用は｀日本発着の国際線区間のみとなり、

他の区間はエコノミークラスのご利用となります。［無料受託手荷物につきまして1日本発着便がビジネスクラスご利用のコースでもお乗り継ぎ便や行程中でエコ ノミークラスを利用する際は ェ`コノミ ークラスの手荷物規定が優先される場合があります。詳細は

最終日程表にてご案内させていただきます。
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13 

＜匹際のお食事をレポート I
しちらの二次元コー ドから

過去の記事をご紹介

Iフレンドツアー旅ごはん I検索も

ドブロヴニクではデラックスクラスホテル（誌）に2連泊！ （7・8泊目） = クロアチア・スロベニア2ヵ国周遊 l0パ9s-A

13世紀以降に地中海交易の拠点として栄
えたこの街は、「アドリア海の真珠」と称され
る程の美しい城郭都市へと発展し、現在も

その姿をとどめています。

1北から南ヘ一筆書きの行程で
効率よくご案内！

g 5つの世界遺産を巡ります

●プリトヴィッツェ湖群国立公園

2アルプスの瞳「ブレッド湖」や

ヨーロ ッバ最大規模

「ポストイナ鍾乳洞」を訪れます

m~~溢最大の
ホストイナ鍾乳洞

スロベニアを代表する全長25kmを超える
大規模な鍾乳洞。内部は通年気温8度でほ

ぼ変化がなく、様々な鍾乳石や珍しい生き
物を見ることができます。

DAY 

囚雰悶:j
かつてハプスブルク家のリゾート

地だ ったブレ ッド湖。エメラルド
グリーンの湖面と緑豊かな小島に
ある教会や山々 が、美しくも雄大
な景観を創り上げています。

●聖ヤコブ大聖堂（シペニク） ●トロギール旧市街

●ディオクレティアヌス宮殿（スプリット 旧市街）

●ドブロヴニク旧市街

世界遺産ドブロヴニクの街をたっぷり観光

♦ 2つの縮景ポイントヘご案内！ I& 地中海交易として栄えた

一口ーフウェイ

スルジ山の展
ゞゞ

9 歴史と共に歩んだ美しい街ヘ-4
DAY ’ 

m’'ら茫[ローマ時代の遺跡が残る、美しい沿岸都市
スプリット。ディオクレティアヌス宮殿と
一体となった街を形づく っています。

穿罪ペ
こ旦言罰巴□□1加

旅を彩るこだわりのお食事

アドリア海の町ではシーフード
料理、内陸部では肉料理など歴史
によって育まれた地域ごとの食文化
をお楽しみください。



ルートマップ ヴィン

ブレッド
2泊

ポストイナ
鑓乳洞

+— 
ブリト
湖群国立公

1泊 シペ
トロギ

2泊スルジ山

Hotel 

7・8泊目 ドブロヴニクでは

紺碧に輝くアドリア海に面した
デラックスクラスホテル（蒻）に2連泊

― | 5月4日 9月21日 I 出発‘ |

モーレ又はアリス ト／

モーレ

利用ホテル一覧

アリストン

ブレッド湖 リクリバフンス〈Sp〉、バーク〈Sp〉、
サヴィカ〈Sp〉のいずれか

ザグレブ シェラトン〈Dx〉、ウェスティン〈Dx〉のいずれか

ブリトヴィッツェ湖群国立公園イェゼロ〈St〉［指定］

スプリット アトリウム〈Ox〉［指定］

I 下記以外 エクセルシオールホテル〈Dx〉［指定］
ドブロヴニク

15/4,9/21出発モーレ〈Dx〉、アリストン〈Dx〉のいずれか

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーペリアクラスホテル
（当社基準）、〈St〉：スタンダードクラスホテル（当社基準）
※ダブルペッ ドやシャワーのみのお部屋となる場合があります。

_'..¥’、i4:t市叶1-
(60日前までi-ご予約かとなたを

※お 1 人様 (2歳以上） 2名様 1 室 • ピジネスクラス利用の場合

出発日(2023年

6月 22（木）

7月 27（木）

1（木）（；9 「|1,099,800円 9月 21（木）屈五四11,139,800円6月

旅行代金

1,129,800円

1,149,800円

お1人部屋追加代金（相部屋不可）

現地参加プラン代金（お1人様・2名様1室利用）

FE590APプレミアムエコノミークラス
利用プラン（羽圧-ヽルシンキ問）（注2)I上記旅行代金より 250,000円引き

FE590AYエコノミークラス利用プラン
（全区間） I上記旅行代金より 350,QQQPl引き

※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途

必要となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページを

こ参照ください。●国際観光旅客税※：お1人様1,000円
●国内空港施設使用料（羽田）：大人(12歳以上）2,950円・

子供(2歳以上12歳未満） l.470円●旅客保安サービス料

（羽田）：大人子供(2歳以上）100円●海外空港諸税※：

8,230円●航空保険特別料金※l,000円 ●予約発券システム手数料

※:3,200円●燃油サーチャージ※，104,860円●クロアチア

スロベニア滞在税※：4,000円※は2023年1月4日現在の目安額です。

110,000円

680,000円

亘璽 し甲函画醤畠畠
l湿99 閃窪'9』（→P56参照）◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）

『

2
 

4
 

スケジュール・ツアーのポイント 宿泊地 食事

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。
11日函呵東京（羽田）発ナ 空路、フィンエアービジネスクラスにてヘルシ ンキで乗り継ぎ、

本 エコ ノミ ークラスにてベネチアヘ。 〈機中泊〉 ElEl~]
匝函］ベネチア着こB 着後、ポス トイナヘ。
(193km／約2時間25分） ヨーロッパ最大と言われる◎ ボストイナ鍾乳洞観光 （約1時間30分）。

ポス トイナ鍾乳洞 ▲トロソコに乗って鍾乳洞内の見学へご案内いたします。
(115km／約1時間30分） その後、ブレッド湖のホテルヘ。

匝 プレット湖／ホテル薦 I歩く時間IB I■甘可昂塁'9," 〈ブレ ッド湖泊〉 区〕団〕E'駅9，・

国豆］ブレッド湖匹 「アルプスの瞳」と呼ばれるラレ`ッド湖観光（約2時間）。
▲手こぎボートに乗って湖に浮かぶ小島へ。◎聖マリア教会、"・

ス ◎プレッド城展望台よりユリアン・アルプスとブレッド湖を一望。

31ロ ロ 讀名物の「ますのグリル」をどうぞ。
ペ (16km／約30分） その後、ヴィントガルヘ。

うヴィン トガル スロベニアの秘境〇ヴィントガル峡谷散策（約2時間）へ。
(16km／約30分） その後、ホテルヘ。

疇 フレット湖／ホテル着 I歩く時間IB I■甘序昂詈9.
匡箋］ ブレ ッド湖四 ホテル発、リュブリ ャナヘ。
(55km/．固勺1時間） スロベニアの首都リュブリャナ観光 （約2時間）。
リュフリャナ 新市街と 旧市街の境0プレシェ ーレン広場、 旧市街の中心地
(138km／約2時間20分） 〇三本橋、〇大聖堂。▲フニクラーレに乗って〇リュブリャーナ城へ。街

を一望します。その後、国境を越えクロアチアの首都ザグレブヘ。
ザグレブ観光（約1時間30分）。〇聖マルコ教会、◎聖母被昇天大聖堂。
覧配9名物「ザグレブ風カッレツ」をどうぞ。
その後、ホテルヘ

L． ザグレブではデラックスクラスホテル（当社基準）にご宿泊 1 
i歩く時間IB | 〈ザグレブ泊〉 ＠韮町‘’

～エメラルドグリーンの湖と滝が美しいプリトヴィッツェヘ～
ホテル発、内陸部をドライブしながらプリトヴィ ッツェヘ。
駆 「美味しいヨーロ ッパ100選」 （日本旅行業協会認定）に

選ばれた名物「ペカ （鉄鍋の蒸し焼き）料理」をどうぞ。

水の楽園泄界遺産プリトヴィ ッ万ェ`湖群国立公園観光 （約3時間）。
湖と滝とが織りなす素晴らしい景観を▲ボート遊覧と0ハイキングで
お楽しみください。ハイキング初級／歩行距離2km／歩行時問約2時間／
標高差約60m／専任ガイド同行（当社基準）

5
 

国 ホテル箔

匡函］プリトヴィッツェこ5]

(190km／約3時間）

シペニク
6|ク (46km／約1時間30分）

号国釦 トロギール
チ (31km／約45分）
ァ

疇 スプリット／ホテル着

言 スプリ ット字R

7
 

8
 

，
 

発着時間・都市・交通機関

国函］ザグレブ

疇 ホテル藩

疇 ザグレブ下B
(137km／約2時間30分）

回 プリトヴィッツェ

プリトヴィッツェ
湖群国立公園

(227km／約5時間）

日
•本 旧屈団 東京 （羽田）着

10 

配醤饂i
▲乗車又は乗船にて観光

〈ブレ ッド湖泊〉 @lR園

一叫料tg著‘'1置遭冒層摩輩厨珈叫綱臀町肴'一
I歩く時間IBI■鳩’'三塁',.

〈プリトウィ ッツェ湖群国立公園泊〉 g祖Dm
ホテル発、シベニクヘ。海岸沿いの古都シベニク観光（約1時間）。
界遺産l◎聖ヤ コブ大聖堂、01日市街の散策。

駆聖9レストランにて名物「スカンピ（手長エビ）のグリル」。
一路美しい海岸線をドライブしながらス プリットヘ。
途中、 中世の城塞都市泄界遺産〇トロ ギール観光 （約1時間）。

| スプリットではデラックスクラスホテル（当社基準）にご宿泊 1 

ニ ロロロ
〈ドブロヴニク泊〉 〶曰曰

羽田着後、空港で解散となります。
＊空港からご自宅へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様

1個）。 区］区曰

添乗員が同行 します 最大人員／22名様
食事回数／朝食7回、昼食6回、夕食5回（機内食を除く） 日本発着時利用航空会社／フィンエアー
航空機の利用クラス／FE590AC：ビジネスクラス（羽田⇔ヘルシンキ間）、FE590AP：プレミアムエコノミー
クラス（羽田⇔ヘルシンキ間）、 FE590AY：エコ ノミ ークラス （全区間）

-—：扁晨益；塩｀嵐は品沿翌閃翌雷？忌閤心？認溢9
あります。●2日目ボストイナ鍾乳洞観光時には、防寒具をご用意ください。●5日目プリ トヴィッツェ湖群国立公園
観光は、悪天候などの事情によりホートが欠航となったり十分にお楽しみいただけない場合（中止となる場合）があります。
また、ハイキング所要時間は目安で、天候等の事情で変更になる場合があります。●8日目スルジ山観光及びアドリア
海遊覧は、悪天候等の場合はゴンドラ、ポートは運行中止となり、ご案内できません。（注1)6/1出発は8日目 ドブロヴニク
のフランシスコ修道院が休館のため下車観光となります。（注2)プレミアムエコノミークラスについては2023年度中に全長
距離線で搭載される予定ですが、現在はまだ使用機材未定の為、機材変更により搭載しない場合があります。※ワクチン
3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明聾
の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

(31011536] 
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ピジネスクラス：FE530C-1154

SWEDEN 

さき

FINLAND 

+ 
～王室御用達ホテル「ウレンスヴァング」の

フィヨルドが見えるお部屋に2連泊～

美しき北欧3カ国紀行 9日間
NORWAY 

冒し

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介

Iフレンドツアー旅ごはんI検索も
フィヨルド。海岸線の奥深くまで入り組ん

位が切り立ち、海面下はさらに1,000m以上の深さとなってい

1ウレンスヴァングでは 9ヨーロッバの景勝ルート 0全都市デラックス ラt北欧の航空機利用は
王室御用達ホテルに ～ノを2つの絶景山岳鉄道 c..)クラスホテル（当社基準） 一般的に2区間利用の

ゆとりの2連泊。 でご案内します。 にご宿泊。自由行動の コースが多い中、

さらに予約が困難な 個人ではなかなか訪れ あるペルゲンとストック 当コースは3区間利用で

フィヨルドの見える
にくい世界遺産の ホルムでは自由行動に

お部屋を確保しました。
ドロットニングホルム 便利な市内中心部の

バス移動が短く、

宮殿にもご案内します。 ホテルをご用意しました。
お身体ラクラク ）、

車窓から楽しむ絶景の旅2つの絶景山岳鉄道で巡るフィヨルド

一
ショースの沌

こ竺史竺竺竺竺シ
ハダンゲルフィ ヨルド沿いの人気ホテル
に2連泊。フィヨルドの魅力に迫ります。
また、各都市では観光と自由行動を取り入
れた街歩きもお楽しみいただける北欧を
満喫できるコースです。

落差93mの滝で、フロム山岳
鉄道の線路の真横を豊富な雪
解け水が勢いよく流れ落ちる、

ロ ベル砂麟 盲 躙--仁 ←土承ラ石ーム鉄道汽痘一誓謬鵬七ニニニニ」ノルウェー最大規模を誇る‘ノグネフィヨルド4 オスロ～ベルゲン間を結ぶベルゲン鉄道は、 ヨー ロッパ ノルウェー国鉄の最高傑作といわれる山岳鉄道。フロムとミュールダールを結ぶ約20kmのこのの支流ネーロイフィヨルドとアウルランフィ

塵は生虚翡ぶ霜＇らミュールダ ールまで［り？？翌芸9ば言には記は霊ご、富しはこ雷溢品:: ：図此悶らみ［雲は？雪；"f.s

世界遺産ネーロイフィヨルド・
アウルランフィヨルドを進む

クルーズにご乗船

15 

ストックホルム郊外のメラーレン湖のほとりに位置するパロ ック様式のお城。
現在も国王一家の夏の住居として使用されています。フランスとイクリアの影響を
受け建てられた華麗な姿は「北欧のヴェルサイユ」と人々に称されています。

ヘルシンキ
大型‘i俎

ヘルシンキのシンボル的存在。
白亜の外観に緑色のドームが
映える、フィンランド・ルーテル派
の大聖堂。



I北欧内3区間航空機利用でらくらく移動ナI
ノルウェー

フィジランド紗公寿9l9躙〗 スウェーデ ,mmは'-'I!!I!'"喧
• , `--”“て巧生

゜/ ； :- ·~ 
ホルム＠四臼

作 曲家グリーグも愛した

王室御用達 ホテルに2連泊

3・4泊目

ウレンスヴァ ング 〈指定〉

しいロケーションに
サウナやスパ・ヨーロッ
ル、テニスや卓球など
もご利用いただけま

14日目夕食i通常訊友連続ビュッフェ形式の

ところ特別にコース料 理をご用意します

；心会"-
(! r、E,、‘

作曲家エドワードグリーグ
がリサイタルを開いた
ホテル内の個室で優雅な
ディ ナータイ ムをお楽しみ
ください。

． 
市庁舎

6・7泊目 ス トックホルムでは観光や

ショッピングに便利 な中心部の

デラックスクラスホ テル（嘉は）に2連泊

ショッピング ・ガレリアン・ショッピングセンター

エリア ●NK（エヌ・コー）デバート 北欧摂大規模の
｀ ●セルゲル広場 プハート

田スカンディックダウンタウンキャンバー
●オペラハウス

小さくておしゃれな

こここご；： ＇〖＇日〗置
●利用ホテル一覧

オスロ

ハダンゲルフィ
ヨルド地区

ペルゲン

ラディソンBLUスカンディナピア〈Dx〉、グランドオスロ〈Dx〉、
ラディソンBLUブラザホテルオスロ〈Dx〉のいずれか

ウレンスヴァング（フィヨルドの見えるお部屋） 〈Dx〉［指定］

スカンディックノルゲ〈Dx〉、スカンディックロイヤルペル
ゲン〈Dx〉のいずれか

ストックホルム スカンディックダウンタウンキャンバー〈Dx〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）
采パスタブなしのシャワーのみのお部屋となる場合があります。

=i言戸利用［：二：二ニご：：
※このコースでは3人部屋をお受けできます。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要となり
ますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照ください。 ●国際
観光旅客税※：お1人様l.000円●国内空港施設使用料（羽田）：大人(12歳以上）
2,950円子供(2歳以上12歳未満）1.470円 ●旅客保安サービス料
大人子供(2歳以上）100円 ●海外空港諸税※：10.450円 ●燃油
サーチャージ※：FE530C105,980円／FE530P・FE530Y103.580円
●航空保険特別料金： 1,000円 ●予約•発券システム手数料:3.400円
※は2023年1月4日現在の目安額です。

し甲函画畠醤畠畠〶畠國
l鳩昂平• ’9』 （→P56参照） ◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）▲乗船にて観光

匹 ォプショナルツアー（別代金／詳しくは56ページをご参照ください）

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）o

踪I因直東京（羽田）発+I空路、フィンエアービジネスクラス にてヘルシンキで乗り継ぎ、

エコノミークラスにてノルウェーの首都オスロヘ。 〈機中泊〉 ビj[:ヨ§り
着後、オスロ市内観光（約2時問）へ。

愛嬌のある「おこりんぼう」の像がある〇フログネル公園、

ノルウェーを代表する画家、 エドヴァルド・ムンクの作品を展示する

◎ムンク美術館へご案内します。

I立地の良いデラ ックスクラスホテル（当社基準）に宿泊します。 1

疇 ホテル蒲

-門-~I門門雷kmにもわたりノルウェーてこ：はい、戸
(350km／約6時間30分） ルフィヨルドヘ。途中ノルウェー政府が国内随所に整備する景勝道路

「ナショナルツーリストルー ト」を通り〇クローデン湖に立寄ります。

.， ,1作曲家エドワード・グリーグゆかりのデラ-59スクラスホテル（当社基準）
「ウレンスヴァング」の「フィヨルドの見えるお部屋」にゆとりの2連泊。
広大なホテル敷地内の温水プールやスパ・サウナ、テニス・卓球
などのスポーツ施設をご利用いただけます。ハダンゲルフィヨ

幽l|ルドを眺めながら、思い思いのひとときをお過ごしください。

・塁瀾靡枷』←閲Ill覧配9ご宿泊ホテルにて豊富な種類の伝統的なスカンジナビアン・1・，99
疇 I¥ダンゲル7ィヨルド地区／ ビュッフェをお楽しみください。

ホテル着 I歩く時間IA I■廿序昂ZI』.〈ハダンゲルフィヨルド地区泊） ＠訃囮m,
ノ匝亙国）9ダンゲJl,7ィヨルト‘臨こ 午前、ベルゲン鉄道〈2等／所要約50分〉にてミュールダールヘ。

ぢ(60km／約1時間30分） 人気の フロム鉄道 〈所要約1時間〉に乗り換え、ショ ースの滝で ．-

ェ霞鵠曇9J9躙塁k・ 停車しフ ロムヘ。
I 1(100km／約2時間） その後、 世界最深 •最長のソグネフ ィ ヨルドの支流、

＂≫ 誓飩闘世界遺面ネーロイフィヨルドとアウルランフィヨルドを
進む約2時間の▲クルーズにご案内します。

駆罷9本場のノルウェーサーモンをどうぞ。

ホテルヘ戻ります。

疇l9ダンゲルフィ ヨルト・地区 I Dll~互豆三匠四• グリ ーグがリサイタルを開いたホテル内
／ホテル着 の個室にてコース料理をお楽しみください。

I歩く時間IA | 〈ハダンゲルフィヨルド地区泊〉 ＠前団〕`＇
匡 )¥ダンゲル7ィ311卜’躯四 朝フィヨルドを望んでのさわやかな朝を迎えます。

(160km／約3時間） 港町ベルゲンヘ。
ベルゲン 駆置置 ベルゲン名物フィ ッシュスープをどうぞ。

昼食後、ベルゲン観光 （約3時間）。 ヽヽ -,,,,.`‘.. J 

・御囀'“星肛1t1,. O魚市場と惟界遺産lOブリッゲン地区、郊外の◎作曲家グ リー
グの家でピアノミ ニコンサー ト（約30分）にご案内し ます。

疇 ホテル殖 ホテル着後、 自由行動。

一三肘］— | 市内中心部のデラ ッ ク スクラスホテ八世（当社基準） にご宿泊。 I 
I歩く時間IA I 〈ベルゲン泊〉 e灯0ビ〕

□蹂］ベルゲン~B 朝、ベルゲン空港へ。

国覧］ベルゲン発ナ エコノミ ークラスにてス ウェーデンのスト ックホルムヘ。

□苔□ストックホルム着 バロック様式の宮殿と庭園が美しい’'北欧のヴェルサイユ”

(20km／約40分） 他界遺産◎ドロソトニングホルム宮殿をご案内します。

DI I！竺？？糾釦鳩1悶鸞尻:[：二盆羹；雷土基準）「スカンテイノクダウン

匝亙詞テル着 鼈置讀ご宿泊ホテルにてごゆっくりどうぞ。

I歩く時間IA I■鳩塁子Z'9● 〈ストックホルム泊〉 2]薗〕mr,
t謬 ストックホルム四 午前、ス トックホルム観光（約3時間）。

1.lltltl&I鳳厨11盾暑 中世の面影の残る〇ガムラ・スタン（旧市街）とノーベル賞授賞式晩餐 日：

ti~会が行われる◎市庁舎、 〇王宮とメダルチョ コのお土産が人気の
〇ノーベル博物館へご案内します。

午後、自由行動。

＠ ノーベル賞受賞式ディナー（夕食付）
ー非曲：1_|歩く時間IA | 〈ストックホルム泊〉 ＠飢ヨ匝月一門蓄コストックホルム中示 朝、ス トックホルム空港へ。

□屈旦ストックホルム発＋ エコ ノミ ークラスにてヘルシンキヘ。□ヘルシンキ着 潜後、ヘルシンキ市内観光 （約2時間）。

:：]Iィ暑飩閾h歯国罪繹珊 岩山をくり抜いてできた◎テンペリアウキオ教会、〇マーケット広場、

/ 〇大聖堂 〇元老院広場を訪れます。

ン、 直亙lヘルシンキ発＋ 空路、フィンエアービジネス クラス直行便 にて帰国の途へ。

〈機中泊〉 ゼ〕団］区〕

:i!ll日国互国東京（羽田）箔 羽田藩後、空港で解散となります。＊空港からご自宅へのスーツ

ケース宅配サービス付き （おひとり様1個）。 区〕BE]
●添乗員が同行します ●最大人員／22名様 ●食事回数／朝食6回、昼食6回、夕食3回（軽食含む・機内食を除く ）
●日本発着時利用航空会社／フィンエアー ●航空機の利用クラス／FE530C：ピジネスクラス（羽田一ヘルシンキ間）、
FE530P：プレミアムエコノミークラス（羽田一ヘルシンキ間）、FE530Y：ェコノミ ークラス（全区間）-— :醤品ぷtヽ；ユ天ー、はち溢祖i:1'？盟喜喜§認な：盈；5ゞ岳
ります ●フィンエア のヘルシンキ発藩欧州便のエコノミークフス機内食の無料提供は←ざいません。コーヒー、紅茶、プルーペ
リージュースの飲料は無料にて提供されます。●ホテル及びパスは冷房施殺等が完備されていない場合があります。地域事情をご理
解いただき、ご参加ください。●3・4日目のご宿泊ホテルの「フィヨルドが見えるお部屋」とは客室からフィヨルドが見える状態を指し
ますが、お部屋により見え方が異なります。●3日目と4日目の夕食を入れ替えてご案内する可能性があります。●2・6日目の空港では
原則としてお客様ご自身でお荷物を運搬していただきます。●4日目の鉄道・ソグネフィヨルドクルーズは天候及び急なスケジュール
変更等、現地事情により他のルートをご案内する場合や船名、グレードが変更になる場合`早朝ホテル出発になる場合があり、朝食また
は昼食がポックス（お弁当）となる可能性があります。●6日目のペルゲンーストックホルムの航空便が、現地事情により出発時間
が早くなった場合には、朝食は軽食（ポックスタイプ）となります。●6日目午後と7日目午前の観光を入れ替えてご案内する場合があ
ります。●7日目ストックホルムの市庁舎は公式行事開催時は下車観光となります。※ワクチン3回以上接種済の有効な証明轡
をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し心会性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様の
ご負担となります。

[2Y09117] 16 



ピジネスクラス ：FE015TC-1154

夏季限定オープンの絶景ホテルに2連泊

北欧4カ国周遊 11日間
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く実際のお食事をレポート I
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

Iフレンドツアー旅ごはん I検索も
―’ の奥に続くス’”‘`'ム／大口0

らしい眺めを楽しむことができま

1世界遺産のフィヨルドと北欧の
4カ国をめぐるハイライトコース。
スト ックホルムとヘルシンキでは
市内中心部のデラックスクラス
ホテル（当社基準）を指定しました。

3 夏季限定オーブンの
絶景ホテル

「スタルハイム」の
渓谷側のお部屋に
2連泊。

ぶ1泊2日のバルト海
クルーズ体験 ｝大型客船
タリンクシリヤでは
海側のデラックスクラス
キャピンをご用意。

絶景のフィヨルドクルーズヘご案内

園國 、
三 」圃圃 不ーロイフィヨル
海岸線の奥深く

入り組んだ湾の

には1,000m級

山壁が切り立

海面下はさら

1,000m以上の

となっています。

2つの「1泊2日」の船旅へ

〗 オ賃姦謳辛名lo関を ・
‘’g{R心s DFDSシーウェイズ

北欧でも人気の航路にご案内。ピュッ フェレ

ストランでのお食事や免税ショ ッピングも
お楽しみいただけます。

It乳ク5'う勺／ウ;：り-i叶伊ン弓二；；；＿：
....................................................................................................................................... 
~AV 

SIL/A LINEfl_ タリンクシリャライン

ルーズ船キャビン
ッププラン

0,000円増し
場合は上記追加代金
増しとなります。

_ =r....—··— 13m' 

一 尽皇ぶA
大型客船タリノ

ャライン。お部屋は ワンランク上の「デラ ック
ラス（海側）」でご用意します。充実した船内施設

んびりとワンナイトクルーズをお過ごしください。 日吐り：fニサイズのスバークリングワイン

m~霊山岳鉄道 ・
ベルゲン鉄道

~らi
1940年に開通 した、ノルウェ ー国鉄の

最高傑作といわれる山岳鉄道フロム鉄道

とヨーロ ッバ屈指の景勝）レートベルゲン

鉄道（ヴォス～ミ ュールダール間）

_ 
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夏季限定＿ープ；く
氷河が大地を削りと った美しい
渓谷を見下ろすホテルに2連泊

4・5泊目

ス タルハイム〈指定〉
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-昂覇l’1匿置開翡輩l『-
スタルハイム渓谷
の絶景を楽 しめる
夏季限定のホテル。
このホテルの庭か
らの景色は国立美
術館に飾られている
絵画と同じと言われ
ています。ゆとりの
2連泊です。

麟 オスロ着字R

(350km／約6時間）

固涸スタルハイム
／ホテル藩

Iコペンハーゲンからノルウェーのオスロまで船旅がスタートします。
外の景色もお楽しみいただける海側キャビンを利用します。

霰 船内にてごゆっくりどうぞ。
I歩く時間IA | 〈DFDSシーウェイズ船中泊〉 ~[ョm
フィヨルドと山に囲まれたノルウェー文化の中心、オスロ観光（約2時間）。
ノルウェーの国民的な画家エドヴァルドムンクの作品を集めた◎ムンク
美術館、約200点の彫刻が展示された〇フログネル公園へご案内。
に配9本場のノルウエーサーモンをつかったお料理をご用意。
観光後、スタルハイムヘ。

は';土二寄塁誓9;：なは直祐凸誓99名：ペリアク 1

ヘルシンキでは自由散策に便利な

ホテルをご用意しました

l頃9平塁'一月 （→P56参照）

叫r -
甲函画函畠畠同畠饂i

◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません） ▲乗船にて観光

- --か●二置醗i : E 
＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様11固）。

罪麟東京（羽田）発＋ I空路、フィンエアービジネスクラスにてヘルシンキで乗り継ぎ、 エコノミー
クラスにてデンマークの首都コペンハーゲンヘ。 〈機中泊〉 ビ］［三｝8〕

□百ロコペンハーゲン驚田石 着後、 北シェラン島観光（約3時間）。
(60km／約1時間） 湖に囲まれ、 デンマークで1番美しいとも称される〇フレデリクスボー城、
一愕辱佑褐し手・~ 1 0バロ ッ ク庭園、 世界一美しいと称さ れる◎ルイ ジアナ美術館にご案内。
(40km／約50分） 観光後、コペンハーゲンヘ戻ります。

臼謳靡幡最帽葦倶罰嶋冒咄開l

9泊目

一I I I I 

I I I I 

旦；駅

ラデイソンBLUプラザ〈指
' カイサニエミ

植物学庭置l

亨ラディソン
BLUプラザ
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まで ー船'"~-
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●利用ホテル一覧

コペンハーゲン ザスクエア〈Sp〉またはスカンディックコベンハーゲン〈Sp〉
のいずれか

スタルハイム地区 スタルハイム〈Sp〉［指定］

ペルゲン
スカンディックネブチューン〈Sp〉またはスカンディ
ックペルゲンシティー〈Sp〉

ストックホルム クラリオンサイン〈Ox〉［指定］

ヘルシンキ ラディソンBLUプラザ〈Dx〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーペリアクラスホテル
（当社基準） ※パスタブなしのシャワーのみのお部屋となる場合があります。

※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合 ※赤色の出発日は催行確定

ー一字竺字心 珈 弐金より25：二：
“4"．1ゆェコノミークラス利用プラン

（全区間）
I上記旅行代金より350,000円引き

※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要
となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをご参照
ください。 ●国際観光旅客税※：お1人様1.000円 ●国内空港施設
使用料（羽田）：大人 ( 1 2歳以上） 2,950円 •子供 (2歳以上 1 2歳未満） 1 .470円
●旅客保安サービス料大人 • 子供 (2歳以上） 100円 ●海外空
港諸税※ ：10.450円 ●燃油サーチャージ※ ：FE015TC
105,980円／FEOl 5TP ・ FEO l 5TY: l 03,580円 ●航空保
険特別料金 1 ,000円 ●予約 • 発券システム手数料： 3.400円
※は2023年1月4日現在の目安額です。

覧 ご宿泊ホテルにてごゆっくりどうぞ。
I歩く時間IA | 〈スタルハイム地区泊〉 ~oom 、

ご スタルハイム四 朝食後、ホテル周辺のお散歩やお部屋でゆっくりお過ごしいただけます。L
15km／約20分） 1世界最深最長のソクネフィヨルドの支流、E匿国、匿国匪界遺南ネーロイ ニ

フィヨルドとアウルランフィヨルドを進む約2時間の▲クルーズヘご案内。
if: 

饂後、フロム駅へ。人気の山岳鉄道フロム鉄道（所要約1時間）にて、
士 ンヨ ースの滝を楽しみながらミュ ールダールヘ。

(40km／約1時間） その後、ベルゲン鉄道(2等／所要約50分）にてヴォスヘ。

ノ ヴォス 藩後、ホテルヘ戻ります。
ル□召□ホテル着 置ヽ讚 →・宿`白ナ ― ―→令← i,、ァルt:・て←ゆっくりとっぞ。

ゥ ぼく時間IA I ■隕唇旱Z'9,—● 〈 スタルハイ ム地区，白〉

l疇 スタルハイム字R港町ベルゲンヘ。
(120km／約3時間） 着後、ベルゲン観光 （約2時間）。〇魚市場と泄界遺雇10ブリ ッケン
ベルゲン 地区郊外の◎作曲家グリーグの家へご案内します。
疇 ホテル蒲 ホテル藩後、 自由行動。

一乖旧J1- オススメの街歩きP
9•-— ，ごm-一r 1 ．いつも賑わう「魚市場」

自由行動時間に再度訪れてはいかがでしょうか？その場で食べられる
オー プンサンドや、塩ゆでのエビ。夏は果物なども並びますP
2ベルゲンの街を一望できるビュースポット「フロイエン山」
所要時間約5分のケーフルカーで標高約320mの山頂まで行くことが出来ます。
15分間隔で運行しており、頂上にはお土産店や夏期のみ営業のレストラン
があります。

I歩く時間IA | 〈ベルゲン泊〉 ＠祖団〕E］

．］各ロ
I歩く時間IAI 〈シリヤライン船中泊〉 ~団］m

謬 ヘルシンキ着四 1ヘルシンキ観光 （約2時間）。岩山 をくり抜いてできた◎テンペリ
アウキオ教会と〇シベ リウ ス公園、 小高い丘に建つ 白亜の教会
〇ヘルシンキ大聖堂、〇元老院広場、 市民の台所と言われる〇マー

•1 1 フ
ケット広場を訪れます。

し』：一三国一 昼食後、自由行動。

自由行動に便利な立地の良いデラックスクラスホテル（当社基準）
|「ラディソンBLUプラザ」にご宿泊です。

ド I歩く時間IA | 〈ヘルシンキ泊〉

陣靖ii，-出発まで自由行動。ホテルは12時チェックアウトです。
団亙回ヘルシンキ ホテル発、空港へ。
疇 ヘルシンキ発十 フィンエアービジネスクラス直行便で帰国の途へ。〈機中泊〉 ＠犯ヨ8〕

日国互回東京（羽田）着 羽田藩後、空港で解散となります。＊空港からご自宅へのスーッケース

本 宅配サービス付き（おひと り様1個）。 5別三lビ〕
●添乗員が同行します ●晟少催行人員／10名様（赤字の出発日は催行確定）●最大人員／22名様
●食事回数／朝食8回、昼食6回、夕食6回（軽食含む・機内食を除<) ●日本発藩時利用航空会社／フィンエアー
●航空機の利用クラス／FE015TC：ビジネスクラス（羽田⇔ヘルシンキ間）、FE015TP：プレミアムエコノ ミークラス（羽田
ーヘルシンキ間）、FE015TY：エコノ ミークラス（全区問） ［2ZE011) 

国 ベルゲン 石B

国醤］ベルゲン発＋
匹蓄］ストックホルム蒲
(12km／約30分）

図逗回ホテル藩

卓憐躙闊欝靡舅濯這墨馘耐疇馘犀慨紺闘輯囀扇l

-—'右記スケジュょ、2023年1月4日現
在のものであり、交通機関の都合や天候等の事情により、 日程が変更になる場合があり
ます。●フィンエアーのヘルシンキ発着欧州便のエコノミークラス機内食の無料提
供はございません。コーヒー、紅茶、ブルーベリージュースの飲料は無料にて提供され
ます。●ホテル及びパスは冷房施殷等が完備されていない場合があります。地域事情
をご理解いただき、ご参加ください。●2・7日目の空港では原則としてお客様ご自身で
お荷物を運搬していただきます。●5日目の鉄道・ソグネフィヨルドクルーズは天候及
び急なスケジュール変更等、現地事情により他のルートをご案内する場合や船名、グレ
ードが変更になる場合、早朝ホテル出発になる場合があり、朝食または昼食がポックス
（お弁当）となる可能性があります。●7日目のペルゲンーストックホルムの航空便が、
現地事情により出発時間が早くなった場合には、朝食は軽食（ポックスタイプ）となり
ます。●8日目ストックホルムの市庁舎は公式行事開催時は下車観光となります。
●3日目DFDSシーウェイズと8日目タリンクシリャラインではスーツケースの持込は
できませんので1泊分の手荷物をご用意ください。※ワクチン3回以上接種済の有効な
証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、
陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

~(fil曰
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きらめくエーゲ海クルーズと

ギリシャ絶景の旅

GREECE 
• i -= •一と―し;- ¥ 

く実際のお食事をレポート I
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

1フレンドツアー旅ごはん I検索も

青い空と海、白い砂浜。そして街の中も目に付くのは
青と白bこの色の統一感こそがエーゲ海の島々の
中で一番美しいと賞される所以ですb

1 7つの世界遺産を訪れます。
●テッサロニキのアギオス・ディミトリオス教会
●メテオラ ●デルフィ ●ロードス島 ●アクロポリス
●バトモス島 ●エフェソス（トルコ）

,2 3泊4日のエーゲ海クルーズで5つの島を巡ります。

O 憧れのサントリーニ島c..) 
ではゆったり2連泊

1アテネの夜景を望む
レストランで優雅な

ディナー(10日目）

ジュニアスイ ートキャ

◆ツインペッド ◆ソファペッ
◆パスタプまたはシャワー

磁一部視界が遮られるお部屋が
ございます。

冒欝疇V掃冒l
※おひとり様参加の場合はさら

に12万円追加となります。

ノ
のス

言
ク
。＞

ァ
J団

謂

--―蛉 エーゲ海の美しい島を巡ります 玲 C ・ 
イメージm姦」字悶‘

ミコノス島

迷路のような石昼の通路や
伝統的な白い家々、教会が
印象的です。 和豆で・

囚'’パトモス島

新約聖書の「ヨハネの
黙示録」が書かれた島といわれています。

□1i111園圃闘
ロードス島

中世城塞都市
名gZふ

の街並みが残

,~ ,,; る1日市街。 マ`
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動中 、
イメージ、

を望むリカビトスの丘

お食事をお楽しみください。

アテネでは好立 地なデラ ックスクラス

ホテル（当社基準）にご宿泊！

j 

10泊目／アテネ

NJVアテネ
プ ラザ （一例）

ィラの街まで徒

8・9泊目／サントリーニ島

サントリーニパレス
（一例）＠酉亘

●利用ホテル一覧

テッサロニキ グランドバレス〈Sp〉、マケ ドニアバレス〈Sp〉のいずれか

デルフィ アマリアデルフィ〈Sp〉［指定］

サントリーニ島 エルグレコ〈Sp〉、サントリーニバレス〈Sp〉のいずれか

4泊目 スタン レイ 〈 Sp 〉 、テイタニアホテル 〈 Sp 〉 、ブラウン•アクロ
ポール・ホテル〈Sp〉のいずれか

アテネ
10泊目 NJVアテネプラザ〈Dx〉、デイヴァニカラペル〈Dx〉、

アテネマリオットホテル〈Dx〉のいずれか

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーペリアクラスホテル（当社基準）
※4日目のアテネ泊、5~8日目のクルーズ船中泊及び、8・9日目のサント
リーニ島泊ではバスタブはついておりません。

※お1人様(2歳以上）2名様1室海側キャピン・ピジネスクラス利用の場合

6月そ--巴9P円巴＃＝＝
24（木）

7月 6（木） 11,259,800円 9月 7（木）

酬械1,い柚剛l
ジュニアスイートキャピン利用プラン

（お1人様・2名様1室利用し＿＿」上記旅行代金より 120,000円追加

“斗井t' エコノ迂クラス
利用プフノ（全区間）

180,000円
700,000円

上記旅行代金より 300,000円引き

※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要となりま
すのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照ください。●国際観
光旅客税：おl人様1,000円 ●国内空港施設使用料（羽田）．大人(12歳
以上） 2,950円•子供 ( 2歳以上12歳未満） 1 ,470円 ●旅客保安サービ
ス料（羽田） 大人•子供 (2歳以上） 100円 （※利用航空会社によっては徴
収がない場合がこざいます。詳しくは残金請求時にこ案内いたします。）
●海外空港諸税※：6,190円 ●寄港地税及び船内チップ※お1人様：
29,850円 ●ギリシャ宿泊税19ユーロ（約2,800円）●航空保険特
別料金3,000円 ●燃油サーチャージ※：96,500円 ●クルーズ燃
油代金※：4,800円※は2023年1月4日現在の目安額です

匂璽 l甲函蕊畠幽畠畠団冨國
l嗜昂閃曙'9.（→P56参照） ◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）●--＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き （おひとり様1個）。

国愛］東京（羽田）発+I空路、ターキッシュエアラインズビジネスクラスにてイスタンブールで

乗り継ぎ、エコノミークラスにてテッサロニキヘ。 〈機中泊〉 〔ヨ［ヨ8]
国 テッサロニキ着石8藩後、市内へ。ギリシャ第2の都市テッサロニキ観光（約2時間）。

〇ホワイト・タワー、他界遺産アギオス・ディミトリオス教会をご案内。

団亙図テッサロニキ／ 罷置直シーフード料理をお楽しみください。

ホテル着 I歩く時間1い■淳界月『9,’' 〈テッサロニキ泊〉 8〕団〕’’

国歪］テッサロニキ四カランバカヘ。他界遺産メテオラの奇岩と修道院観光 （約2時間30分）。
(235km／約3時間30分） ◎修道院観光 （メガロ・メテオロン修道院を始めとする6つの修道院

カランバカ のうち2つに入場します）。 駐置置名物料理「ムサカ」をご用意して
(230km／約3時間30分） います。 「デルフィの神託」で知られる聖地デルフ ィヘ。

疇 デルフィ／ホテル藩 I歩く時間IA | 〈デルフィ泊〉 ＠り団〕’’

三i言三：
固函］ デルフィ四 午前、古代ギリシャの宗教の中心地として栄え、「地球のへそ」と言われた
(162km／約2時間30分） 泄界遺産◎デルフィの遺跡観光（約2時間30分）。◎博物館もご覧いただき

函 ミコノス発

□豆〗 クシャダス薦とと

国亙図 クシャダス発
疇 パトモス島藩

固亙回パトモス島発

□返〗 ロードス島着

□酉リクレタ島藩

瓢 クレタ島発

疇 サントリーニ島藩

疇 サントリーニ島／

ホテル着

サントリーニ島

トルコのクシャダスに入港。出港まで自由行動。

異国情緒漂うバザール等の散策や船会社主催の寄港地観光（泄界遺産］
◎エフェ‘ノス遺跡／旅行代金に含まれています。）をお楽しみください。
クシャダスを出港。

パトモス島に入港。出港まで自由行動。

島内散策や船会社主催の寄港地観光（泄界遺産l◎聖ヨハネ修道院／
旅行代金に含まれています。）等でお楽しみください。

パトモス島を出港。 〈船中泊〉 ~団〕’’
ロードス島に入港。出港まで自由行動。
船会社主催の寄港地観光（古代の3大都市のひとつリンドスの◎アクロ

ポリスと泄界遺産〇旧市街／旅行代金に含まれています。）等でお楽しみ
ください。

ロードス島を出港。 〈船中泊〉 (i]IIDm 
ヨーロッパ最古の文明の発祥地クレタ島に入港。出港まで自由

行動。船会社主催のクノッ‘ノス宮殿観光等の寄港地観光（別料金）
等でお楽しみください。（注1)

クレタ島を出港。

サントリーニ島に入港。

駆mシーフードディナーをどうぞ。

〈サントリーニ島泊〉 〶匪lm l
終日自由行動。ご希望の方は、フィラの町散策へご案内。

関覆響星璽讀4閻膠＂＂喋対囀犀詈躙

夕刻、イアの町の散策をお楽しみ ください。
罷置直美しいイアの夕陽観賞とディナーをお楽しみください。（注2)

一三閂珀i渭••• ほ＜時間 I A | 〈サントリーニ島泊〉 ＠別三〕m

麟言r+1凸塁雰晶言弘二い亨宍二言□醤］ アテネ着 します。◎考古学博物館にもご案内します。

駆麗置 （レストラン·躙潤• アテネの夜景を望むリカビトスの丘にある
レストラン「オリゾンテス」にて優雅なディナーを。

匹誓~,-,:: 1 I アテネではデラックスクラスホテル（当社基準）にご宿泊 I - I□9こ行動をあ楽しみくたさい。あ部屋は1;；二巴9
瓢 ァテネ発字R ます。午後ホテル発、一路、スニオン岬へ。スニオン岬観光 （約1時間30分）。

◎ポセイドン神殿を観光します。

覧m海辺のレストランにてシーフード料理をどうぞ。

言二雪こここ二三●添乗員が同行します ●最)斗音行人員／10名様（赤字の出発日は催行確定）●最大人員／20名様
●食事回数／朝食9回、昼食8回 、 夕食 1 0回 （軽食含む•機内食除く ）
●日本発着時利用航空会社／ターキッシュエアラインズ
●航空機の利用クラス／FE555C：ピジネスクラス（羽田⇔イスタンブール間）、 FE555Y：ェコノミ ークラス（全区間）

-—：扁喜益名；英五＃g事岱智：，1［誓は9芸畠？ご；、各；忠門
ます。●バスポート残存有効期間はクルーズ終了日から6ヵ月以上必要となります。●クルーズのスケジュールは予定時間
帯及び入・出港の時間を記載しておりますが、予告なく変更になる場合があります。また、天候・現地事情等により予定の寄港地
に入港できない場合があります。●5日目のミコノス島の到着は18時頃の予定です。旅行時期によっては陽が沈んだ後に
到藩の場合もあります。●船会社主催のオプショナルツアーは、現地にて添乗員からご案内します。 （注1)現地にて同行
添乗員からご希望をお伺いさせて頂きます。船会社主催の観光は英語ガイドとなります。 （注2)天候により夕陽をご覧いた
だけない場合がございます。（注3)飲み放題に含まれるドリンクの詳細は現地事情により変更となる場合がございます。
※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、
陰性証明呑の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。
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名門ホテルに泊まる(1・2・5・6泊目）

優雅なスイス 8日間

[n
 

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介

［フレンドツアー旅ごはん I検索も

ヨーロッパアルプスのシンボルともいえる
名峰マ ッターホルン。4つの山稜と4つの
岩壁から成っている四角錐で、青空を切り
裂くように圧倒的な高さで迫ってきます。

1スイスインターナショナルエアラインズ IC？アルプス3大名峰を 初心者でも安心して

往復直行便利用でお身体らくらく。 展望台から間近に観光。
5 

歩けるなだらかな

2お身体に優 しい2連泊x2回。
ルートの2つの

車窓からのバノ ラマが美しい
ハイキングを

ツェルマッ トではマッターホルン
、 グ

ー氷河特急では1等車の座席をご

の見えるお部屋に2連泊。
日本語ガイドが

用意。列車の旅をお楽しみください。 ご案内します。

一メヴ｀V‘ア公出“`‘“ct--、心で女追Vテ コ ー

マッターホルンの見えるお部屋にご宿泊
女心夕ぺ下ブ 山 “`・ベ、生；；r⇒V‘クさ泣“・ベ、で’込vr上這a.べ、
- - ツェルマッ ト -- --

ナショナル（一例）
中心部にあるホテルにて自然を
しみながら、お寛ぎいただけます。璽■

—亨 日本語ガイドが2つのハイキングにご案内 «-<S------

m寄9旦占誓tレ＇／ 区〕窃豆竺五誓1;?
フェル湖の
さマックーホルン

皐
マッターホ）

お花畑

1・・ タ

~oal ;t駅前
• • ~. 

ュングフラ
アイガー (4,158m) 
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予 I•フ岱ぶ；
登山列車の乗換駅アイガーグレッ
を越えながら一面に咲く花々とユ
宮んだ景色を満喫します。
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ラDAym 2007年に世界遺産に登録されたレマン
湖の北岸のラヴォー地区。階段状に大きく
広がる美しいブドウ畑が陽射しに照ら
されて幻想的な美しさを見せてくれます。

m7雰城湖岸に浮かび上がるロマンチックな姿 9 
で知られるション城は、t寺人パイロンの
「ションの囚人」の舞台にもなりました。

夜明けから日が沈むまで、刻々と表情を変える

マッターホルン をご認いただけます。
※天候によりご覧いただけない場合がございます。

ローテンポーデン駅 (2,815mlで途中下車。右手正面に
マッターホルンを眺め、斜面に注意して足下に見えるリッフェル
湖へと下ります。

--噸Im恥‘11I特

比櫨羅輝釦lに- -
ご乗

スイスアルプスを横断す

窓からはアルプスの名

など絶景の連続をお楽 し

ヨーロ ッパ最高峰の
モンブランは、「白い山」
という意味。一年中解
けることのない白い
雪に包まれた頂は、世界で
最も美しい山のひとつと
称えられます。
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ルマ火卜 €雛》

孟年塁配潤t棧r•

スイスを代表する名門ホテルで

優雅なご滞在を

1泊目／ペルン

ー パ レス 〈指定〉

歴史を持つホテル。上品で落ち
ごしください。ホテルレストラン
プスのバノラマを望めます。

／ローザンヌ
. ~ 

街を横断するように流れるアーレ川沿いに建ち、 スイスアルプスの
素晴らしい景色を望むホテルです。

●利用ホテル一覧

ペルン ペルピューバレス〈Dx〉［指定］

ローザンヌ ロイヤルサヴォイ〈Dx〉［指定］

ツェルマット
ナショナル〈Sp〉、アンバサダー〈Sp〉、アルバナレアル〈Sp〉の
いずれか（マッターホルンの見えるお部屋）

インクーラーケンリンドナーグランドポーリバージュ〈Dx〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーペリアクラスホテル（当社基準）
※スイスのホテルのツィン部屋では2つのペッドマットが1つの枠の中に入っている
タイプのお部屋になる場合があります。地域事情をご理解いただき、ご参加ください。
※各ホテルのお部屋は位置や天候によって眺望が異なります。

・討中'’I遍lプレミアムエコノミークラス
利用プラン（成田…チューリッヒ間）

．柑•ヤ＇り’● エコノミークラス利用
ブフノ （全区問）

※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要となります
のでこ・了承ください。詳しくは9ページをこ参照ください。 ●国際観光
旅客税※：おl人様l,000円●国内空港施設使用料（成田）：大人(12歳以上）
2,130円子供(2歳以上12歳未満）1.070円●旅客保安サーピス料（成田）：
大人子供(2歳以上）530円 ●海外空港諸税※．10,380円 ●予約発券
システム手数料2,500円 ●燃油サーチャージ※：99,000円 ●スイス
宿泊税約4,000円※は2023年1月4日現在の目安額です

甲函画醤畠謳轟〶醤譴i
（→P56参照）0入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）▲乗車又は乗船にて観光

門 東京（成田）発十

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。
空路、スイスインターナショナルエアラインズビジネスクラス直行便

18:10 チューリッヒ着四示
(125km／約2時間30分）

にてチューリッヒヘ。
着後、ベルンのホテルヘ。

回亙汀ベルン／ホテル着 スイス政府の公式迎賓館と しての歴史を持つデラックスクラスホテル
：士基準）「ベルビューパレス」にご宿泊です。

〈ベルン泊〉 曰困曰

匝堕］ベルン四 午前、スイスの首都［世界遺産lベルン観光 （約1時間30分）。
(64km／約1時間） スイスで最も高い塔〇ミュンスター大聖堂、街のシンボル0時計塔、

0ァインシュタインの家、〇バラ公園からは美しい旧市街を一望します。
回互回 グリュイエール 午後、世界屈指のチーズの村〇グリュイエ ール を訪れ小さな村の
(58km／約1時間） 散策（約1時間）と昼さがりのランチタイムをお楽しみください。

駐麗置 名産グ リュイエールチーズをお楽しみください。
匡亘］ ラヴォー地区 スイスが誇るワインの郷泄界遺面 ラヴォー観光（約1時間）。

レマン湖畔に広がる葡萄畑の中をのんびり散策。◎ワイナリーを訪れ試飲
（グラス1杯）をお楽しみください。観光後、湖畔のリゾートローザンヌヘ。
0ローザンヌ大聖堂にもご案内します。

匿 ローザンヌ／ホテル着II伝統美を誇るデラックスクラスホテル（当社基準）「ロイヤル・サヴォイ」
にご宿泊です。

I歩く時間IA|．淳9昂Z9.' 〈ローザンヌ泊〉 ＠］団〕’’

匡豆］ ローザンヌ四 午前、モンテ峠を越えフランス領シャモニーヘ。
(40km／約50分） ． 途中、中世の古城〇ション城を訪れます。
匝亙］ ション城 に置9サヴォワ地方の名物「タルティフィ レッ ト（じゃがいもの
(85km／約2時間） グラタン）」をどうぞ。

躙 シャモニー け屈9' 弔畏碍,I'F1モンブラン観光 （約2時間）▲ロープウェイに乗って
(145km／約3時間） ◎エギーユ・デュ・ミディ展望台(3,842m)へ。アルプスの白き女王と

..吟左R•• 9称されるモンブランやグランドジョラスの姿が眼前に迫ります。
ロ テーシュ四 観光後、ツェルマ ットヘ。

直ツェルマット／ホテル着 I歩く時間IA I■甘可ヨ塁'9』・ 〈ツェルマ ット泊〉 ＠〕団〕’’1,."
匡釦 ツェルマット四 午前、h員胴蒙や9會詈準4マッターホルン観光 （約4時間）。 ’‘ 
コルナーグラート士ら I！輯雌id▲ゴルナーグラート登山鉄道で終着駅へ。◎コルナーグラー
攀ll9温9左塁8濯酎．＂•9 展望台 (3,089m) よりマ ッターホルンの雄姿やモンテローザなど4,000m
·~、聾温罰l呪•• 級の山々のパノラマを一望した後、再び鉄道にて〇ローテンボーデンヘ。

ローテンボーデン 1‘’‘胃’‘゚lマッターホルンの眺めを楽しみながら下る人気のハイキングコース
にご案内します。運が良ければ湖面に映る逆さマッターホルンをご覧いただけます J~
［ローテンポーデン～リ ッフェルペルク／初級／約2.2km／約1時間30分／最高
標高地点2,815m／標高差233m／日本語ハイキングガイド同行］

匿西］ リ ッ フェルベルク会 •C) リ ッ フェルベルクより▲ゴルナーグラート登山鉄道で下山。
図亙］ツェルマノト 下山後、自由行動。

-三F印•i一 i歩く 時間 I B | 〈ツェルマ ット泊〉 ＠飢三］El

C比漏L溢 芦 茫心戸悶嗅訊言 悶は畠ラ走マ99悶r.0130分）。

因亘］ァンデルマット四 駆置置 「ポークのクリーム煮（チューリ ッヒスタイル）」をど うぞ。
(98km／約3時間30分） 午後、フルカ峠をドライブしながらインターラーケンヘ。

匝豆］ィンターうーケン／ホテル着 |}：ど；：；こ:]で）閤；；品；贔巴社基準）「リンドナーグランドボーリ

係

i歩く時間IAI■嗜9年Z',＇ 〈インターラーケン泊〉 ~[胆m ,99

眉続9只詈司P世界遺産 ュングフラウ3山観光 （約8時間）へ。

2020年にオープンした新型バノラマゴンドラ▲ァイガーエクスプレス｀
ッチャー駅へ。"“咀i』▲ュンクフフウ鉄道ュングフラウヨ ッホ に乗って→イガ グレ ＾ 

・駈，，枷左”〇 に乗り換えヨーロッパで最高地点の駅〇ュングフラウヨyホ（3,454m)へ。ti:
スフィンクス展望台 ◎スフィンクス展望台(3,571m)からお楽しみください。

"11アーイガーグレッチャ― “'‘詈璽碑叫 湖面に映る逆さアイガーとペルナ オ l クフイネシャ イデック~ II山 を々ご覧頂けるハイキング「アイガーウォーク」へ；零五｀eまラす：卜の
［アイガーグレッチャー～クライネシャイデック／初級／約2.4km／約1時間30分／
最高標高地点2,320m／標高差259m／日本語ハイキングガイド同行］

疇ィンター•ラーケン 1 下山後、 自由行動 。
一辛甜~I I歩く時間 I B| 〈インターラーケン泊〉 @［ョョ
國 ィンターラーケン石ホテル発、チュ ーリ ッヒ空港へ。
(133km／約2時間）

国亙］チューリッヒ発十空路、スイスインターナショナルエアラインズビジネスクラス直行便

にて帰国の途へ。 〈機中泊〉 ~[三｝因〕
刈麟東京 （成田 ）着は9竺喜〗:?：：；鍔ふ;):空港からご自宅へのス召百己
●添乗員が同行します ●最大人員／20名様
●食事回数／朝食6回、昼食3回、夕食3回（機内食を除く）
●日本発着時利用航空会社／スイスインターナショナルエアラインズ
●航空機の利用クラス／FE500C：ビジネスクラス（成田⇔チューリッヒ間）、 FE500P：プレミアムエコノミークラス

（成田⇔チューリッヒ間）、 FE500Y：ェコノミークラス（全区間）

匿 ●上記スケジュ ールは、 2023年1月4日現在のもので
あり、交通機関の都合や天候等の事情により、日程が変更

になる場合があります。 ●ロープウェイやコンドラは天候により急遠運休と なる場合がございます。 ●4・6日目の
ハイキングは例年6月中旬頃より可能とな りますが、悪天候等の理由により変更または中止と なる場合があ ります。
ハイキングを希望されないお客様はロープウェイなどで下山できますが、添乗員は同行しません。●花や高山植物の
見頃の時期は前後する可能性があります。 ●ホテルの発着時間は列車のタイムスケジュールによ り相違する場合が
あります。●5日目のフルカ峠は天候の都合により通過できない場合は別ルートを利用 します。※ワクチン3回以上
接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の
取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

一
高山病についで最高標高地点3,842m（エギーユ・デュ・ミディ展望台）の高地を訪れるため、頭痛や吐き気といった高山病（高度障害）を
起こす場合があります。滞在中には無理な行動は避け、普段より水分を多く摂り、憤重に行動することが大切です。また、普段から体鯛の
すぐれない方は事前に医師とご相駿の上、お申込みくださるようお顛いいたします。※饉康に自信がある方も万が一に備え、「海外
旅行保険」へご加入を強くおすすめいたします。

[2X07962] 22 



ピジネスクラス：FE260TC-1154

2つの絶景列車とアルプス
4大名峰スイスの旅 10日間

r名
，っ

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介

Iフレンドツアー旅ごはんI検索も
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イタリア側からフランス側へ夢の国境越え体験

イタリア→フランス間はめずらしい3連ゴンドラ
で国境越え。ヨーロッバアルプス最高蜂の氷河と
バノラマをお楽しみください。

/ 4つの絶景列車にご乗車j)

氷河特急 は1等車 のお座席
をご用意しました。

2スイスアルプス4大名峰にご案
内。2つの絶景ハイキングで夏

のさわやかなスイスを満喫P

ぶ サンモリッツ、グリンデルワルト、ツェルマットで各2連泊。
ゆったり行程でめぐります。グリンデルワルトでは
唯一の5つ星デラックスクラスホテル（当社基準）

「ロマンティックシュパイツアーホフ」にご宿泊です。

＃ イタ リアからフランスヘはゴンドラで夢の国境越え
体験をお楽しみください。

＼竺竺竺竺竺上
なんといってもグリンデルワルトの名門ホテ
ル「ロマンティックシュバイツァーホフ」。
2連泊なので優雅なひとときをお過ごしくだ
さい程良く自由食の時間もあります。美味しい
チーズフォンデュを食ぺに行きましょう。

芦 雄大な大自然と神々しい山々、スイスの名峰はこんなにも美しい 玲＿ 
2つの絶景列車の旅をお楽しみください

＝ 鉄道世界遺産の路線 ベルニナ線 圧□ 世界一遅い特急 氷河特急圃園璽1 |〖垣亘］ フレンドツアー初登場匡亜新型パノラマゴン ドラ
変化に宮んだアルプスの景色、氷河を間近で見ることがアルプスの山や湖を縫って走る氷河特急はスイスで最も リンツ・ホーム・オブ・チョコレート
できる人気の路線です。 人気の列車です。

アイガーエクスプレス

| 2020年オープンの妍名所へご条l付いたします .I 

＇ ．．
 J

 

｀
 .,
 

-`
 

＇ 

ふ！＝呻J
スイスを代表するプランド「リンツ」待望のI2020年にオープンした新型パノラマゴン
チョコレートセンター（博物館）が長年の構想・ ドラで、アイガー北壁のそばを通る絶景を
工事を経てオープンしました。 ご覧いただきます。

イタリア→フランスヘは

ゴジドラで夢の国境越え体験

己 {,¥、¥

ポンタル・ダントレープ(1,300ml¥ 
¥ 

ヴァレブランシュの

大氷河 匿 iJI
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ス

）ンデルワルトでは
デラ ックスクラスホテル

ィックシュバイツァーホフ」に

2連泊 （スイスホテル協会認定）（咄麟）

5泊目／グリンデルワルト

クシュバ イツァー ホフ〈指定〉

星＊Sデラックスクラスい一
スホテル協会認定）

大きな三角屋根が印象的な伝統的なシャレー（山小屋）風の外観で、この
地方ならではの牧歌的な雰囲気をご堪能いただけます。思わず息を止めて
しまうような大自然の絶景を楽しみながら、ゆっくりとした時間を過ごす
ことが出来ます。

●利用ホテル一覧
ピダー(Dx)、ヒル トンエアポート(Dx〉、マリオットチューリ ッヒ

チューリッヒ 〈Ox)、モーペンピックエアポート〈Ox)`ラディソンBLUエアポート
(Ox〉、ルネッサンスチューリッヒタワー(Ox〉のいずれか
アートブティックモノポール〈Sp〉、オイローバ〈Sp〉、クリスタル

サンモリッツ ホテル〈Sp〉、サンジャン〈Sp〉、ステファニー〈Sp〉、セルヴァス〈Sp〉̀
レイネヴィクトリア〈Sp)のいずれか

グリンデルワルト ロマンティックシュバイツアーホフ〈Ox〉［指定］

アストリア〈SD〉、アラリン〈Sp〉`アルパトロス(Sp〉、アルバナレアル
ツェルマ ット 〈Sp〉、アルペンリゾート (Sp)、アンタレス〈Sp〉`アンバサダー〈Sp〉、

クリスティアニア〈Sp〉`シミ〈Sp)のいずれか
NHジュネーヴシアイ 〈Sp〉、NHジュネーブエアポート〈Sp〉、クラウン

ジュネーブ プラザ(Sp〉、コルナパン〈Sp〉、ノポテルジュネーブセンタ一〈Sp〉、ウー
ウィック〈Sp〉、ルネイション(Sp)のいずれか

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーベリアクラスホテル（当社基準）
※ダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合がございます。
※スイスのホテルのツイン部屋では2つのペッドマットが1つの枠の中に入っているタイプ
のお部屋になる場合があります。地域事情をご理解いただきご参加ください。
※各ホテルのお部屋は位置や天候によって眺望が異なります。

830,000円

かヽ似Ihゆ
ブレミアムエコノミークラス利用ブランI上記旅行代金より230,000円引き
（羽田-ミュンヘンまたはフランクフルト間）

空 クラス利用プラン（全区間） 1上記旅行代金より380,000円引き

※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要と

なりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照ください。

●国際観光旅客税※：おl人様1,000円 ●国内空港施設使用料（羽

田） ：大人(12歳以上）2,950円子供(2歳以上l2歳未満）1,470円
●旅客保安サービス料（羽田） ＇大人•子供 (2歳以上） 100円 ●海外
空港諸税※：12,720円 ●燃油サーチャージ※：101,800円 ●航空

保険特別料金：3,200円 ●予約発券システム手数料5,000円
●スイス宿泊税約5,200円※は2023年1月4日現在の目安額です。

高山病についで最高標高地点3.842m（エギーユ・デュ・ミディ展望台）の高地を11iれるた
め、頭痛や吐き気といった高山病（高度隧害）を起こす場合があります。滞在中には無理な行
動は避け、苔段より水分を多く摂り、惧重に行動することが大切です。また、普段から体！月の
すぐれない方は巧前に医師とご相談の上、お申込みくださるようお願いいたします。※健康
に自信がある方も万が一に備え、「海外旅行保険」へご加入を強くおすすめいたします。

甲函画函畠畠団圏醤國
1ぼ唇平n.（→P56参照） 〇入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません) ....乗車にて観光

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。
匹 東京（羽田）発+ 空路、ルフトハンザドイツ航空ビジネスクラスにてミュンヘンまたは
ば醤］ チューリ ッヒ着 フラ ンクフルトで乗り継ぎ、エコノミークラスにてチューリ ッヒヘ。
(2km／約10分） 普後、 チューリッヒのホテルヘ。
五亙lホテル普 〈チューリッヒ泊〉 ビ弧5ピ］
国 チューリッヒ四
80km／約1時間10分）

ザンクト・ガレン
(195km／約3時間）

午前、2020年にオー プンした◎ リン ツ・ホーム ・オブ・チ ョコレー
トにご案内。出来たてチョ コレー トの試食をお楽しみください。
その後、ザンク ト・ガレンヘ。ザンクト・ ガレン観光 （約1時間30分）。
◎大聖堂と◎泄界遺面修道院図書館、〇旧市街など東スイスの中世
の街並み散策をお楽しみください。その後、サンモリ ッツヘ。

匡酉］サンモリッツ／ホテル着 I歩く時間 IA I 〈サンモリッツ泊〉 h9nom,999 
匡町サンモリッツ芦R 午前、ベルニナ・ディアボレ ッツァヘ。
(19km／約30分） hn’“開愕未A目の前に迫るベルニナアルプス観光（約1時間30分）。＇
ベル―ナ・ディ...,’｝ホレッツァ ▲ロープウェイにて◎ディアホレッツァ展望台へ。

霞喧!ii~后渭罪豆ぷ、：の雄姿や眼下に広がるペルス氷河 P.:
戸 ］ティラノ四 '’翌；；土ぎ9?9門貰贔認こ四；イ討謬竺霜
(58km／約1時間30分） やフーコ・ヒアン コ湖など、車窓からの景色をお楽しみ ください。
疇サンモリッツ／ホテル着 サンモリ ッツヘ戻ります。到着後、自由行動。
ー非：柑渭睛肩鵬I歩く時問 IAI 〈サンモリッツ泊〉 ＠国］曰
匡西］サンモリッツこB 午前、サンモリ ッツ駅へ。
・嗣叫仙1● 会 国 図弧日氷河特急1等パノラマ車両に乗車しアンデルマットヘ。（約5時間）
巴蚕］アンデルマット フン ドヴァッ サ一橋を通過する区間に乗車しま す。

叩 (118km／約3時間15分） 普後、フルカ峠を通過、グリンデルワル トヘ。

国亙］グリンテルワルト／ホテル着 Iグリンデルワル ト唯一の5つ星ホテル（当社基準デラ ックスクラス
ホテル）「ロマンティックシュバイツァーホフ」に2連泊です。

i歩く時間 IAI 〈グリンデルワルト泊〉 @飢囮m..
麟 ）ンデルワルト士 午前 2020年↓―オープンした新型パノラマゴンドラ▲「アイガーエクス

一 三 此 クフラウ登山鉄道で四一-四泄界遺面 ；
クフ ラウ3山観光 （約4時間）。アイガー北壁を眺めながらの空

中散歩や◎ユングフラウ ヨッホ・スフ ィンクス展望台(3,571m)から P.:

名峰アイガー・メン ヒ・ユングフ ラウの大パノラマとアルプス最長
アイガーグレッチャ― |の匝界遺晒ァレ ッチ氷河の景観を楽しみます。

クライネシャイデック士 層置量詈墨'o]湖面に映る逆さアイガーとベルナーオーバーラントの

山々をご覧頂けるハイキング「アイガーウォーク」へご案内いたします。
Iアイガーグレッチャー～クライネシャイデック／初級／約2.4km／約1時間30分／

閂雷言9吾ハイキングカイ ド同行l〈グリンテルワルト泊〉 セ＼二jこ．

“‘三袖’一匡グリンテルワルト下示 午前、スイスの首都ベルンヘ。悔 界遺産ベルン観光 （約1時間30分）。
(90km／約1時間15分） アーレ川に囲まれた〇ベルン1日市街と街並みを一望できる〇バラ

9|さルン(230km／約3時間15分）公園 〇クマ公園へご案内します。
プーシュ士 観光後、テーシュより▲シャ トル列車に乗り換え、ツェルマ トへ
国膨lルマット／ホテル着 日桓堕種且ェ ・国塁塁口直 〈ツェルマット泊〉ツ ＠乳囮m

二 三：：条；：i

翌望号；ノート竺 ih』':E9竺 ；［でふ温嵐霜羹訳 苫翌：レナークラー
ト展望台(3,089mlよりマ ッターホルンの雄姿やモンテローザなど

・”温躙Bllltl4,ooom級の山 の々パノラマを一望します。

”三迂i9讚暉I霞‘”‘°l・マッターホルンの眺めを楽しみながら下る人気のハイキ

〈ツェルマ ット泊〉 ＠曰［ヨ

ニ因ご•

~ll [J;図コ 東京 （羽田）着 羽田藩後、空港で解散となりま す。＊空港からご自宅へのスーツケース
』 宅配サービス付き（おひとり様1個）。 因犯ぅ曰

●添乗員が同行します ●最大人員／22名様 ●食事回数／朝食8回、昼食5回、夕食4回（軽食含む、機内食を除く）
●日本発着時利用航空会社／ルフ トハンザ ドイ ツ航空 ●航空機の利用クラス／FE260TC：ピジネスクラス
（羽田ーミュンヘンまたはフランクフルト間）、FE260TP：プレミアムエコノミ ークラス（羽田ーミュンヘンまたは
フラ ンクフルト間）、FE260TY：ェコ ノミークラス（全区間）

匿国ヨ＿ ●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり、交通機関
の都合や天候等の事情により、日程が変更になる場合があります。

●各空港では、お客様ご自身にてお荷物を運搬していただきます。●5・7日目のハイキングは例年6月中旬頃から9月下旬まで可能
となりますが、年によって時期がずれることもあり、 コースを変更する場合があります。ハイキングを希望されないお客様はロープウ
ェイや列車にて下山できますが、添乗員は同行しません。また、天候等により歩くことができない場合にはロープウェイや列車にて下
山します。●3・5・7・8日目の展望台観光は、悪天候による展望台閉鎖や、交通機関運休時等は別コースヘのご案内、または実施でき
ない場合があります。その際の返金はございません。なお、現地事情により、8日目エルプロンネ展望台及び3連ゴンドラでの国境超え
ができなくなった場合はエギーユ・デュ・ミディ展望台のみのご案内となります。●3・4日目の列車の乗車区間は、現地事情により
区間の変更または逆回りになる場合があります。●花や高山植物の見ごろの時期は前後する場合がございます。●ホテルの出発・
到着時間は列車のタイムスケジュールにより相違する場合がございます。●4日目のフルカ峠は天候の状況により通過できない場
合は、別ルートを利用します。●5日目のアイガーエクスプレスが天候などの事由により運休の場合は、登山鉄辺を利用します。
※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明
書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。
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～フレンドツアー50周年記念ツアー～

讐讐ゆったり巡るスイス10晶

てtく実際のお食事をレポート I
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

［フレンドツアー旅ごはん I検索も
美しいブリエンツ湖、―トゥージ湖とインターラーケン ；
の町、アイガー、メンヒ、ユ る＇グフラウの3名山を含む
ベルナニァルプスの山々が広がります。

tr 

／ ヨーロッパで最も高い場所にある 乏） フレンドツアー誕生50周年 ° スイスの大自然を肌でc.J 
展望台「マッターホルン・グレッシャー・ 記念。ユングフラウ地方の 感じるトレッキング1回、
バラダイス」(3,883m)へご案内。 絶景が食事とともに楽しめる ハイキング1回をご用意。

おなじみの姿とは別のマッターホルン 「ハーダークルム展望レストラン ※希望者はさらに3日目と7日目

を眺めることが出来ます。(2日目） （個室）」での夕食をご用意(6日目） のハイキングにご案内します。

芸 壮大な自然に囲まれた山岳地に4連泊 x2回 蛉

□五 ；喜 雰 闘五盗気観光地

名峰マッターホルン観光の拠点となるアルプスで最も名高い観光地の一つ。

古い木造家屋が軒を連ねる町並みが素朴な雰囲気を演出します。麓の澄んだ空

気に触れてゆっくり過ごせるアルプスの大自然に浸れる素敵な場所です。

国了ぷスの女王」 と

マッターホルン

ヨーロ ッパアルプスのシンボル
ともいえる名峰。4つの山稜と4
つの岩壁から成っている四角錐
で、青空を切り裂くように圧倒
的な高さで迫ってきます。m：：匹

マッターホルン北壁の真
下にある湖で、黒い（シュ
ワルツ）湖という名の通り
深い色をしています。mグレイシャーパラダイス

西にはマ ッターホルン、

東にはブライトホルン、

その背後には雄大なモ: 標高2288m、ツェル ンテローザも釜え、
マットから最も手軽に 360度の大パノラマが

行ける展望台です。 広がります。

□亙］霊°:）シ’ゞ(:1連泊
氷河でU字に削れた印象的なラウターブルンネン谷の谷底に位置し、南西に広く

開けたテラス状になった山上の台地で、ユングフラウ地方の観光拠点として発

展してきた静かな村です。エレガントなホテルなどが立ち並びます。

ラウターブルンネンのU字谷に位置 してお
り、谷の遠方にユングフラウの白い峰がそびえ
るダイナミ ックな様と落ちついたリゾー トの
雰囲気は滞在する人々に安らぎを与えます。

ツェルマットエリア内ほぽ全ての登山鉄道や交通機関を
自由に利用ができ、マッターホルンの全ての展望台を
追加料金なしで巡ることができます。

ゴルナーグラート展望台、マッターホルン・グレイシャーパラダイス、シュヴァ
ルツゼー、ロートホルン等お好きな展望台へ行くことが可能です。素晴らしい
絶景をご覧頂きながらスイスの大自然を満喫ください。他のツアーでは既に行
程が決まっておりますが、当ツアーでは自由行動にてお楽しみいただけます。

・且：l中1ュングフラウトラベルバス

フィルスト、シーニゲプラッテなど指定エリアで
2日乗り放題のバスです。

スイスを代表する名蜂アイガー、ユングフラウ、メンヒが連なるベルナー 「ヽに亀
ァルプスの3名山を望むクライネシャイデックまで登れます。こちらのバス
で高山植物園があるシーニゲプラッテやメンリ ッヘン展望台へ行くことが
出来ます。シルトホルンやユングフラウヘは別途追加代金必要となります
が割引料金で行くことが出来ます。



ごあいさつ

皆様スイスには何回か行かれましたか？一度スイスに行
くと「次はゆっくり何泊かしたいな」と皆様仰います。こち
らはそんなスイス好きの方にびったりなコースです。マッ
ターホルンの麓ツェルマットとユングフラウを望む静か
な村ウェンゲンに4泊するため悪天候のリスクを減らし
て大自然を存分に楽しむことが出来ます。

フレンドツアー
50周年記念ポイント

th 

ト

阪神航空フレンドツアーは
50周年を迎えました。

●利用ホテル一覧
ツェルマット アルパナレアル〈Sp〉［指定）

ウェンゲン サンスター〈Sp〉［指定）

〈Sp〉：スーベリアクラスホテル（当社基準）

5~8泊目／
ウェンゲン

※ダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合がございます。
※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合

220,000円

ー プレミアムエコノミークラスI
利用プラン俄田ーチューリッヒ間）

上記旅行代金より 250,000円引き

·討•11卜躊 エコノミークラス利用プラン
（全区間） I上記旅行代金より 400,000円引き

※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途
必要となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ
参照ください。 ●国際観光旅客税※：おl人様1,000円
●国内空港施設使用料（成田）：大人 (12歳以上） 2,130円•
子供(2歳以上12歳未満） 1,070円 ●旅客保安サービス
料（成田）：大人子供(2歳以上）530円 ●海外空港諸税
※:10,380円 ●予約発券システム手数料：2,500円
●燃油サーチャージ※：99,000円●スイス宿泊税約
4,000円 ※は2023年1月4日現在の目安額です

し甲函画畠函畠圏〶醤麗i
〇下車観光（施設等へは入場しません）▲乗車にて観光

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。
疇 東京（成田）発:1空路、スイスインターナショナルエアラインズビジネスクラス
国 チューリッヒ藩こ8 直行便にてチューリッヒヘ。普後、ツェルマットヘ。
(250km／約4時間）
固互回ツェルマット／ホテル着

言ッェルマット盃 I~ロープウェイを乗り継ぎ、グレイシャーパラダイスヘ。 トロ ッケナー
グレイシャーパラダイスシュテークから展望台グレイシャーパラダイスまでのロープウェイ

は氷河の上を通ります。マッターホルン観光（約1時間）。ッェルマットか
ら見るのとはひと味違うマッターホルンの姿をご覧いただけます。

盃シュワルツゼ— 1再び▲ロープウェイを乗り継ぎシュワルツゼーヘ。

鑑置響園璽• 1罰蒙国匿馴シュワルツゼーからフーリまでマッターホルンの麓

ハイキング（シュバルツゼー～フーリまでの中級コース）
トレッキング中級／歩行距離：約6.7km／歩行時間：約2時間／標高差：716m/
最高標高：2,583m／ハイキングガイド同行

フーリ西 Iツェルマットヘ戻ります。昼食後、自由行動。
ツェルマット／ホテル藩 自由行動に便利な3日間ツェルマットピークバークバス付

1歩く時間IB I 〈ツェルマ ット泊〉 ＠R巳If：―~Ti.iffl'□9!1-
ツェルマット

・置響置匿園璽曇 ハイキング中級／歩行距離：約5km／歩行時間：約2時間30分／標高差：339m/
最高標商：2,571m／ハイキングガイド同行

ツェルマット西 ッェルマ ットから▲ケーブルカーでスネガヘ。▲ロープウェイに
匡豆］ブラウヘルト玉乗り継ぎブラウヘルトヘ。
スネガ ブラウヘルトから湖を巡り、徐々にスネガまで降りてゆきます。スネガ
“じツェルマット 付近ライゼーでは天候が良けれは逆さマッターホルンの姿が楽しめ—~T;,;'mJ-

ます。ツェルマット着後自由行動。 〈ツェルマ ット泊〉 @}ビ〕ビ］
ェルマット 終日、自由行動。大自然のスイスをご自由に満喫ください。

りU .

一且趾H,il.- 〈ツェルマ ット泊〉 @}巳曰
疇ツェルマットにbテーシュヘ。
亙函］ テーシュこ8 バスでラヴォー地区へ。途中、レマン湖畔に浮かぶシオン城の
(140km／約2時間） 写真ストップにご案内します。（約30分）
ラヴォー地区 美しいぶどう畑が続く丘陵地帯世界．遺薔0ラヴォー地区散策（約
(170km／約3時間） 30分）。写真ストップと ワイ ンセラーでスイスの名産ワイ ン「シャ

スラ」をご試飲頂けます。散策後、ウェンゲンヘ。

直ウェンゲン／ホテル町歩く時間IB| 〈ウェンゲン泊〉 e輝曰

剛二□ば畠言亨ぢ昆賃富贔塁；広塁認ェに
フィルスト展望台西 0フィルスト展望台へ（約30分）。

側且騎嗣嗣駒翫繊 闊ヽ薯闘バッハアルプゼーまでの平坦が多い道を往復するハイキングにご
案内（フィルスト～ノースフェイストレイル～バッハアルプゼーまでの中級コース）
ハイキング初級／歩行距離：約6km／歩行時間：約2時間30分／標高差：104m

グリンデルワルト~ II／最高標高：2，275m／ハイキングガイド同行

.tlla'量＇ 9=；午後グリ ノ丁ルワルトヘ戻ります。

インターラーケン“iアイガー北壁の村〇グリンデルワルト散策（約2時間）。散策後、 ▲列車
ハーダークルム でインターラーケンヘ。蒲後、ケーブルカー駅へ。ハーダークルムヘ。"" 

=—し」閉屯tザ'1竺;竺--し
固劉ウェンゲン／ホァル創夕食後、ウェンゲンヘ戻ります。

1歩く時間IB | 

ウェンゲン 終日、自由行動。自由行動に便利な2日間ユンクフラウトラベルバス付

閂』臀屯謂漏隕昌釧。
屡ウェンゲン匹 ラウターブルンネンヘ。乗り継ぎ、グル ッチェアルプヘ。
フウターブルンネン益乗り継ぎ、ミュー レンヘ。
グルッチェアルプにb ァルメントフーベルヘ。

ミューレンaii 11“'蘊詈璽＇』 ァルメントフーベルからミューレンまでユングフラウ3山を眺

・巨舅暑場蕩量＇． めながらハイキング（アルメントフーベルからミューレンまでの中級コース）
ハイキング中級／歩行距離：約6km／歩行時問約2時間30分／標高差：307m

ミューレン= ||／最高標高：1，907m／ハイキングガイド同行

疇 ウェンゲン ハイキング後、▲列車と▲ロープウェイにてウェンゲンヘ。
箔後、 自由行動。 〈ウェ ンゲン泊〉 @}ビ〕ビ〕一雌眼j 1 -

-iiTllffl潤■■l
終日、自由行動。大自然のスイスをご自由に満喫ください。

〈ウェ ンゲン泊〉 ~[ヨビ〕

巨湮］ ウェンゲン字8 ホテル発、チューリ ッヒ空港へ。
(130km／約2時間）

＂国匈チューリッヒ発+空路、スイスインターナショナルエアラインズビジネスクラス
直行便にて帰国の途へ。

1歩く時間IA| 〈機中泊〉 g}ビ』豆］
り直 ］東京（成田）藩 1成田藩後空港で解散となりますぷ 空港からご自宅へのスーツケース

宅配サービス付き（おひとり様1個）。 5］［三〕［三〕
●添乗員が同行します ●最大人員／20名様 ●食事回数／朝食8回、昼食3回、夕食1回（機内食を除く）
●日本発着時利用航空会社／スイスインターナショナルエアラインズ

●航空機の利用クラス／FE503C：ビジネスクラス（成田⇔チューリッヒ間）、 FE503P：プレミアムエコノミー
クラス（成田⇔チューリ ッヒ間）、 FE503Y：エコノミークラス（全区間）

駒 絢＇ ＿ 砧届猛拿五恥温T翌亘雷靡晶字盃
合かあります。●各空港においては、お客様ご自身でお荷物を運搬していただきます。●指定レストランは、レスト
ラン側の都合により急逮クローズまたは団体受付不可となる場合があります。その場合、別のレストランにご案内さ
せていただきます。※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72
時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。
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こちらの二次元コー ドから
過去の記事をご紹介

街歩きにも便利な立地のホテルをご用意

麗しのイタリア 8日間

オーモ

Iフレンドツアー旅ごはんI検索も
IIMI¥JZ.，臀喜屯濾暑i注

／ イタリア人気の4都市と珠玉の名画鑑賞を 2 ローマ観光は専用のミニバン利用で

効率よく一筆書きの行程でご案内！イタリア 歩く距離も大幅短縮のらくらく観光！

ならではのお食事もお楽しみいただきます。

ぶ フィレンツェ・ローマでは街歩きに便利な立地のホテルにゆとりの2連泊！

ベネチアでは本島にご宿泊！

芸 女神に愛された美の宝庫イタリア人気の4都市へ 玲

ITALY 

｀ 
ゴンドラ／イメージ

圃國l永遠の都 ローマ

天を突き刺すような尖塔が印象的なゴシック建築の傑作。殻エが 白亜の教会、運河を悠々 と往くゴンドラ、ふわりとした街灯の様き、光が満ち溢れる 古代からの人類の歩みをそのまま今に伝える永遠の都。「街そのものが
14世紀、完成が19世紀初めというミラノのシンポル。 サンマルコ広場。その情景はあたかも中世に時計を巻き戻したかのように幻想的です。 博物館」と言われるように、あちこちに古代遺跡が点在しています。

畷•9轟；ー：；よゞ ン利用でらくらく観光
'',_,,i→］ら’三ミ犀原ゴ＝ 最大8名乗りミニバン利用

3、--=---

,.,. 
細い道が多く大型パスが入れないローマ観光では徒歩移動が多くなりがち。そこで、 最大8名乗
りのミ ニパン （ワコン）をご用意！観光地のすぐそばまで近づけるのでらくらくです。（注4)



フ

散策にも便利な好立地ホテルをご用意―I 了 ベネチアでは本島のホテルにご宿泊！

昼間とは違う夜のラ→イ．hア〒ップ．された雰囲気も楽しめま．す。
'＂999■-

サンマルコ広場

まで徒歩圏内

(300m以下）の
便利な立地です。

甲函画幽畠臼〶醤國濱ー墨区閾を線＜

l頃昂閂曙窮 （→P56参照） 0入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）▲乗車又は乗船にて観光

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。

国釦東京（羽田）発+I空路、ルフ トハンザドイツ航空ビジネスクラスにてフランクフルト

又はミュンヘンで乗り継ぎ、エコノミークラスにてミラノヘ。

着後、ホテルヘ。

〈ミラノ泊〉 ビ〕因〕ビ〕
ホテル発、市内へ。芸術とファッションの街ミラノ観光 （約3時間）

〇ヴィ ットリオ・エマヌエーレ2世ガレリア、 〇スフォルツェスコ城、

〇スカラ座、 〇 ドウオーモ、［世界遺産l◎サンタ・マリア・デレ・グラ

ツィエ教会の「最後の晩餐J鑑賞（注1)。

に置9名物「ミラノ風カツレッ」をどうぞ。

(275km／約3時間30分） I昼食後、イタリアの風景を楽しみながら水の都ベネチアヘ。

覧 名物「イカスミパスタ」をどうぞ。

疇ベネチア／ホテル着

匿 ミラノ落

門 ミラノ／ホテル着

匡 ミラノぞB

Pou"フィレンツ2市内中心の

‘ 匹 Iしバーニフローレンス...m亀

駅飼広場

アン／（シャ冷 ンタ・マリア・ ・ヮ9
ノヴェッラ敦合． 

共和国広

．慎凱鳴

． 
サンタ•マリア・
デル・カルミネ

”会

アルバーニ
フローレンス（一例）

I 
イン広場

共和国広場 スターホテル
ピの景 ・ ／ メトロボール

オベラ霧．

~ 

. 
サンタ・マリア・ ヴィ・.，ト，)オ・． マッジョーレ教会ェマヌエレ2世広

フォロモm—ノ
コqッセオ マンゾーニ駅• /' 

9実のロ ヘ ポルタ・
マッジョーレ広鳩

●利用ホテル一覧

ミラノ ウナウェイコンテッサヨランダ〈Sp〉、ウナスカンジナピア〈Sp〉、
スターホテルピジネスバレス〈Sp〉のいずれか

ペネチア本島 スターホテルスプレンディドペニス〈Sp〉、サトゥルニアインター
ナショナル〈Sp〉のいずれか

フィレンツェ アルバーニフローレンス〈Sp〉、デイプロマット 〈Sp〉、アン
バシャ トリ 〈Sp〉のいずれか

ローマ スターホテルメトロポール〈Sp〉［指定］
〈Sp〉：スーベリアクラスホテル（当社基準）
※ダブルペッドや` シャワーのみのお部屋になる場合があります。

,800円

＊マークの出易『 |90,000円

ニニ詈三上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。
別途必要となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページ
をこ参照ください。 ●国際観光旅客税おl人様7,000円
●国内空港施設使用料（羽田）：大人(72歳以上）2,950円子供
(2歳以上72歳未満）［470円 ●海外空港諸税※'12.430円
●予約発券システム手数料2,500円 ●航空保険特別
料金：3.200円 ●イタリア宿泊税※約4,820円 ●燃油
サーチャ ージ※：約707,800円 ※は2023年1月4日
現在の目安額です。

I 歩く時間 I A I ■嗜’’平•9 ， 〈ベネチア本島泊〉 ＠別囮m
匡豆］ベネ チア Iホテル発、水の都泄界遺産ベネチア観光（約1時間30分）

〇ドゥカーレ宮殿〇サン・マルコ広場へご案内します。◎サン・

マルコ寺院では2階のバルコニーも訪れます。また、 ▲ゴンドラ

(274km／約3時間） I遊覧運河めぐりをお楽しみください。花の都フィレンツェヘ。

＇覧駈9名物「ビステッカ（フィレンツェ風ステーキ）」をどうぞ。

疇 フィレンツI／ホテル着

·匿耀嗣，↓〗合'.

ベネチア本島の「サンマルコ広場」まで徒歩圏内（約300m)のボデルを
ご用意します。 --| 

Iフィレンツェでは市内中心部の便利で快適なスーペリアクラス］
ホテル（当社基準）にゆとりの2連泊です。

I歩く時間IB|1渇平ぽ9． 〈フィレンツェ泊〉 g訃囮m、

匡釦 フィレンツェ Iホテル発、匪界遺刷フィレンツェ歴史地区観光（約3時間）

〇ミケランジェロ広場からフ ィレンツェのパノ ラマをご覧

いただきます （注2)。ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」や

「春」などの作品が収蔵されている◎ウフィッツィ美術館（注3)、

〇花の聖母教会ドウオーモ、〇シニョーリア広場、〇洗礼堂、

フィレンツェ最古の橋〇ヴェッキオ橋にご案内します。

観光後、 自由市動。

一畔—ほ＜時間 I B | 〈フィレンツェ泊〉 B［三］［ヨ

- - 1亭閤。（プリマクラス）」または「フレ ソチャロッサ
（ヒンネスクラス）」でローマヘ。

工墨］ ロー マ 四 〖彊讀 本場のピッツァをどうぞ。
午後、専用ミニバンで巡る！ 泄 界遺産 ローマ歴史地区と

泄界遺産バチカン市国観光（約4時間）

古代ローマの円形大闘技場〇コロッセオ、〇ナヴォーナ広場、

〇パンテオン、バロック芸術の傑作〇トレヴィの泉、カトリ ック

の総本山◎サン・ピエトロ寺院にご案内します。

霰m日本のお客様に好評な前菜の盛り合わせを含むご夕食をどうぞ。

、ン‘”‘駅囀剤号

・馴ii-

・尻消届胆●

工 ホテル着

ローマ

一辛珀が1-
巳 ローマ字5i

因度］ ローマ発十

|芯詞；；］雪悶虚需雰琵だiなスーペリアクラスホテル1

I歩く時間IB I 
終日自由行動。

〈ローマ泊〉 @汀Dm

〈ローマ泊〉 面曰巳
ホテル発、一路、空港へ。

空路、エコノミークラスにてフランクフルト又はミュンヘンで乗り継ぎ、

ルフトハンザドイツ航空ビジネスクラスにて帰国の途へ。

※乗り継ぎ時間が5時間以上となる場合がございます。

〈機中泊〉 ②曰R
四互］ 東京 （羽田）創 羽田藩後、空港で解散となります。＊空港からご自宅へのスーツケース

宅配サービス付き（おひとり様1個）。 8]｛三l三〕
●添乗員が同行します ●最大人員／22名様
●食事回数／朝食6回・昼食3回・タ食3回（軽食含む・機内食除く）
●日本発着時利用航空会社／ルフトハンザドイツ航空
●航空機の利用クラス／FE089HC：ピジネスクラス（羽田ーフランクフルト又はミュンヘン間）、FE089HP：プレミアムエコノミークラス
（羽田⇔フランクフルト又はミュンヘン問）、FE089HY：エコノミークラス（全区間）

圏 -
●上記スケジュールは2023年1月4日現在のものであり、交通
機関の都合・天候・現地事情により、日程が変更となる場合があ

ります。●3日目ベネチアのゴンドラ遊覧運河めぐりは悪天候等の場合は中止となります。その場合、1,000円返金いたします。
●5日目の高速列車 ltalo（イタロ）及びフレッチャロッサではご参加の方全員が同じ車両ではなく、数車両に分かれてい
ただき添乗員と同車両にならない場合があります。●ミニパン観光は同じ車にガイド・添乗員が同乗しない場合があります。
また、ミニパン観光の際はお1人様2席のご利用はいただけません。あらかじめご了承ください。●ご参加人数によっては、長
距離移動は中～小型パスを利用する場合があります。（注1)2日目「最後の晩餐」鑑賞は、入場者数限定の完全予約制と
なっております (15分毎に25名様まで）。予約が恒常的に混み合っているため、チケットを確保できない場合は、代替観光
としてプレラ美術館をご案内します。なお、入場予約確保については、最大限努力させていただきます。予約が確保できなかった
場合のご旅行代金の変更、返金等はありません。予めご了承ください。（注2)6/21出発は現地事情により、ミケランジェロ
広場へのご案内はございません。予めご了承ください。 （注3)4日目 フィレンツェのウフィッツィ美術館は、美術館側
の事情により、入場まで多少お待ちいただく場合や、ストライキなどの理由により観光できない場合があります。（注4)最大
8名乗りのため、添乗員はいずれかのミニパンに乗車いたします。※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時
お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様の
ご負担となります。
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ナポリ湾を眼前に見渡す海辺のホテルに泊まる(5・6泊目）

紺碧に輝く南イタリア8B間
ITALY 

II 

こちらの二次元コードから 白い壁と石積みの黒い屋根、卜万）防9リと呼ばれる円錐型の屋根
過去の記事をご紹介

I I も
の家は厳しい自然から生まれた工夫のひとつで、まるでおとぎの ← 

フレンドツアー旅ごはん検索 国に迷い込んだような気分にさせられます。
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〗圃麗謎に満ちた建造物
圃l置lカステJげ勺日シテ

八角形を象徴的に取り入れた設計に

なっている、イタリア共和国南部の郊外
にある中世の城。

アマルフィ海岸を望む絶景レストランで
シーフード料理をお楽しみいただきます。

|2日目昼食I

「コンカ・アズーラ」
アマルフィ海岸を望む
レストランにて心地よい潮風

を感じながら、新鮮なシーフード
料理をお楽しみ下さい。

し
（
し

． 美しい海岸線を望むアマルフィ観光 44 m雲悶げ霊点
ドウオモ

J 

カラフルで可愛らしい陶器などのお土産店が
軒を連ねているアマルフィ。町の中心にある

ドウオモは140年の歳月をかけて建てられた
大聖堂で、女性的で優美なデザインです。

m園園世界一美しい海岸と呼ばれている ＂世界で最も美しい海岸線'’と呼ばれ、全長30kmにもおよぶ断崖絶壁 三—
圃圃ァマルフィ海岸

の海岸線が延び、ほぽ垂直に崖が切り立っています。透き通ったエメラルト

の海とレンガ色の屋根の美しいコントラストが楽じめます。 「tごi
0
7
 



―'レデルモンテ

全都市にてゆとりの2連泊

1・2泊目／ポンペイ

し—~ ‘ ｀、一

ーマの富裕層が住
設計されたモダンな館内

3・4泊目

ンガリ屋根の
リ地区にご宿i

構 i辮囁
5・6 

ロイヤルコ
扉置駒尉闘廓胆＿＿4

ナポリ湾を眼前に見渡す海辺
.. “ 互＊テル。市内中心部にあり

ながら喧騒から離れた静かな
空間で、イタリア最後の夜を

雹 、あ楽しみください。

●利用ホテル一覧

ポンペイ Mギャラリーホテルハピタ79〈Dx〉［指定］
アルペロペッロ グランドホテルオリンポ〈Sp〉、コーレデルソーレ〈Sp〉、
（トゥルッリ地区） ランツィロッタ〈Sp〉のいずれか
ナポリ ロイヤルコンチネンタル「海の見えるお部屋」〈Sp〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーベリアクラスホテル（当社基準）
※ダブルベッドや、シャワーのみのお部屋となる場合があります。

※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合

9で：叫9J'宮9; □：•rぷ四てぷ，800円
98,000円

550,QOOPl 

二豆戸薗：：二：：二：ロニ
※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途
必要となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページ
をこ参照ください。 ●国際観光旅客税おl人様1,000円
●国内空港施設使用料（羽田）・大人(12歳以上）2,950円・子供
(2歳以上12歳未満）1.470円 ●海外空港諸税※:9,360円～
11,200円 ●航空保険特別料金※：3,200円 ●予約・
発券システム手数料2,500円 ●イタリア宿泊税※：約
5,500円 ●燃油サーチャージ※：101,800円 ※は
2023年1月4日現在の目安額です。

甲函画畠晒冨誠〶醤國
I鳩塁平塁'一月（→P56参照）

◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません)....乗車又は乗船にて観光
匹 オプショナルツアー（別代金／詳しくは56ページをご参照ください）

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。

四豆］東京（羽田）発+I空路、ルフトハンザドイツ航空ビジネスクラスにてミュンヘン
又はフランクフルトで乗り継ぎ、エコノミークラスにて

ナポリヘ。

冒t1喜［言
一ノレ／卜半島をドライブし、ポジターノの街を眺める ＂

〇展望台へ。断崖にパステルカラーの家々がひしめく

美しい景観は“アマルフィの宝石’'と称えられています。

その後、コンカディマリーニヘ。

匿茎］コンカディマリーニ駆麗口（レストラン国底遍り毎の見える絶景レストラン「コンカ・
(4km／約20分） アスーラ」にて海の幸のパスタをお楽しみいただきます。

と ▲小舟に乗って幻懇的に輝く◎エメラルドの洞窟 （注1)

ヘご案内。その後、アマルフィヘ。

国函 アマルフィ四 〇アマルフィ散策街の中心〇 ドウオモにご案内。散策後、

戸；：I旦喜百已二1ビ竺・道覆譴猷湘●
(320km／約4時間） Iペイ遺跡は当時の暮らしを鮮やかにとどめ、再び現代に

匿 ァルベロベッロ／

ホテル着

蘇っているかのようです。

駆 名物の「ピッツァマルゲリータ」をお楽しみいただきます。

一路南イタリアの田園風景を車窓に楽しみながら、アルベロベッロへ。

に2連泊。
|アルベロベッロの中心地ポポロ広場徒歩圏内(800m以内）I

i歩く時間IAII弔そ閂曙'9珊 〈アルベロベッロ泊〉＠韮囮m
国切アルヘロヘッロ平引ホテル発、イトリアの谷の白き街惟界遺産ァルベロベ y口

三帽漏置脳＇f航闘｝ 駆 イタリアならではの「アグリツーリズモ（農場レストラン）」．'"
にてお楽しみいただきます。

(230km／約3時間） I観光後、ナポリヘ。

Iナポリ湾を眼前に見渡す「ロイヤルコンチネンダルホテル呵麟 ナポリ ／
ホテル着 海の見えるお部屋に2連泊。

覧 海辺のレストランにてシーフード料理をお楽しみいただきます。

渉く時間IA|1鳩9昂塁',. 〈ナポリ泊〉＠飢胆’’

一墨園．．． 
一 辛珀ti1-

終日自由行動。

〈ナポリ泊〉g巳曰
工 ナポリ四 1ホテル発、ナポリ空港へ。
国戸］ナポリ発十 空路、エコノミークラスにてミュンヘン又はフランクフルトで

乗り継ぎ、 ルフトハンザ ドイツ航空ビジネスクラスにて帰国の途へ。

※乗り継ぎに五訃面〗上か力苔祠合がございます。 〈機中泊〉 (l][ヨ8]
国 東京（羽田）着 1羽田藩後、空港で解散となります。＊空港からご自宅へのスーツ

ケース宅配サービス付き （おひとり様1個）。 因〕ElEl
●添乗員が同行します ●最大人員／20名様
●食事回数／朝食6回、昼食3回、夕食3回（軽食含む、機内食除く ）
●日本発蒲時利用航空会社／ルフトハンザドイツ航空
●航空機の利用クラス／FE408C:ビジネスクラス （羽田⇔ミュンヘン又はフランクフルト間）、
FE408P:プレミアムエコノ ミークラス （羽田⇔ミュンヘン又はフランクフルト間）、
FE408Y：エコ ノミ ークラス （全区間）

匿国ヨ ●上記スケジュールは、 2023年1月4日現在のも
のであり、交通機関の都合や天候等の事情により、

日程が変更になる場合があります。 ●2日目はアマルフィ海岸の交通規制により、原則として小～
中型バス (19~40人制）を利用します。●各空港においてはお客様ご自身でお荷物を運搬していただ
きます。（注1)エメラルドの洞窟では、波の高さや現地事情により小舟に乗船できない場合があります。
また悪天候等の理由により洞窟内に入場できない場合があります。その場合は5ユーロ返金いたします。
※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間
以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

一
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ピジネスクラス：FE416C-1154

絶景のドロミテから美食の地へ

北イタリアドロミテ•ピエモンテ 8晶

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介

［フレンドツアー旅ごはんI検索も

ドロミテ山塊の中心に位置する周囲を
高い岩山で取り囲まれた落ち藩きのあ百る町。

ドロミテの女王と形容されている自然の
ハーモニーが織り成す壮大なパノラマは、
常に人々を魅了してやみません。

1ドロミテの絶景を満喫
●絵はがきのような美しいフネスの谷

●3つの岩峰を望む

絶景の トレチメハイキングへ

●ドロミテの真珠ミズリーナ湖

2北イタリアの美食と名産品に舌鼓
●有名レストランガイ ド掲載の

星付きレストランヘご案内

●グルメの地ピエモンテならではのお食事

●赤ワインの傑作バローロのワイナリーへ

ぶ 心休まるゆとりの宿泊
●各都市にてゆったり2連泊

●街の散策も楽しめる便利な

立地のホテルをご用意

ITALY 

‘̀ 

大自然の絶景が織り成す冒［＇ドロミテをたっぷりご案内！ 北イタリアの名産を味わ

31 

匝・チメハイキン司直ク→ミ
コルティナ・ダンベッ

の谷 トレ・チメ・ディ・ラヴァレ

ンタ・ e四3 ミズリー

レーナ） コルティナ
ダンペ

囚 トレ・チーメ・ディ・ラヴァレード
アウロンツォ小屋に到着後、ハイキングスタート。ラヴァレード

小屋までの約40分、ほぼ平坦な道を歩きます。眼前に肇える荘厳な石灰岩

の山々と遥かに見渡す雄大な谷など、大自然を体感する感動のひとときをお楽

しみいただけることでし＝ よつ。ぅ— ： ＇ォ小屋 山麗；での道のりはいたって平坦

一は一
(2,320m) 〔二:

※悪天候等により中止となる場合がございま

ワインの
ピエモンテを代表するブド

「ネッピオーロ」のみで造られる

イタリア最高峰の赤ワイン

で「ワインの王様」と言われる

パローロ。ワイナリーを訪れ、

試飲をお楽しみいただきます。

（テイスティング1人1杯付）

~かつてのサヴォイア家の栄華を伝える ◄

チョコレート発祥の街

トリノ。老舗のチョコ

レート店や、レス トラン

などが中心街に軒を連



コルティナダンペッツォ
--＇-

＇汎ば＇月誓閉靡抒'

北イタリアならではの

洗練されたリストランテにご案内

匡ラウリ./
、 様々 な郷土料理とイタリア料理を用意し、夏季には

庭園を利用できるボルツァーノの人気レストラン。

全都市にてゆとりの2連泊

1・2泊目／トリノ

グランドホテルシテア〈指定〉

エルペ広場
● ●ポルティチ通り

ァーノ県立
学博物館 田ホテルグリーフ
ドウオモ●

街全体が山々 に囲まれた自然豊かな街ポルツァーノでは自由行動に
便利な立地のホテルをご用意。ゆったり散策をお楽しみください。

●利用ホテル一覧

トリノ

ポルツァーノ

コルティナダンペッツォ

グランドホテルシテア〈Sp〉［指定］

グリーフ〈Sp〉［指定］

バークホテルヴィクトリア〈Sp〉、デラポステ〈Sp〉、
コルティナ〈Sp〉、ヨーロッバ〈Sp〉のいずれか

〈Sp〉：スーペリアクラスホテル（当社基準）
※ダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合がこ‘ざいます。

※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合・・・火赤色の出発日は催行確定

雫
ー ブレミアムエコノミークラスI

利用プラン（成田ーウィーン間）

1,049,800円

90,000円

620,000円

上記旅行代金より 230,000円引き

衛i'II漏'oェコノミークラス利用プラン
（全区間） I上記旅行代金より 380,000弔 lき

※このコースでは3人部屋をお受けできます。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要と

なりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照く

ださい。 ●国際観光旅客税おl人様1,000円 ●国内空港施設

使用料成田大人( 12歳以上） 2, 130円•子供 (2歳以上12歳未満）
1,070円 ●旅客保安サービス料：大人・小人(2歳以上）530円
●海外空港諸税※：8,400円 ●燃油サーチャージ※：

105,000円 ●予約発券システム手数料2,500円 ●イタリア

宿泊税※：約4,500円 ※は2023年1月4日現在の目安額です。

甲函画畠幽畠圏〶醤磯i
U'l ，Z'＿月 (-P56参照） ◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません) ...乗車又は乗船にて観光

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。

団 東京（成田）発→・空路、オース トリア航空ビジネスクラスにてウィ ーンで乗り継ぎ、

ェコノミークラスにてミラノヘ。

図回 ミラノ着下 着後、トリノのホテルヘ。

(136km／約2時問） 1国l員量曇霧層匿国霧量覇9胃渭星罷9沿暉讚
-----------------------------------------------

瓢 リノ／ホテル蓋 〈トリノ泊〉 ［三図［ヨ

-.Iiご三：：喜言；：；［；；
覧配9シェフおすすめの3コースメニューをお楽しみください。

疇 トリノ／ホテル着 I歩く時間IAII鳩9尋塁'覆 〈トリノ泊〉 @別団｝旧

疇 トリノ四 I:：二ニニニニ旦::i竺 ご；イア王家

一畠喜量：一 の王宮、◎ ドウオモ、人々で賑わう〇サンカルロ広場を訪れます。

に置3イタリア屈指の米どころピエモンテ産リゾと銘酒バローロとの素敵

なマリアージュ「リゾット・アル・バローロ」をお召しあがりください。

(403km／約5時間） 北イタリアの山岳風景を眺めるドライフを楽しみながら、一路、ボルツァーノヘ。

疇 ボルツァーノ／ 覧麗3（レストラン国璽遷ぽ司名レストランガイド掲載のレストラン ，＇，"

ホテル薦 「ラウリン」にてどうぞ。

1証樟が朕狐囁紺糾9贔璽櫨d9胃11 翫 9翫潤罰9喝駈紐』渭

1歩く時間IAIIば9三塁',’’
,, 

〈ボルツァーノ泊〉 歴汀og,t 
匡翌］ボルツァーノ四ホテル発、岩山と牧草地が美しいフネスヘ。

(43km／約45分） ＂南9畠1119ドロミテ屈指の癒しの風景、〇 フネス谷展望と

•■駈羞翫紗¥量■9 南チロルとも称される〇サンタマッダレーナ村散策 （約1 時間）。
暉 (43km／約45分） ガイスラー山群と教会と絵はがきのような風景をお楽しみいただきます。

-:.T;,;m」-ボルツァーノ 午後、自由行動。

瓢 ホテル着 チロル風の旧市街の散策をお楽しみください。

喜ノ`I冒量戸喜□三］に置3チロルスタイルの「シュペーツェル・クリーム‘ノース和え」をどうぞ。

昼食後、コルティナダンペッツォヘ。

麟壽ィナダンペッツォ／1-埠細甜細自脚貸薯事螂騨伽l悼咽輯枷料嘩請l
ホテル藩 I歩く時間 A | 1鳩塁平•’9遷 〈コルテ ィ ナダンペッツォ泊〉 g飢囮m,’.99

～絶景のドロミテ渓谷で過ごす休日～

巳翌］コルティナダンペッツォ囚石ホテル発、トレ・チメ・ディ ・ラヴァレードヘ。

(26km／約50分） 日置儡置塁ti3つの-峰トレ

暉鑓漏韓蜃躍紐t》 （アウロン

I 右 ・チメ ・ディ・ラヴァレード・ハイキング

ツォ小屋～ラヴァレード小屋までの初級コース）

(10km／約20分） ハイキング初級／歩行距離：約2km／歩行時間：約1時間30分／標高差：24ml

最高標高：2,950m／専任ハイキングガイド同行（当社基準）

” .... 』屠誓蒼'i-駒ト尉ヽ霞闘「ドロミテの真珠」と称される〇 ミズリーナ湖畔散策

(16km／約30分） へご案内します（約30分）。

に置3（レストラン国匝璽H有名レストランガイドの星付きのレストラン

にて季節のお料理をどうぞ。

麟］ルティナダンペッツォ／着後、自由行動。

ホテル着 のんびり街の散策はいかがでしょう。

-/iTll'mlli-l歩く時間IB | 〈コルティナダンペッツォ泊〉 ＠訃団〕〔三］
□翌］コルティナダンベッツォ 匹叶ホテル発、一路、ベネチア空港へ。

(150km／約2時間）

直釦 ベネチア発+I空路、エコノミークラスにてウィーンで乗り継ぎ、オーストリア航空

ビジネスクラスにて帰国の途へ。 〈機中泊〉 区〕ビ〕因〕

〗且切東京（成田）着愕塁::：芝名:]9え：りは］ら：r空港からご自宅へのス;§合i〗
●添乗員が同行します ●最大人員／20名様

●食事回数／朝食6回、昼食4回、夕食3回（軽食を含む、機内食を除く）

●日本発箔時利用航空会社／オーストリア航空

●航空機の利用クラス／FE416C：ビジネスクラス（成田ーウィーン間）、

FE416P：プレミアムエコノミークラス（成田-ウィーン間）、 FE416Y：エコノミークラス（全区間）

匿 ●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり
交通機関の都合・天候・現地事情により、日程が変更になる

場合があります。●各空港においては、お客様ご自身でお荷物を運搬していただきます。●指定レストランは、レス
トラン側の都合により急遠クロースまたは団体受付不可となる場合があります。その場合、別のレストランにご案内
させていただきます。 ※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前
72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。
一
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全都市デラックスクラスホテル（当社基準）に泊まる

優雅なスペイン8日間

iu
 
※ご希望のお
客様は6日目夜
に情熱のフラ
メンコショーに

フラメンコ／イメージご案内します。

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介

フレンドツアー旅ごはん且竺ぁ ・ が連なる「円柱の森」はとても幻想的で 90

1名門グラナダのバラドールに宿泊！（4泊目）

バラドール内ダイニングでのご夕食も

お楽しみいただけます

2全都市でデラックスクラスホテル（当社基準）に

ご宿泊。さらにマドリッドとバルセロナでは

各2連泊で自由行動もご用意 l

ぶ 「生ハム」や「イペリコ豚のグリル」などスペインならではの料理をご用意

芦「光と影の国」スペインを謳歌する旅へ 鋏

］＇、
寸

コルド
Eの小
壁の建物
村ヽ」では
く街歩き

9AIm:ド;̀}国を訪れます
9塵• ゴヤ 、 エル・グレコなど中世～

18世紀の絵画8,000点以上を
保有。宗教画や宮廷画が
多く見られます。

ペラスケス作

「ラス・メニーナス」

写真提供：スペイン政府観光局

コ ✓ 入 ...L. ソフ Vノ瓜平 ィメージ

小説「ドン・キホーテ」に出てくる風車のモデルと

言われ、風車が並ぶ丘の景観が美しい街です。

m玉誓；；：ブラ
バルセロナでは‘
ミニバン利用で ；•

丑

らくらく観光 (6日筍

贔内円翌辱
パルセロナでは大型パスの規制などがあり、
歩行距離が長くなってしまうことがしばしば
あります。この旅ではミニパンを利用します
ので、お客様のお体のご負担を最小限にとどめ
られるだけでなく、限られた時間を有効に利用
することができます。

o g言ぷ悶:ご)ン」
ひまわりドライブ スペイン南部アンダルシア地方

の初夏の風物詩ひまわり。フレンド
ツアーでは開花シーズンに、ひま
わりの情報に熟知した経験豊か
な運転手が、 一辺に開花した美
しいひまわり畑へご案内し、写真
を撮る時間をおとりします。

※例年5月下旬～6月中旬が見頃です。
※現地手配会社顕ペ

勇"- ロ

呵；；iダ喜；レミ：；；；；：〗こ` こ



ナ 画
“滋中枷ょ印ゆ
ハルセ

T （一コノスエク•• 一・ フ
スペ

パラドール内ダイニングで

優雅なデイナーをご堪能(4日目）

MENU 
到とたまごのスフレ

・出身魚と海老のサラダパレンシアオレンジと
アーティチョーク添え

•すずきのローストiは野菜とともにグラナダ風

・ケーキと季節のシャーペット
・コーヒーまたは紅茶

ホテル内のダイニングにて、洗練されたコース料理をお楽しみください。
お勧めのグラスワイン(1杯）付です。
※上記はメニューの一例です。レストラン側の事情により変更となる場合があります。

全都市デラックスクラスホテル（翡）にご宿泊

あのアルハンプラ宮殿にたたずむ

珠玉のパ ラドールにご宿泊

4)白目／グラナダ

パラドールデトゥーリズ

モデグラナダ〈指定〉
世界遺産アルハンブラ宮殿にある
名門バラドール。15世紀のサンフ
ランシスコ修道院を改装し、寄木
細工の鯛度の内装や水音も美しい
バティオは心洗われる雰囲気が
漂います。

,1,‘'ノフン I辿り まで徒歩圏内（約100m)

のホテルにご宿泊 ⑫垣亘
5・6泊目／パルセロナ

(5月19日出発以外）

クラリスホテル＆スパGL
豪華にデザインされたパルセロナ
の芸術的で歴史的な素晴らしい
魅力に囲まれて｛デんでいます。
※5月19日出発は「ルネッ サン
スパルセロナ」に宿泊します。 玉•し

●利用ホテル一覧

マドリッド ヴィラレアル〈Dx〉［指定］

コルドパ ユーロスターズバレス〈Dx〉［指定］

グラナダ バラドールデトゥーリズモデグラナダ〈Dx〉［指定］

パルセロナ ：9：::L：I:：’::：:：：：:J；:：::)[::： 
〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）
※グラナダではダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合があります。

(60日前までにご予約がどなたも無い場合はツアーの催行を中止します。）
※お1人様〈2歳以上〉／2名様ー室／ピジネスクラス利用の場合

29,800円

プレミアムエコノミークラス利用プラン 1上紐朗代金より 230,000円引き
（羽田ーミュンヘン又はフランクフルト間）

一討i卜中1•U••
ェコノミークラス利用ブラン（全区間）
※このコースでは3人部屋をお受けできます。

マークは、例年アンダルシア地方の一般的なひまわりの開花シーズンで、写真撮影の
-時間をおとりします。雌年により時期がすれてこ賢いただけなし喝合があります。咀欧坪配会社調ペ

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要とな
りますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照ください。
●国際観光旅客税お1人様1,000円●国内空港施設使用料（羽田）．大人
( 12歳以上）2,950円•子供(2歳以上12歳未満） 1,470円 ●海外空
港諸税※8,410円～10,160円 ●航空保険特別料金：3,200円
●予約発券システム手数料お1人様2,500円 ●カタルーニャ州
宿泊税：※13.64ユーロ（約1,980円） ●燃油サーチャージ：
※101,800円※は2023年1月4日現在の目安額です。

甲函遥畠醤園誠〶醤國
lt塁閃窪',_月 （→P56参照）

◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）△車窓観光
匹オプショナルツアー（別代金／詳しくは56ベージをご参照ください）

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。！

匹翌］東京（羽田）発+I空路、ルフトハンザドイツ航空ビジネスクラスにてミュンヘン

またはフランクフルトで乗り継ぎ、エコノミ ークラスにてマ

ドリ ッドヘ。

二 マドリッド藩四 1着後、ホテルヘ。

国記 ホテル着 I，プラド美術館まで徒歩圏内（約100m)の「ヴィラレアル」デラックス
クラスホテル（当社基準）に2連泊です

〈マドリ ッド泊〉 曰因曰

二 マドリ ッド四 1スペイン最大の都市マドリッド観光（約4時間）。◎プラド美術館、

ー上糾紺餅羊百~ フェリペ三世の騎馬像がある〇マヨール広場、 地元客で賑わう
〇サン・ミゲル市場へご案内します。

駆 スベインを代表する名物「シーフードパエリア」をどうぞ。

昼食後自由行動。

匹 古都トレド市内観光（食事なし）

一 三国一 渉く時間IB1 〈マドリ ッド泊〉 ＠飢阻曰

璽贔ぶ~1己戸土孟言昇？雷雷
コンスエグラ石B その後、コルドバヘ。
(281km／約3時間30分）

コルドバこR

疇 ホテル箔

“西方の真珠’'泄界遺産 コルドバ観光 （約2時間）◎メスキータ、

〇花の小径、0ローマ橋。

|「ユーロスターズパレス」デラックスクラスホテル（且）にご宿泊 It，
I 歩く時間 1 い ■鳩9平• 巳珊 〈コルドバ泊〉 ＠祖Dm

匡亙］コルドバlj.il I -ひまわりドライブシ

5月26日～6月16日出発限定例年アンダルシア地方の

一般的なひまわりの開花シーズンで、写真撮影の時間を

おとりします。
(162km／約3時間） 一路、グラナダヘ。

グラナダ 善後、グラナダ観光 （約2時間）〇サンニコラス展望台、◎アル-l9'”上徊● ハンブラ宮殿 （注1)、王の夏の別荘◎ヘネラリーフェ庭園
（注1)。
駆 「イベリコ豚のグリル」をどうぞ。
覧 （レストラン国應遍wゞ ラドール内ダイニングで優雅なディナー

をワイン（グラス1杯）とともに

国亙］ホテル着 「パラドールデト ゥー リズモデグラナダ」デラックスクラス
ホテル（当社基準）にご宿泊

I歩く時間1い■同塁号Z已’’
国 ］グラナダ匹ll一路、ミハスヘ。

ミハス 藩後、白い村ミハス観光（約1時間30分）

四孟］ マラガ発＋

匹覧］ バルセロナ

図翌］ ホテル蒲

〇サンセバスチャン通り、0コンパス

展望台。観光後、マラガヘ。

空路、バルセ ロナヘ。

バルセロナ猶。

グラシア通りまで徒歩圏内（約100m)のデラックスクラスホテル
（当社基準）に2連泊です。

i歩く時間IAI 〈バルセローチー；白〉 @9曰m
互亙］バルセロナ四バルセロナ観光 （約4時間）［世界遺産l◎サグラダ・ファミリア

.. ＿ャー 峠 =1（注1)と◎グエル公園、建築家モンタネールが手がけた作品

〇サン・パウ病院を訪れます。

“纏
バルセロナではミニバン利用でらくらく観光（左ページ参照）

昼食後、自由行動。

夜、ご希望のお客様には情熱のフラメンコショー鑑賞にご案内

します。(1ドリ ンク付）

一辛甜--II歩く時間IAI 

憂 ：)［言;;1；；雰‘；ご慧ュ0ンヘンまたはフランクフルトで乗り継ぎ、

ルフトハンザドイツ航空ビジネスクラスにて帰国の途へ。

〈バルセロナ泊〉 ＠｝団］ビ〕

〈機中泊〉 区朋B因〕

ニ 東京（羽田）藩 1羽田藩後、空港で解散となります。＊空港からご自宅へのスーツ
ケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。 因〕ビ〕ビ〕

●添乗員が同行します ●最大人員／22名様
●食事回数／朝食6回・昼食4回・タ食3回（軽食含む・機内食を除く）
●日本発着時利用航空会社／ルフトハンザドイツ航空
●航空機の利用クラス／FE450D：ピジネスクラス（羽田⇔ミュンヘン又はフランクフルト間）、 FE450DP：プレミアム
エコノミークラス（羽田⇔ミュンヘン又はフランクフルト間）、 FE450DY：エコノミークラス（全区間）

匿
●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり、
交通機関の都合や天候等の事情により、日程が変更になる

場合があります。 （注1)4日目のアルハンプラ宮殿およびヘネラリーフェ庭園、 6日目のサグラダ・ファミ リアは、
現地予約システムの都合により入場券が確保できない場合がございます。その際は代替地観光へご案内しますので、
あらかじめご了承ください。最新の入場観光は、最終旅行日程表にてお知らせいたします。なお、当施殷の入場券が
確保できない場合の旅行代金の変更および返金はございません。※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー
参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。茂用は別途お
客様のご負担となります。

＿ 
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= _. FE480A-1154 
ピジネスクフス

. FE480D-1154 

く実際のお食事をレポート I
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

［フレンドツアー旅ごはん I検索も

憧れの貴族の館ホテル「キンタ・ダス・ラグリマス」に泊まる(5泊目）

素敵なポルトガル 8日間

PORTUGAL 

冒~

ロロな内装がうまく融合されています。ペ ドロ1世とイ ネスの戸 大きく変わる場合があります。上表はあく
語の舞台としても有名で、お庭の散策も楽 しめます。 ゥ哀 Iteさい。

1サンディアゴ・デ・コンポステーラ ；）コインブラ(5泊目）では 占乃ポルトガル名産 添乗員おすすめポイント

(4泊目）ではこだわりのホテルを 貴族の館ホテル 「ポートワイン」の試飲(4日目）や、 \----—マ一―---ノ
ご用意しています 年間を通して過ごしやすい気候の
FE480A 

「キンタ・ダス・ラグリマス」 「カタブラナ」(5日目）

「バラドールレイエスカトリコス」 にご宿泊！
ポルトガル。憧れの貴族の館ホテル

FE480D 
といった名物料理をどうぞ 「キンタ・ダス・ラグリマス」で優雅な

「サンフランシスコ ・モヌメ ント」
一夜を過ごします。

簑 ポルトガルの黄金時代を今に伝える 玲

ロカ岬 最西端

言わずと知れた、ヨーロッバ
最西端の記念碑。高さ約
140mの断崖に大海原を
渡る風が吹き付けています。

到着証明書を 一a・ ー・
プレゼント！ 圭全苓
（お1人様1枚）7 -•き

~ ← 

イメージ

訂園 園中世の街並みが残る

園圃ポルト歴史地区 ィ

リケ航海王子を先頭にポ叱卜を出発した船
たのが

有名 レストランガイド(2021年度版） で

紹介された1ツ星レストランにて
優雅なお食事

- 7月出発限定！アゲタのフェスティバル

リゾート地で有名なカスカ
-a Iィスの近くにあり、ルレ・エ・

シャトー（世界的権威を
誇るホテルとレス
トランの会員組織）
に加盟している
レストランです。

、コインブラ。世界遺産であるポルトガル最
人大学内ではジョアニナ図書館にもご案内します。

ンポステーラ

ヨーロッバ各地から
内します。



4泊目サンティアゴ・デ・コンポステーラでは

こだわりのホテルをご用意

「パラドール」にご宿泊

ーかU:i•9ら＇ト9請'‘：：：ド’渇粉-

カトリック両王が巡礼
者のために1499年に
建てた病院兼宿泊所。
現在はスペイン国内
でも2つしかない5つ星
バラドールのひとつ
です。

—a⇒H•]•Iト9請M＝ド峠月一
ヌメン ト〈指定〉

旧市街の中心にあり、
カテドラルまで徒歩
約300mの距離に位置

する、歴史ある修道院
を改装してでき た
ホテルです。

●利用ホテル一覧

リスポ‘:.,(1 •2泊目） 1ラマダリスポン〈Sp〉 またはルテシア〈Sp〉 のいずれか

リスポン(6泊目） VIPグランド〈DX〉［指定］

ポルト ACボルト〈Sp〉［指定］

サンティアゴ・判 FE480A バラドールレイエスカトリコス〈Dx〉［指定］
コンボステーラ IFE480D サンフランシスコ・モヌメン ト〈Sp〉［指定］

コインブラ キンタダスラグリマス〈Dx〉［指定］

·柑，ヤ1濯•1.
プレミアムエコノミークラス利用プランI上記旅行代金より 230,000円引き

·i,9!,：！，i\'』•漏9.
ェコノミークラス利用プラス全区間）

I上記旅行代金より 380,000円引き

※このコースでは3人部屋をお受けできます。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。
別途必要となりますのでこ了承ください。詳しくは9
ページをこ参照ください●国際観光旅客税：お1人様
1,000円 ●国内空港施設使用料 （羽田）：大人 (12歳
以上）2,950円 子 供 (2歳以上12歳未満） 1.470円
●海外空港諸税※：9,070円～10,970円●燃油サー
チャージ※：101,800円 ●ポルトガル宿泊税※：8ユー［コ
（約1,160円） ●航空保険特別料金：3,200円 ●予約・
発券システム手数料2,500円※は2023年1月4日現在
の目安額です。

甲函画畠醤畠畠〶醤纏
l湿，PEZ'月（→P56参照）

翡発涵時間・都市・交通機関

◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）
匹ォプショナルツアー（別料金 詳しくは56ベージをご参照ください。）

スケジュール・ツアーのポイント 宿泊地 食事

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。

ヱこ東京（羽田）発+I空路、ルフトハンザドイ ツ航空ビジネスクラスにてミュンヘン

またはフランクフルトで乗り継ぎ、エコノミークラスにてリス

ボンヘ。

雪::［:Iミ言三喜ご五刊
巳 リスポン着 藩後、ホテルヘ。

駆置置（レストランllD有名レストランガイド (2021年度版）で

三□言阿戸竺五こ
--＿冒ーで

観光後、アルコバッサヘ。(39km／約45分）観光後、ナザレヘ。（41km／約45分）

駆覇9名物「バカリャウ（干し鱈）」料理をどうぞ。に国9名物料理「イワシの炭火焼き」をどうぞ。

昼食後、悲哀物語ペドロ1世とイネスが眠る昼食後、漁師町ナザレ観光 （約1時間）。街の散策と

界遺産◎アルコバyサ修道院へご案内 〇展望スポットにご案内。

します。（約1時間） 観光後、ポルトヘ 213km/,，、 2時 s15ハ

観光後、ポルトヘ(213km／約2時間15分）M且『柑糾，司 途中、 アゲタの町に立ち寄り 、

アンブレラ・スカイ・プロジェクトをご覧い

ただきます

言 ニトニ鸞ご戸 ルト歴史地区観光 （約3時問）。◎〈ご ぶ り只碧

◎サン・ベント駅のアズレージュ◎醸造所では芳醇な香りで名高い

名産ポートワインの試飲をお楽しみいただきます。〇ノッセ・セニョ

ーラ・ド・ピラール修道院から世界遺産ポルト歴史地区の眺望をご

覧いただきます。

に罷9名物スープ「カルド・ヴェルデ」と「海の幸のリゾット」をどうぞ。

(228km／約3時間） 1昼食後、キリスト教聖地の一つス ペインのサンティアゴ・デ・

コンポステーラヘ。

着後、他界遺産サンティアゴ・デ・コ ンポステーラ旧市街地区観光

（約2時間）。

0旧市街の散策と◎カテドラルにご案内します。

疇 ホテル清 門 豆園互 ］顧豆四匹〈サンティアコ・テ・コンポステーラ泊〉 g祖om
匡釦サンティアゴ・デ・ 〇歓喜の丘（約30分）にご案内後、コインブラヘ。

三

コンポステーラ字8

(342km／約4時間30分）i駆置置名物料理「カタプラナ」と「パスティス・デ・ナタ（エッグタルト）」をどうぞ。

I歩く時間IA | 〈リスボン泊〉 g犯ヨ邑
工 リスボン四 1ホテル発、リスボン空港へ。

工 リスボン発十 空路、エコノミークラスにてフランクフルト又はミュンヘンで乗り継ぎ、

ルフトハンザドイツ航空ビジネスクラスにて帰国の途へ。

〈機中泊〉 区〕困因〕
国記 東京（羽田）着 i羽田着後、空港で解散となります。＊空港からご自宅へのスーツ

ケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。 区〕ビ〕ピ〕
●添乗員が同行します ●最大人員／22名様
●食事回数／朝食6回、昼食4回、夕食2回（軽食含む・機内食除く）
●日本発着時利用航空会社／ルフトハンザ ドイツ航空
●航空機の利用クラス／FE480A・D：ピジネスクラス （羽田⇔ミュンヘン又はフランクフルト間）、 FE480Q・DP：プレミアム
ェコノミークラス（羽田ーミュンヘン又はフランクフルト間）、FE480W・DY：ェコノ ミークラス（全区間）

匿！
●上記スケジュールは2023年1月4日現在のものであり、
交通機関の都合や天候等の事情により、日程が変更になる場合

があります。●現地事情により、観光の順序を一部または全行程を入れ替えてご案内する場合がございます。●現地祝祭日に
より、観光や自由行動に影響が出る場合があります。●4日目のサンティアゴ・デ・コンポステーラのカテドラルは修復工事のため
一部ご覧になれない箇所がある場合がございます。行程中は振り香炉（ポタフメ イロ）の見学は含まれません。●このコースは
大阪発などのお客様と現地で一部または全行程ご一緒いただく場合があります。その場合、合流時の人数も合計22名様となり、
添乗員は各地から同行します。※レス トラン側の事情により休店となった場合は同等のレストランにご案内させていただく場合が
あります。※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、
陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

＿ 
[31011464] 36 



ピジネスクラス：FESOOC-1154

憧れの古城ホテル(5泊目）と宮殿ホテルに泊まる(6・7泊目）

ドイツロマンチック街道と
ライン川クルーズ 9日間

GERMANY 

く実際のお食事をレポート I
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

Iフレンドツアー旅ごはん I検索も
風景が続き、中でも
中世のおとぎの国そのままです。

●J-' C I 

1ロマンチック街道のハイライ トをめぐります

●ローテンブルク(2日目）

●ノイシュバンシュタイン城(4日目） （注1)

2ライン川クルーズとライン川 を望む

古城ホテル内レストランにてご昼食 (6日目）

＄ ドイツの世界遺産の4つ を訪れる

●ライン）1|渓谷(6日目） ●ケルン大聖堂(6日目）

●アーヘン大聖堂(7日目） ●アウグストゥスブルク宮殿(7日目）

1憧れの古城ホテル(5泊目）、ロマンチ ックな

宮殿ホテル(6・7泊目）にご宿泊

添乗員おすすめポイント¥-------
ピールは5000種類、ソーセージは1500
種類以上あると言われるドイツ。日本では
出会えない物もあります。各地で地ピールを、
ローカルなソーセージやお菓子を、その
地の景色と共に、ぜひお楽しみください。

峠 ロマンチック街道のハイライト•世界遺産 中世感じる魅力的な街々へ玲

〗?、世累雲）ぢ
高台のハイデルベルク城、ネッカーl||、カール・

テオドール橋が織りな す光景はまるで

絵画のような雰囲気です。

「皇帝の大聖堂」
とも呼ばれる

アーヘン大理堂

古の聖堂。8世紀末

紀初頭、フランク王国のカ ール大

よって建設されました。

一DAY 囚 圃國世界でも有散の大聖堂 い

圃置lケルン大聖棠

完成までに632年も要した巨大なゴシック

様式の大璧堂。

cGNTB/Cown,Araew／イメージ

歴史の面影を映す夢のクルーズ

ライン川クルーズ

彩られたライン川沿いを、クルーズ

きます。中洲や岸辺にはローレライ

m絵のような美しさの一度は見てみたい絶景

ノイシュバンシュタイン城

深い森の中に静かにたたずむ白亜の城「ノイシュパンシュタイン城」は、

ロマンチック街道のラストを飾るにふさわしい名城です。（注1)

図 トイツでもっとも美しいといわれる図書館のある

ヴイプリンゲン修逍院



非日常感ある憧れのホテル

5泊目／ライン川流域／クロンペルグ

ュロスホ―

6・7泊目／ベルギッシュ・
グラード・パッ Jヽ ＠亘亘）

グランドホテルシュロス
ベンスベルグ〈指定〉

300年程前に建て られた、シュロスは羨ましくなるほど素晴らしい丘
にあり、ケルンの街並みを一望します。

●利用ホテル一覧

ローテンブルク アルテスプラウハウス〈Sp〉［指定］
ミュンヘン ソフィテルバイエルボスト〈Dx〉［指定］
ウルム レオナルドロイヤル〈Sp〉［指定］
ライン川流域：クロンペルグ シュロスホテルクロンペルグ〈Dx〉［指定］
ペルギッシュ・グラード・パッハグランドホテルシュロスペンスペルグ〈Dx〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーペリアクラスホテル（当社基準）
※4泊目ウルムは、シャワーのみのお部屋になる場合がこざいます。
※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合※赤色の出発日は催行確定

1,129,800円

1,179,800円

1,069,800円

180,000円

こ::；；~；言戸璽※エコノミークラスはこ＊予約いただいてからのお手配となり、回答までにお時間
をいただきます。満席の場合はこ利用いただけません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要
となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをご参照ください。
●国際観光旅客税：おl人様1,000円 ●国内空港施設使用料（成田）
大人(12歳以上）2,130円子供(2歳以上12歳未満）1,070円 ●旅客
保安サービス料（成田） ：大人•小人 (2歳以上） 530円 ●海外空港
諸税※15,320円 ●航空保険特別料金800円 ●燃油
サーチャージ：※94,000円 ※は2023年1月4日現在の目安額です。

甲函画畠函冨誠〶醤
l鳩塁平三'月 （→P56参照） 〇入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）▲乗船にて観光

届IE沼，； 潤謡' ― 日 四
i 

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。
i 

| ［l 団茜］東京（成田）発→ 空路、日本航空ビジネスクラス直行便 にてフランクフルトヘ。

，匝互目フランクフルト薗 こR箔後、ローテンブルクヘ(173km／約2時間10分）。

図 ローテンプルク／ホテル蓋 〈ローテンブルク泊〉 ビ〕因〕ビ〕

団豆汀ローテンブルクこBローテンブルク観光 （約2時間）。〇ブルグ門、〇マルクト広場を歩

g .{ ’ I● 2祁ukm9.. 約』49時眉問E）五・ いてめぐります。午後、ロマンチック街道 を走りミュンヘンヘ。

ロマンチック街道通過証明書をお渡しします。（お一人様1枚）

(248km／約4時間） 覧 ビアレストランにてドイツ名物「ソーセージ」と地ビール。
" 

し『 国 ミュンヘン／ホテル藩Iミュンヘンのご宿泊はT＇ブソクスクフスホ丁ル（当社基準）に2連泊です。I
I歩く時間IA I 〈ミュンヘン泊〉⑥①m、

i疇 ミュンヘン下Bミュ ンヘン観光 （約3時間）。中世の名画を収める美術館◎アルテ・re. 
g り

ピナコテーク、〇マリエン広場、〇ヴィクトアーリエンマルクトをご

案内。新市庁舎の〇仕掛時計もお楽しみく ださい。

,_-;T:迂切JJ- 午後、自由行動。

i歩く時間IA I 〈ミュンヘン泊〉@}ビ〕ビ〕

，疇 ミュンヘンこB一路、ホーエンシュバンガウヘ。

; (110km／約2時間）

14l ',上-...＿~→”“”g漏
◎ノイシュバンシュタイン城観光（約1時間30分）。（注1)

ホーエンシュバンガウ に配9南 ドイツの郷土料理「マウルタッシェン（ドイツ風ラ ビオリ）」

: (133km／約2時間30分） 一路、ウルムヘ。

匝亙図ウルム／ホテル藩 I歩く時間IBI 〈ウルム泊〉@訃mm
疇 ウルム芦B ◎ヴィブリンゲン修道院へ（約1時間）。

i i (202km／約2時間30分） 観光後、ハイデルベルクヘ。

一▲て“m』”公｀＂甕•— 昼食後、ハイデルベルク観光（約2時間）。◎ハイデルベルク城、〇カール・

I (120km／約2時間） テオドール橋へご案内。観光後、クロンベルグヘ。

図 クロンベルグ／ I, デラックスクラスホテル（当社基準）の憧れの古城ホテル

ホテル着 「シュロスホテルクロンベルグ」にご宿泊。

t 覧 ご宿泊の古城ホテル内のレストランにて中世の雰囲気に包まれて。

I歩く時間IBI■団9茎望'!II〈ライン川流域：クロンペルグ泊〉＠訃団〕m
団面］クロンベルグこRリューデスハイムヘ。リューデスハイムから

・(86km／約1時間） ［世界遺産l▲ライン川のクルーズ（注2)を楽しみます（所要約1時間45分）。

リューデスハイム 駆 （レストフン●諒i ライン川を見下ろす古城ホテル内レストラン

｝ , (132km／約2時間） 「ラインフェルス」にて。

ケルン 午後、ケルン観光（約1時間）へ。

en (20km／約30分） 完成に600年も要した澁界遺産◎大聖堂をご案内。

覧冒讚ケルンの地ビール「ケルシュビール」とともに、お食事をお楽しみください。 " 

夕食後、ベルギッシュ・グラード・バッハヘ。

I デフックスクフスホ丁ル（当社甚準）の宮殿ホァル ヽ

J 図亙ベルギッシュ・グラード・「グランドホテルシュロスベンスベルグ」に2連泊で特別なひとときを。

5 ； バッハ／ホテル藩 i歩く時間IA I 〈ペルギッシュ・グラード・バッハ泊〉59団〕’’ : 

匡 ぺIあ磁ぅー崎 /1四 ブリ ュールヘ。

(40km／約40分） 美しいロココ様式の［世界遺産ブリュールの◎アウグストゥスブルク

， ブリュール（75km／約1時間）宮殿観光（約1時間）。

，アーヘン(72km／約1時間10分）［世界遺産◎アーヘンの大聖堂と宝物殿観光 （約1時間）。 I 
疇ベルギッシュ・グラード・ 覧 ご宿泊の宮殿ホテル内のレストランにて。

バッハ／ホテル藩 I歩く時間IBI■団翌曇za.〈ベルギッシュ・グラ ド・バッハ泊〉日9oom
瞬‘)レギか•'i祠•I伽ぞ 白と黒のモノトーンの家が並ぶフロイデンベルクヘ。

(85km／約1時間30分） 〇木組みの街並みをお楽しみください（約45分）。

I~ フロイデンベルク(160而的涛問）

国宝フランクフルト その後、フランクフルト空港へ。(43km／約40分）

：匝E匝］フランクフルト発+空路、日本航空ビジネスクラス直行便 で帰国の途へ。

I歩く時間IA I 〈機中泊〉セ巳区〕

g疇 東京（成田）着 成田蒲後、空港で解散となります。＊空港からご自宅へのスーツケース

宅配サービス付き（おひとり様1個）。 区〕BB
●添乗員が同行します ●最少催行人員／10名様（赤字の出発日は催行確定）●最大人員／22名様

●食事回数／朝7回、昼5回、夕5回（機内食除<)●日本発藩時利用航空会社／日本航空

●航空機の利用クラス／FE600C：ビジネスクラス（成田⇔フランクフルト間）、FE600P：プレミアム

ェコノミークラス （成田⇔フラ ンクフルト間）、FE600Y：エコノミークラス （全区間）

匿国ヨ
●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり交通
機関の都合・天候・現地事情により、 日程が変更になる場合

があります。●5日目のヴィブリンゲン修道院、6日目のケルン、7日目のア＿ヘン大聖堂は宗教行事により急逮閉館となる場合
があります。●3日目と4日目は行程を入れ替えてご案内となる場合がございます。●ドイツのホテルのツイン部屋では、2つの
ベッドマットが1つの枠の中に入っているタイプの部屋になる場合があります。 （注1)4日目のノイシュパンシュタイン城は、
予約システムの都合上、出発直前に入場可否が判明することがあるため、入場できない場合がございます。その際はホーエンシュパ
ンガウ城へご案内します。また、団体予約の人数制限により、グループを分けてのご案内になる可能性がございます。その際、
ご同行者様と別グループでの観光になる場合がございます。ノイシュパンシュタイン城内部では2024年までの予定で各所で
修復工事と網査が行われております。見学には問題ありませんが、場所によっては足場が組まれるなど部屋の内部が見えづらい
場合がございます。 （注2)ライン川クルーズは悪天候等の理由により予告なしに運休となる場合があります。その場合は代替として
ライン川沿いドライブに変更させていただきます。※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、
現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

＿ 
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ピジネスクラス： FE398A-1154

全都市デラックスクラスホテル（当社基準）に泊まる

美しき中央ヨーロッパ
三都物語 8日間

CENTRAL EUROPE 

~ --—•一

モーツァルト像

く実際のお食事をレポート I
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

［フレンドツアー旅ごはん I検索も

.n,..II’...-
深い森と大きく曲がったブルタパ川に守られる

ようにして仲む、世界遺産の美しい街チェスキー・
クルムロ フ。街全体が中世の頃よ り時を刻むことを
忘れてしまったかのようです。

／ 全都市でデラックスクラスホテル 9プラハでは荘厳な図書館が ¢}プラハ(2日目）、チェスキー・
（当社基準）にゆったり2連泊！ ～ノ必見のストラホフ修道院、 クルムロフ (3日目）、 ブダ

さらにブダベス トでは「ドナウ川 ブダペス トでは国会議事堂 ペスト (6日目）では指定の

が見えるお部屋」に宿泊 の内部見学にご案内 レストランにご案内。お食事
にもこだわっています。

芦 歴史的な建築が建ち並ぶ街々をめぐる 蛉

DAYm 

園 園＇ 、ヽ プスブルク家の夏の離宮

園躙 ンエーンブルン宮殿
女帝マリアテレジアによって建てられた壮麗なパロソク建築。
当時のオーストリア帝国の栄華を物語っています。

園園卜が のゞ圧

園躙 フタヘスト
ハンガリーの中央北部ドナウ川に臨むブダペスト。ドナウ
河岸とブダ地区は1987年に世界遺産に登録されました。

階段状の大噴水が印象的な

パロソク様式の古城

ベルベデーレ宮殿

階段状の大噴水が

印象的なパロック様式
の古城。ラテン語で

「美しい景色」という

名前のとおり、宮殿裏

の庭園、からウィーン

市街を望むことが

できます。

クリムト・
コレクション観光
日本人にも有名なクリムトの代表作

「接吻Jをはじめとしたベルヴェデーレ

宮殿上宮のクリムト ・コレクショ ン

観光にご案内します。

.，.mフぶ旦斎門翌累贔門

図
プダペストの

象徴的建築

国会議事常

17年の歳月を費やし、 1902年
に完成しました。荘厳な外観

だけではな く、金箔を施した

豪華な造りの内部は必見です。

m ;::9つの
ストラホフ修道院

天井に見事なフレスコ画で埋め

尽くされた図書館「神学の間」、

「哲学の間」は圧巻です。
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己‘fチェコ

こだわりのレストランで優雅な時間を

|2日目昼食Iプラハ市民
会館内の「カヴァールナ・
オペツニー・ドゥーム」にご案内

と

プラハを代表するアール・ヌーヴォー
様式の レストラン。全席が大理石
テープルで、吹き抜けの天井とシャンデリア
が優雅な時間を演出します。

|6日目昼食Iブダペスト
随一の高級レストラン
「グンデル」にご案内

1891年創業のハンガリーを代表する ← 
ト”’’

レストラン。店内は豪華なシャンりFi
デリアがきらめき、美術館ばりの
絵画が飾られています。

（注）レストラン側の事情により変更となる場合があります。

ドナウ川沿いに建ち、すべてのお
出：：；凋 部屋からドナウ川の素晴らしい

景色を望む’とができるデラ ッ

'心i1り翡t髯如
●利用ホテル一覧

プラハ トップホテルアンバサダーズラターフサ〈Ox〉［指定］

ウィーン グランドホテルウィーン〈Ox〉［指定］

プダペスト マリオット（ドナウ川が見えるお部屋）〈Ox〉［指定］

〈Ox〉：デラックスクラスホテル（当社基準）

※お1人様(2歳以上）2名様1室ピジネスクラス利用の場合l=)二塁":呵□蕊町，閂霊円l

彎 上記旅1哄金より23:9。巴
-(~]盆―クラス利用ブラン1 上記旅行代金より 380,000円引き
※このコースでは3人部屋をお受けできます。

鍼マークはフォルクス庭園内のバラの絶景スポットにこ案内いたします。
※例年5月下旬～6月下旬が見頃です。※年により時期がすれてこ覧いただけない
場合があります。※現在手配会社調ペ

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要となり
ますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照ください。
●国際観光旅客税お1人様1,000円 ●国内空港施設使用料
（成田）：大人(12歳以上）2,130円子供(2歳以上12歳未満）
1,070円 ●旅客保安サービス料（成田）：大人子供(2歳以上）
530円 ●海外空港諸税※：9,940円 ●航空保険特別料金
0円 ●予約発券システム手数料2,500円 ●燃油サーチャージ
※'105,000円、※は2022年1月4日現在の目安額です。

甲函画畠幽畠凪〶醤纏i
l嗜9,＇ Z'』（→P56参照）
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〇入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません) ....乗車又は乗船にて観光
＊ショッピング

国！ ●上記スケジュールは、 2022年1月4日現在のもので
あり、交通機関の都合や天候等の事情により、日程が変更に

なる場合があります。 ●2日目の聖ヴィー ト大聖堂、6日目のマーチャーシュ教会及び聖イシュトヴァーン大聖堂が各種
行事などで入場できない場合は、下車観光または他の教会見学になります。 ●チェコに渡航する際は、海外旅行保険の
加入が必要となっております。また滞在中に保険の提示を求められる場合があります。 （注）レストラン側の車情により
変更となる場合があります。 ※ワクチン3回以上接種済の有効な証明名をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前
72時間以内の検査を受検し、陰性証明啓の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

＿ 
[22011043) 40 



美しき芸術があふれる国 AUSTRIA 

＝ オーストリア世界遺産の旅 8日間、、し

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介

［フレンドツアー旅ごはん」旦竺も

女帝マリア・テレジアによって建てられた壮麗なバロック様式の
シェーンブルン宮殿はハプスブルク王朝の夏の離宮であり、 日の沈まざる
国といわれた、当時のオーストリア帝国の栄華を物語っています。

1往復オーストリア航空

ピジネスクラス直行便利用
（成田ーウィーン間）

座席情報はP11・12を
ご参照ください

2オーストリアが誇る ぶ 芸術の街ウィーンで、
7つの世界遺産をめぐります
●ハルシュタッ ト●ザルツブルク旧市街

クラシックコンサート

●ヴァッハウ渓谷 ●ウィーン歴史地区 にご案内。
●シェーンブルン宮殿 ●センメリンク鉄道
●グラーツ
※世界遺産はその一部のみの観光となる場合があります。

芦 ～大自然と芸術の宝庫・オーLストリアを訪ねて～玲m麗亡嘉岳];道
14のトンネル、 16の高架橋、 1000を超える石橋と
11の鉄橋があり、完成時には皇帝フランツ・

ョーゼフとその皇妃エリザベートも乗車しました。

く残る建築都市。1999年に旧市街が 湖畔に位置する美しい町ハルシュタットですが、昔から「塩の町」として知られ、塩の
ました。ユニークな針が特徴の時計塔は 交易で大きく発展しました。湖畔に張り付くようにバロ ック様式の小さな家並みが
刻み続けています。 広がる、ザルッカンマーグートを代表する景観です。

ドレミの歌が聞こえてき.， 

圃 ミラベル庭園
の美しさが世界中に知られるこ

映画「サウンドオブミュージック」
のシーンが撮影されてから。先生

うたった噴水や階段は必見です。

戸ぶ 吟汗

〗ク忍五試汀；ト
ウィーンが生んだ大音楽家モーツァル トの活

躍当時のまま、18世紀末のコンサートの優雅
な世界を再現。モーツァルトのほか、ヨハン・シュ

トラウスの曲も演奏します。



甲函逗昌幽畠畠

“”駐91

鉦 ザルツブルク◎

頚 アイゲン•イム・
エンスタル

オーストリア

〇 ゥィ，一ン

デュルンシ

’̀’ナ

置］名物i;)r言昇）皇竺翠：、ル」と
「アプフェル・シュトゥルーデル」をどうぞ

1447年創業の老舗で、
箸名な芸術家が訪れ
ていたことで有名です。
ペートーヴェンをは
じめとする音楽家や
作家のサインが天井

を裂う「マーク・トウェ
インの間」は布名です。

をご用意

宿泊！

3泊目／アイゲン・
イム・エンスタル

のホテルに2連泊

・6油目／ ‘
イーン ノーウィーン〈指定〉

2010年12月にオー
プンしたばかりの
スタイリ ッシュな
外観が特徴的な
デラ ックスクラス
ホテル （当社基準）
です。

●利用ホテル一覧

ピヒラー ン〈指定〉

大なグリンミング山脈の麓、
ティ リアの渓谷の高地に建つ
城ホテル。

グラーツ ラマダグラーツ〈Sp〉［指定］

アイゲン・イム・ シュロスピヒラーン〈Dx〉［指定］エンスクル

ウィンダムグランドザルツブルクコンフェレンスセン

ザルツブルク ター〈Sp〉、イムラウアー＆ブロイ〈Sp〉、アメデイア
ザルツブルク〈Sp〉、NHコレクションザルツブルク
(Sp〉、シェラ トンザルツブルク〈Sp〉のいずれか

1泊目 ライナーズ〈Sp〉［指定］

ウィーン

5•6泊目 ソーウィーン〈Dx〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーベリアクラスホテル（当社基準）
※ダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合があります。

※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合

令項叩咆肇且

一詈言言雪ニ三巴
※このコースでは3人部屋をお受けできます。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要
となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照
ください。 ●国際観光旅客税おl人様l.000円●国内空港施設
使用料（成田）大人(12歳以上）2,130円子供(2歳以上12歳未満）
1,070円 ●旅客保安サーピス料（成田）：大人子供(2歳以上）

530円 ●海外空港諸税※：5,860円 ●航空保険特別料金：0円
●予約発券システム手数料2,500円 ●燃油サーチャージ
※:99,000円※は2023年1月4日現在の目安額です。

上記旅行代金より380,000円引き

東京（成田）発→

ウィーン着石R

ホテル慈

ウィーン=B
m／約1時間）

匝湮］グラーツ

疇 ホテル慈

団湮］グラーツ四

(176km／約3時間）

午後、泄 界遺産ハルシュタットを散策します （約1時間）。〇旧市街や

0ハルシュタット湖にご案内します。散策後、ザンクト・ウォルフガングヘ。

ザンクト・ウォルフガン引 登山鉄道でOシャーフベルク山観光 （約2時間）。（標高1,783m)

観光後、 アイ ゲン・イム・エンス タルのホテルヘ。

〇入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）

内忍叫 年― -＿ 
＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。

空路、 オーストリア航空ビジネスクラス直行便にてウィーンヘ。

午前、ヴィナー ノイ シュタ ットヘ。

町醤磯i

〈ウィーン泊〉

藩後、 特急列車セカンドクラスでグラーツヘ（所要時問約2時間）。

途中、グログニックか らミュルッツシュラークの約40kmの区間は

1854年に造られた惟界遺産 センメリング鉄道 の旅を お楽しみ

いただきます。

昼食後、 17~18世紀の建物が並ぶ旧市街泄：界遺産グラーツ観光

（約2時間30分）。街のシンボルの大きな時計台がある〇シュロスベルク、

後期ゴシック様式の3大聖堂と、旧市街の中心〇ハウプトプラッツを

訪れます。

i歩く時間1い■閂9,塁'9•• 
午前、ザルッカンマー グート地方へ。

〈グラーツ泊〉
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殻後、 10世紀に建立された壮大な

◎メルク修道院をご案内します（約1時間）

午後、メルクからデュルンシュタインま

泄界遺産、ーヴァッハウ 渓谷のクルー；、疇纏瓢
（約1時間25分）にご案内します。トナウ川沿いのロマ ンチックな

デュルンシュ タイ ン|Oデュルンシュタインの街を散策（約30分）後、 ウィーンヘ。

(90km／約1時間15分）

団 ウィーン／ホテル藩夜は、クラシックコンサート をお楽 しみくだ さい。-----•—~I 5・6泊目のウィ ーンでは、デラ ックスクラスホテル （当社基準）
「ソーウ ィーン」に2連泊です。紐“‘‘‘；ョ

〈ウィーンi白〉
午前、華麗な音楽と芸術の都し世界遺産r---て
ウィーン観光 （約5時間）。

ハプスブルク王朝の夏の離宮淮界遺産

◎ シェーンブルン宮殿と〇シュテファン

寺院、クリムトの「接吻」などを所蔵する

◎ベルベデーレ宮殿上宮の「オーストリ

アギャラリー」にご案内します。 m守董mi姦吝寺院存写沼

ロ 獨（レストラン国翻・ ウィーン最古のレストラン「グリーヒェン

ハイスル」にて、名物料理「ウィンナーシュニッツェルJと［アプフェル・
@Belvedere, Vienna ミ

クリムト作「｝妾吻Jノュトゥルーデル」をどうぞ。

一辛弔：-観光後、自由行動。

匪団］ウィーンこ8 ホテル発、ウィーン空港へ。

国翌］ウィーン発ナ 空路、オース トリア航空ビジネスクラス直行便 にて帰国の途へ。

〈機中泊〉 @}因〕g
成田蓋後、 空港で解散となります。＊空港から ご自宅へのスーツ

ケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。 区〕｛三lEl
●添乗員が同行します ●最大人員／22名様
●食事回数／朝食6回、昼食5回、夕食3回（機内食除く ）
●日本発殻時利用航空会社／オース トリア航空
●航空機の利用クラス／FE640B：ビジネスクラス（成田⇔ウィーン間）、 FE640BP：プレミアムエコ

ノミ ークラス （成田⇔ウィーン間）、 FE640BY：エコ ノミークラス （全区間）

●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり
交通機関の都合・天候・現地事情により、日程が変更になる

場合があります。●3日目のシャーフペルク登山鉄道運休時はシャーフペルク山観光は中止となり、代替として、ザンクト・
ギルゲンの町を訪れます。●5日目のヴァ ッハウ渓谷クルーズ運休時または悪天候等の理由で運航中止の場合はパス
を利用します。●5日目のクラシックコンサートは、他の内容及び会場、または6日目に変更になる場合があります。※ワクチン
3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証
明名の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

圏 ロー

曰⑭曰

@Rm 

~oom 

〈ザルツブルク泊〉

〈ウィーン泊〉
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ピジネスクラス：FE560C-1154 
プレミアムIJ/ミークうス： FE560P-1154 

憧れのマナーハウスに泊まる (3・4泊目）

美しき英国紀行 8日間

BRITAIN 

瓢

く実際のお食事をレポート］
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

lフレンドツアー旅ごはん I検索も

ヽ‘,u,いこ味D いV)／¥--_  

るホテル・ですべそが絵の世界です。
並ぶ家並みアーリン トン・ロウは、 1

.'時間が止まってしまったかのようです。

1英国観光のハイライトヘご案内

22連泊X3回のゆったりスケジュール
憧れのマナーハウス(3·4泊目）、 ロンドン(5•6泊目）では
デラックスクラスホテル（当社基準）にご宿泊

ぶ 英国式アフタヌーンティー(3日目）で

優雅なひとときをお過ごしください

1英国王室ゆかりの地を訪れます
●ウィンザー城(5日目） ●ウェストミンスター寺院(6日目）

●バッキンガム宮殿(6日目）

簑

m園園水と緑の田園風景

圏置‘札］水地カ

人気の観光地をゆとりある行程でこ‘案内 玲

ウィンダミア湖を中心に絶景地帯が広がり、ピーター

ラビットの生みの親ビアトリクス・ポターをはじめ

芸術家たちを魅了したバラダイスです。ウィン ビーターラビットイメージ

ダミア湖遊覧、観光SL列車へご案内します。（注1・2)
cWWW.k匹 如 匹

イングリッシュガーデン

季節のお花をお楽しみ
ヽ

菜の化の見頃

DAY 

臼？？悶都市
衛兵の交代で知られるパッキンガム宮殿や、

世界でも有名な跳開橋・タワープリ ッジなど、

大英帝国の輝かしい歴史と伝統が

息づいています。

ご悶こ9)ンスニニ孟して!

5月出発石衝兵交4tをご見学
（注4)

屯ヽ↑



ールー・＇ノエ ッジウッド
ごて、英国伝統のアフタヌーンテ ィーを
ヽ

゜

英国ならではのホテルで2連泊

領主の館として使用さ
しホテルとして使用してい

的な趣をお楽しみください。
9スはお部屋ごとの間取りや広さ、
などが巽なります。

_ ＿ .  ------ .．_＿ ＿ _．.． II 
5・6泊目／ロンドン

由行動に便利な市内中心部の
」〈指定〉＠亘亘）

※お1人様(2歳以上）2名様1室・ ピジネスクラス・ブレミアムエコノミー
クラス利用の場合 疇 色の出発日は催行確定

5月23図ck 999,8001'3 
I 
I 699,800円

30⑳. , 1,039,800円

7月 18⑳" 1,099,800円 779,800円

B灰 1,179,800円 849,800円

8月29⑳ 1,099,800円 799,800円

190,000円
55Q,OOO円

※このコースでは3人部屋をお受けできません。

{マークの出発日は衛兵交代をご見学できます。● マークの出発日はバラの見頃です。
“ マークの出発日はラベンダーの見頃です。C マークの出発日は菜の花の見頃です。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要と
なりますのでこ＂了承ください。詳しくは9ページをこ参照く
ださい。 ●国際観光旅客税：おl人様1,000円 ●国内空港施設
使用料（羽田）：大人(12歳以上）2,950円•子供(2歳以上1 2歳未満）
1,470円 ●海外空港諸税※ビジネスクラス •プレミアムエコノミー
クラス：43,090円、エコノミークラス：24,270円 ●燃油サーチ

ャージ※94,000円●航空保険特別料金 800円 ※は2023年
1月4日現在の目安額です。

l甲函編畠幽冨編南醤
1ぼ9,Z’ 』（→P56参照） ◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません)...乗車又は乗船にて観光

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービスイ寸き （おひとり様1個）。

二 東京（羽田）発:I空路、 日本航空直行便にて、ロンドンヘ。

麟 ロンドン藩字8 着後、チェスターヘ。

(336km／約4時間30分）麟謂榊星層"”.. '”置閂馴囁醗輯 囀
匝 チェスター／ホテル着 〈チェスター泊〉

匡豆lチェスタ ー字8 田園風景を ドライブしながら、一路、 芸術家たち を魅了した緑の

(184km／約2時間15分） 楽園泄界遺産l湖水地方観光（約4時間）。

グラスミアこB 詩人ワーズワースゆかりの地グラスミアでは彼が暮らした◎ライダ
¥if: 

(10km／約30分） ルマウント、....遊覧船に乗ってウィンダミア湖遊覧（約40分）（注1)、

ウィ ンダミアニ 会 ノス タルジックな▲観光SL（約20分）に乗車（注2)。森 と湖と が

(165km／約2時間30分） 織り成す湖水地方の風景に酔いしれます。

一路、 チェスターヘ戻ります。

二m；約工言冒；孤ぞ。口：；［戸:ニば贔□9を
その後ウェールズの中でも固有の文化が色濃く残る北ウェールズ

一暉響'”,＂- 地方へ、0

(77km／約1時間30分） ［世界遺産に）ポン トカサステ水路橋をご見学。

雙 閏一翌臼i［三三齊□。I I 

やミュージアムをお楽しみください。

＇ 匝函ストラッ ト・ フォード• I憧れのマナーハウスのデラックスクラスホテル（当社基準）に2連泊です。I
アポン・エイボン／ 尼罷9お泊まりのマナーハウスにてコ ース料理のタベ 『

ホテル蓋 1歩く時間IA I 〈ストラット・フォード・アボン・エイボン泊〉 ~[囮m • 
匡豆l ストラ ッ ト • 7 ォ ー ド・アポン・はちみつ色の風景コ ッツ ウ ォルズ丘陵の小さ な村めぐ り （約3時間）。
エイボン~(49km/約 1 時間） 水辺の風景〇ボ ー ト ン ・オン・ザ ・ ウ ォ ーター 、 絵葉書のよ う な

翡9霧謳＇、霞雑•~ 1 0バイブリーでは、 各自で散策 （約45分） をお楽しみくだ さ い。
如 (22km／約20分） 厄呈〗 （レストラン 9'3バイブリーの老舗ホテル「ザ・スワンホテル」

- (7珈 l約1睛15分）内レス

◎イングリッシュガーデンで季節のお花を見学。

疇 ホテル着 I歩く時間IA 1 〈ストラット・フォード・アポン・エイボン泊〉 ~rnJm 

〗旦言乞I豆言夏竺竺二言ここ
ロンドン市内観光（約3時間）。泄 界遠産｝◎ウェス トミ ンスター寺院、係

〇国会譲事堂 0バッキンガム宮殿。

町一非非かJ-l午後、自由行動。

I歩く時間IA1 〈ロンドン泊〉 ~E］ビ〕

- ド:：□9巴誓ia;［：使えます）

疇 ロン ドン発ナ空路、 日本航空直行便 にて帰国の途へ。

〈機中泊〉 ＠犯ヨ区〕

．疇 東京（羽田）着 羽田藩後、空港で解散となり ます。＊空港から ご自宅へのスー ツ

|』 |ケース宅配サービス付き（おひと り様1個）。 ggEl 

●利用ホテル一覧

チェスター クラウンブラザ〈Sp〉、ブルッククラブウォールマナーアンドスバ〈Sp〉`ダブルツリーバィヒルトン〈Sp〉、
ロートンホール〈Sp〉、ブルックモーリントンバナスター〈Sp〉のいずれか

ストラット・フォード・
アボン・エイポン

ザ・ウェルクーム・ペストウェスタンプレミア・コレクション〈Ox〉［指定］

ロンドン ザ・ロイヤルホースガーズ〈Ox〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーペリアクラスホテル（当社基準）
※ダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合がこ‘ざいます。

●添乗員が同行します ●最少催行人員／10名様（赤字の出発日は催行確定）●最大人数／22名様

●食事／朝食6回、昼食4回、夕食4回（軽食含む、機内食除<)●日本発瀞時利用航空会社／日本航空

●航空機の利用クラス／FE560C：ビジネスクラス（羽田⇔ロンドン間）、 FE560P：プレミアムエコノミークラス

（羽田⇔ロンドン間）、 FE560Y：エコノ ミークラス（全区間）

匿
●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり

交通機関の都合・天侯・現地事情により、日程が変更になる
場合があり ます。 （注1)ウィンダミア湖遊覧が運休の場合、おひとり様1,000円返金いたします。 （注2)運休時又は

悪天候等の理由によ り運行中止の場合はパスを利用します。またSL列車ではなくディ ーゼル車に変更となる場合が

あります。（注3)王室行事や現地事情により急遠休館となる場合がございます。その場合は、ハンプトンコート宮殿へ
ご案内いたします。（注4)現地事情によりご覧いただけない場合がございます。※ワクチン3回以上接種済の有効な
証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。

践用は別途お客様のご負担となります。

＿ 
(31011472) 44 



く実際のお食事をレポート I
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

Iフレンドツアー旅ごはんI検索も

歴史薫る古都と美しき村々をめぐる

麗しの英国 10日間

幽ィキリヌ北西部カノフリア州の湖水地方には、 16の
大きな湖と無数の小さな湖が点在しており、その中で
「ウィンダミア湖」は最大の大きさを誇っており、細長い
形が特徴的です。

／英国の人気観光地をじっくり巡ります。 ラiコッツウォルズ地方では英国風庭園の
散策とアフタヌ＿ンティーランチをご

2憧れのマナーハウスにご宿泊(5泊目）。 用意。

ぶ 連泊を中心としたゆとりの行程。工ジンバラと るン 大英博物館開館前特別入場へご案内
湖水地方では各2連泊。ロンドンでは3連泊。 します。

m圃 園スコットラントの首都

國圃エジンバラ

芸 まだ見ぬ絶景と新しい出会い 玲

m [］信雰 卜と仲間たちの家

「ピーター ラビ ット」の作者ビアトリクス・ポターが

半生を送った農場と家。建物の中にはポターが絵本を

描いていた当時のままの家具が並べられています。

BRITAIN 

瓢

イメージ

スコ ッ トランドでも指折りの歴史地区といわれる

旧市街。美しい幻想的な石造りの街並みはあたかも

時間の流れが止まってしま ったかのような風景です。 まる家並みがよく 調和しています。

口フレンドツアーのおすすめポイント

大英博物館では開館前の特別入場

大英帝国の栄光を物語る、世界的に有名な

博物館。エジプトのロゼッタストーン、アテネ

の大理石の彫刻群、世界最古のミイラなどす

ぐれたコレクションを見学できます。

．` ／通常の開館時間より1時間早く入場します。

45 

£大英博物館職員からのご挨拶＆日本語公式
ガイドブックをプレゼント。（お1人様1冊）

J人気の部屋を1つ、ほぼ貸切り状態でご覧い
ただけます。 ※見学のお部屋の指定はできません。

華麗な首都 宮殿や、国会請事堂とエリザペスタワー

クイーン・メアリー

ガーデンズ

園内には、12,000本もの

色鮮やかなパラが植

えられており、地元の

人の憩いの場になって

いるのはもちろん、世

界中から人々がこのパ

ラを見に訪れます。世

界的に有名な公園で

ロント」
rしいパラの観賞を

ゞ、 （旧ピッグペン）、大英帝国の輝かしい お楽しみください。
歴史と伝統が息づいています。



言コッツウォルズ地方で

優雅なアフタヌーンティーランチ

イギリスに来たら一度
は味わいたいアフタヌ
ーンティー。美味しい紅茶
と季節に合わせたお料理

和~ ”'やスイーツをお楽しみ

ー しくださしヽ 。 ．． 『璽'-

こだわりのホテルをご用意

5泊目／ストラットフォード・アポン・エイポン

ビル

品が異なる場合があり
こある本館ではなく、別館にご宿泊いただく場合がございます。
レは最終旅行日程表でご案内します。

では立地の良いホテルに連泊します

6~8泊目／ロンドン ＠亘亘

ハードロックホテルロンドン〈指定〉

●利用ホテル一覧

ヴォコエジンバラヘイマーケット〈Sp〉［指定］
レイクサイドホテル〈Sp〉、ローウッドペイ〈Sp〉、
ダッフォーディル〈Sp〉のいずれか

ストラットフォード・ ピルズレーマナー〈Dx〉、エッティントンバーク〈Dx〉、

アポン・エイポン ザ・ウェルクーム・ペストウェスタン・
ブレミア・コレクション〈Dx〉のいずれか

ロンドン ハードロックホテルロンドン〈Sp〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーベリアクラスホテル（当社基準）
※ダブルベッドやシャワーのみのお部屋となる場合がございます。

※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合 ※赤色の出発8は催行確定

エジンパラ

湖水地方

6月

6月 5伺）締 26伺）締

叫f,lf,"'filili<(:濯€i1:h•ニ

＝こ亨こ：二二：：ロニニ：
※このコースでは3人部屋をお受けできません。
紛 マークの出発日では、パラが見頃の時期です。例年の見頃：5月下旬～7月上旬
※現地手配会社ミキツーリスト調べ

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要と
なりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照く
ださい。 ●国際観光旅客税おl人様l,000円 ●国内空港施設
使用料：（羽田）：大人(12蔵以上）2,950円子供(2歳以上12歳未満）
l.470円 ●旅客保安サービス料大人•小人 (2歳以上） 100円
・週外空港諸税※：ビジネスクラス•プレ三アムエコノミー
クフス：44,540円エコノミ ー クフス：26,640円
●燃油サーチャージ※：97,790円 ●航空保険特別料金
※:550円 ※は2023年1月4日現在の目安額です。

甲函画幽圏編固醤磯i
lt'長閃曙',_月 （→P56参照） ◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）▲乗車又は乗船にて観光 △車窓観光

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。

国要］東京（羽田）発十空路、ブリティッシュエアウェイズビジネスクラスにてロンドンで

限詞エジンバラ藩 乗り継ぎエコノミークラスにてエジンバラヘ。

困詞 エジンバ ラ／

ホテル着

こンバラでは、観光にもショッピングにも便利な立地のスーペリアク

ラスホテル（当社基準）にゆとりの2連泊です。 ］ 
〈エジンバラ泊〉 ビ〕区〕ビ〕 ＇

界遺面エジンバラ観光 （約3時間）。◎スコットランド国立美

術館、 ◎エジンバラ城と旧市街のメインストリート〇ロイヤル・

マイル。

ー非非t1J- I午後、自由行動。

I歩く時間IB 1 

9 

〈エジンバラ泊〉 ~(IDE]
匡函］エジンバラこ8緑に包まれた湖が点在する美しい湖水地方へ。

(245km／約4時間） 可愛らしい〇ホークスヘッド村の散策と、.::.ア・ソーリーにある

ビアトリクス・ポターTMの農場◎ヒルト ップ（約1時間）を訪れ、

「ピーターラビ ットm」の世界を満喫します。

I喜；雷ば‘スーペリアクラスホテル（当社基準）にゆとり 1

●】ロm 英国らしいアフタヌーンティーランチをお楽しみください。

観光後、ロンドンヘ。

・-1枷I

・謬星瓢昌． • 

・冨囮蒻隔濯l

疇ホテル着

戸詞；；；竺示呼忍二ぷ土::)［苔韮［らばな:！利な立地のス― |

1歩く時間IB | 〈ロンドン泊〉 @団〕`＇
疇ロンドン ~ 1終日、ロンドン観光 （約8時間）。◎大英博物館開館前の特別入場（約2時間）、

△バ yキンガム宮殿、△泄界遺産iロンドン塔、△胆界遺晒ウェスト

ミンスター寺院、 △国会議事堂とエリザベスタワー （旧ビッグベン）

を車窓観光後、イタリアルネッサンスから印象派まで厳選された

絵画が揃う◎ナショナル・ギャラリー（約1時間）にもご案内します。

刹こここ~戸；／口：しス：：ロニ
瓢 ロンドン発 Iホテル発、一路、ロンドンヒースロー空港へ。

＂匝垣］ロンドン発ナブリティ ッシュエアウェイズビジネスクラス直行便にて帰国の途へ。

〈機中泊〉 区〕88
臼 東京（羽田）藩 1口門?:19鸞喜；1：畠［からご自宅へのス ーノケ已合翌

●添乗員が同行します。 ●最少催行人員／10名様（赤字の出発日は催行確定）
●最大人員／22名様
●食事回数／朝食8回、昼食6回、夕食4回（軽食含む、機内食除く）
●日本発藩時利用航空会社／ブリティ ッシュエアウェイズ
●航空機の利用クラス／FE127TC：ビジネスクラス（羽田⇔ロンドン間）、

FE127TP：プレミアムエコノミークラス（羽田⇔ロンドン間）、FE127TY：エコノミークラス（全区間）

一嘉．寸紺欝1廂1--
一讐開島叶請•
響贔響関厖四星

国国□ ●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり、
交通機関の都合や天候等の事情により、日程が変更になる

場合があります ●4日目の行程は、予約時間によって観光順序を入れ替えてご案内する場合があります。 （注1)ウィン
ダミア湖遊覧が運休の場合、おひとり様1,000円返金いたします。 （注2)湖水地方の観光SL列車は、例年4月～10月運行
予定です。運休時または悪天候等の理由で運行中止の場合はパスを利用します。またSL列車ではなくティーゼル車に変更となる
場合があります。 ●6日目のヒドコート・マナー・ガーデンは施設側の予約不可日に当たる場合は、別のガーデンにご案内する
場合があります。●7日目のロンドン観光は8日目に一部または全行程入れ替えてご案内する場合があります。 ●2日目
エジンパラ城、5日目シェ＿クスピアの生家、7日目ウェストミンスター寺院と国会請事堂は改装工事中のため、完全な形
でご覧いただけない場合があります。※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地
にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

＿ 
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ピジネスクラス：FE572JC-1154
ブレミアムIコ／ミークうス：FE572JP-1154 

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介

Iフレンドツアー旅ごはん I検索も

美しきノルマンディーの風薫る

フランス印象派を魅了した
風景画の世界 8日間

、ま さにモネの
の世界。モネはこの庭園の風景に魅せら

50点を超える作品を生み出しました。

／ 印象派の画家たちが魅了された北 フ ラ ンスの 名画の舞台を巡 ります

●オンフルール ●エトルタ ●ルーアン ●オーヴェル・シュル • オワーズ ●ジヴェルニー

3ノルマンディー地方の名産とこだわりのレストランヘ。 O ご宿泊はゆったり2連泊X2回！ 2・3泊 目は、
●ルノワールの映画の舞台となった「ラ・メゾン・フルネーズ」にて 。海沿いのリ ソー ト 地 ドーヴィルにて5つ星
●ノルマンディー地方を代表する名産をお楽しみ頂くチーズ
工房とシードルエ房へご案内 デラックスクラスホテル（当社基準）にご宿泊

簑 フランス印象派の画家が愛した風景を辿る玲

FRANCE 

自然豊かな村

オーヴェル・シュル•オワース
、、 山 街そのものが美術館

ルーアン
印象派の聖地

エトルタ
木組みの家が建ち並ぶ

オンフルール

多くの印象派画家がこの村とその近郊にアトリエを かつてはノルマンディ公国の首都。伝統的な フランス北西部ノルマンディ地方のエ トルタ
構えたことでも知られ、現在でもコッホの部屋 木組みの家やゴシック様式の宗教建築が は多くの芸術家が魅了されました。特にモネ
があったラヴー亭や、絵のモチーフとしたオーヴェル 数多くあり、街全体が美術館のようです。 が描いた「白いアヴァルの断産と針岩」は、

印象派の画家たちに愛されたことで有名な、
ノルマンディ地方の港町。岸壁にびっしりと船
が並び、潮の干満や日差しの変化などで刻々
とその表情を変えていきます。教会など、ゆかりのある施設が数多く残っています。 人気の名所です。

m園園ば塁喜塁t
圃薗モンサン‘ミツンエル

小島にそびえる幻想的な建築物は
「フランスでもっとも美しい修道院」
として知られています。

一ノルマンデイー地方の名産を味わう
NORMAKDY 

チーズ王国として名高いノルマンテ
ィー地方。「ノルマンディ ー三大チーズ」
と呼ばれるリヴァロチーズを作るチーズ
工房見学へご案内。（チーズ試食付） 珊圃

人口わずか230人程の小さ な村

巨亜］ブブロン・オン・ ～ 

オージュ
ク ノルマンディーの名産で、

リンゴを発酵
させて造るお酒の
シードル工房見学へ
ご案内します。



リヴァロ
シャ

ルノワー ルの名画の舞台

「ラ ・メゾン・フルネーズ」にてお食事

亭ラ・メ ゾン・ ルノワールの傑作「舟遊びをする人々 の昼食」の
フルネーズ舞台となった、セーヌ川ほとりに建つレストラン。

ふ桝～．． 9．ぃ:19 9'・ • '9 -•ご

こ 怠
門
‘
ペ

戸
厳選のホテルで優雅な滞在

2・3泊目／ドーヴィル ⑫亘恒）

海辺の高級リゾー ト地にて

5つ星 デラ ックスクラス （当社基準）にご宿泊

ノルマンデイーバリエール〈指定〉

カルで豪華な雰囲気で、客室はヨーロッバら

※：~ノ；l内！／旦三UL;;： ド：ご巨三：吏二三；
12~ 999,800円 699,800円

5月 30図 1,039,800円 719,800円

6月 ’ 嗜 1,069,800円 759,800円30 

7月 21(t) 1,079,800円 779,BOOPl 

8月 i塁塁 1,089,800円 789,800円

190,000円
600,000円

一 品衿ス孟 I彗合磨；ご緊ラス350,000弔 lき
※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途必要
となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをこ参照ください。
●国際観光旅客税※：おl人様1,000円 ●国内空港施設使用料
（羽田）．大人(12歳以上）2,950円子供(2歳以上12歳未満） 1,470円
●海外空港諸税※ビジネスクラス：16,330円、プレミアムエコノミー
クラス・エコノミークラス：8,350円 ●燃油サーチャージ
※:94,000円 ●航空保険特別料金※：800円 ●フランス滞在税
※,2,800円 ※は2023年1月4日現在の目安額です

l躇＇昂閃湿＇、月 (-P56参照）

甲函画畠函畠畠団醤

(157km／約2時間30分）

匝図lモンサンミッシェルI
ホテル着

◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）
匹オプショナルツアー（別代金）／詳しくは56ベージをご参照ください。

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。
空路、日本航空直行便 にてパリヘ。

着後、ホテルヘご案内します。 〈ロワシー泊〉 El区｝ビ］
疇 ロワシー下B ホテル発、オーヴェル・シュル・オワーズヘ。
(35km／約1時間） ゴッホ終焉の地オ＝ウヴェル・シュル・オワーズ観光 （約1時間30分）。

e塁＂贋尋開訊虐 K9コ＇ッ ホが作品を残した◎オーヴェルの教会、彼が下宿していた
(32km／約40分） 〇コッホの家（ラヴー亭）、〇ゴッホと弟テオの墓へご案内いたします。

シャトウ 駆m (レストラン·暉鳴•ルノワールの絵画の舞台となっ た「ラ・メ‘ノノ•
(65km／約1時間15分） フルネーズ」にてどうぞ。

―’’」,．，一 昼食後、ジヴェルニーヘ。モネが晩年を過ごしたジヴェルニー観光
(136km／約2時間） （約2時間）。◎モネの家、名画「睡蓮」のモデルとなった◎庭園へご案内

いたします。その後、ドーヴィルヘ。
覧 ホテル内の'‘ラベルエポック＂にてどうぞ。

疇卜ぐーヴィル／ホテル薦 115つ星デラックスクラスホテル（当社基準）「ノルマンディーパリエール」に2連泊 1,、』

1歩く時間IA | 〈ドーヴィル泊〉 e訊囮’’
滋

暉 ドーヴィル石8 ホテル発、エトルタヘ。エトルタにて印象派がこぞって描いた
(64km／約1時間30分） 〇 アヴァルの断崖のビューポイントヘご案内 （約30分）。
エトルタ(87km／約2時間）その後、ルーアンヘ。

ルーアン ルーアン観光 （約1時間30分）。連作のモデルになった◎大聖堂（注1)、
(92km／約1時間お分） 〇時計塔、0ジャンヌダルク教会へ。その後、オンフルールヘ。

ノルマンディの港町0ォンフルール散策へ （約1時間）。旧港周辺の
(17km／約30分） I木組みの家々が建ち並ぶ風景は多くの画家に愛され題材とさ

れました。散策後、ホテルヘ。

疇ドーヴィル／ホテル着 I歩く時間IB | 〈ドーヴィル泊〉 5飢ヨEl
疇 ドーヴィル字B ホテル発、フランス屈指のチーズの産地リヴァロヘ。

(47km／約1時間） 「ノルマンディ ー三大チーズ」と称されるリヴァロチーズの産地にて

リヴァロ ◎ チーズエ房見学（チーズ試食付）（約1時間30分）。
(35km／約1時間） その後、ブブロン・オン・オージュヘ。

叶’出露麗露冨 「フランスの最も美しい村」に選ばれた

&ll 10ブブロン・オン・オージュ散策（約1時間）と
ノルマンディー地方名産の◎シードル工房見学

ヘご案内。その後、ノルマンディの奇跡の島

モンサンミッシェルヘ。

＿潤霞＇’塁 '1-l'聾阿湘'99

渉く時間IA I ■嗜，閂曙'9● 〈モンサンミッシェル地区泊（注2)〉 ~rnJm 
匝 モンサンミッシェル四ホテル発、［世界遺産：モンサンミ ッシェル観光 （約2時間）。

シャトルバスにて“海の道＂を渡り、島内の ◎修道院、メイン

.耀,-ストリート〇グランドリューヘご案内いたします。
駆 モンサンミ ッシ ェル風オムレツをど うぞ。
昼食後、ノルマンディー地方ののどかな風景を眺めながらパリヘ。 '9... 
途中、ステンドグラスが美しい惟：界遺産l◎シャルトル大聖堂
ヘご案内いたします （約40分）。

駆配9名物「ビーフプルギニョン （牛肉の煮込み）」をどうぞ。

(292km／約4時間）

シャルトル
(92km／約2時間）

麟パリ／ホテル藩 冒掃冨罰讃墨墨”i'氾冨＇＂鼠璽彗雹糧置国閾瓢罰詈，淵 '99

1歩く時間IA I 〈Iゞ リ泊〉

●利用ホテル一覧

ロワシー
メルキュールロワシー〈Sp〉、ノポテルコンペンションアンドウェルネス〈Sp〉、
ゴールデンチューリップシャルルドゴールヴィルバント〈Sp〉のいずれか

ドーヴィル ノルマンディーバリエール〈Dx〉［指定］

モンサン メルキュールモンサンミッシェル〈St〉、ヴェール〈St〉`デラディーグ〈St〉、サンオーペル〈St〉のいずれI

ミッシェル地区 か上記でお取りできない場合は、ルレサンミッシェル〈Sp〉

バリ ハイアットリージェンシーエトワール〈Sp〉［指定］

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーベリアクラスホテル（当社基準）、
〈St〉：スタンダードクラスホテル（当社基準）
※ダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合があります。

●添乗員が同行します ●最少催行人員／10名様（赤字の出発日は催行確定） ●最大人員／20名様

●食事回数／朝食6回、昼食3回、夕食3回（機内食除<) ●日本発着時利用航空会社／日本航空

●航空機の利用クラス／FE572JC:ビジネスクラス（羽田⇔パリ間）、 FE572JP：プレミアムエコノミー

クラス（羽田⇔パリ間）、 FE572JY：エコノミークラス（全区間）

匿国ヨ ●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり、
交通機関の都合や天候等の事情により、 日程が変更にな

る場合があります。●指定レストランは、レストラン側の都合により急違クローズ、または団体受付不可となる場合
があります。その場合、別のレストランにご案内させていただきます。（注1)ルーアンの大監堂は宗教事情により急遠入場でき
なくなる場合がございます。その場合は下車観光にてご案内いたします。（注2)モンサンミッシェル地区のホテルでは地域柄
ダブルベッドやシャワーのみの部屋となる場合があります。また、地域柄、冷房設備が完備されていない場合があります。地域
のホテル事情をご理解の上、ご参加ください。 ※ワクチン3回以上接種済の有効な証明書をツアー参加時お持ちでない方は、
現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。既用は別途お客様のご負担となります。

＿ 
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クラス
s．上→ ．FE675C(3月出発）ー1154

'FE675CT(4月出

トルコ屈指の名門ホテルに泊まる (7・8泊目）

優雅なトルコ 10日間

°
 

『直

く実際のお食事をレポート I
こちらの二次元コードから

過去の記事をご紹介

Iフレンドツアー旅ごはんI検索も

囀 鰤U'口 ，・・:1- 9
見渡す限り三角錐の岩峰が延々と続く世界に類を

見ない奇岩群。火山の噴火により堆積した凝灰岩や
溶岩層が長い年月をかけて浸食されてできたもの。

1イスタンブールを代表する

デラックスクラスホテル

（当社基準）にゆとりの2里泊。

イスタンブールを

3日に分けてたっぷりご案内

します。

2旧市街の展望が素晴

らしい「セブンヒルズ」

レストランや、チョイス

メニューなど、バラエティ

豊かなお食事をお楽し

みください。

0 Wi-Fi付デラックス 一般的な トルコのツアー° VIPパス利用で 1？では、観光中にお土産店

ゅったりと旅を への案内がございますが、

お楽しみいただけます。 当ツアーではご希望の方

のみご案内します。

きイスタンブールでご宿泊いただ＜
名門ホテルは、どちらも少人数グル
ープだからこそ宿泊できるホテル。
ご夕食もホテル内のレストランにて

ご用意しています。

芸 異国情緒あふれる魅惑の国、トルコの歴史の栄枯盛衰を感じる旅へ 玲

イスタンブールを3日に分けてご案内

アヤソフィア
ビザンツ建築の最高傑作と称えられる世界で
4番目に大きな教会。

（現在はモスクとして利用されています）

田；石累叩，建築の傑作といわれるにふさわ
しい威容を誇っています。

地下宮殿
ピザンチンのユスティヌアヌス帝の

時に建設された地下貯水池。
異教の神殿から集めた336本もの
石柱が天井を支えています。

m［怠怒殿
1周囲を海に囲まれて小高い丘の
’上に1守む、15世紀中頃から19世紀
中頃までオスマン帝国の君主が
居住した宮殿です。

パムッカレ
トルコ語で「綿の城」 と呼ばれる、階段状の不思
な温泉。高さ約200m、幅約1kmにわたって、純白の

がツララのように垂れ下がっています。

ご旅行に彩りを添える

優雅なお食事をご用意

DAY

囚 オリエント・エクスプレス

「オリエント急行」の終着駅にある
レストラ ン。壁に飾られた写真や
資料などから「オリエント急行」の

雰囲気を楽しみながら食事をする
ことができます。

セブンヒルズ

マルマラ海やブルーモスク、アヤソ

フィアなどの素晴ら しい景色が
見渡せる屋上テラスにて、ここで
しか過ごせない時間をお楽しみ

ください。



エフェ

埠ヽ＊布― Kぶ池9

フレンドツアー厳選の

デラ ッ クスクラスホテル （当社基準） に

ゆとりの2連泊

7・8泊目／イスタンブール
4・ • 
学s,込 SOヽs フォーシーズンズホテル・

―̀‘ `^―ス

三
1892年に開業し、「オリエント急行」で豪華な旅をする人々のために建てられた
ホテルです。「オリエント急行殺人事件」の著者アガサ・クリスティの定宿として
有名です。歴史的な雰囲気と充実した設備が融合した快適なホテルです。

●利用ホテル一覧

イスタンプール(2泊目）（3月出発） ルメリディアンイスタンブール•エティレール〈Dx〉 ［指定］

アイワルク(4月出発以降） グランドテミゼル〈Sp〉［指定］

バムッカレ ドーアサーマルヘルスアンドスバ〈Dx〉［指定］

コンヤ デデマン〈Dx〉［指定］

カッバドキア ガソバドキア・ケイブリゾートアンドスバ〈Dx〉［指定］

掌 孟ール14;□:！降 ：；；：孟盆；；；レポスポラス〈DX〉［指定］

〈Ox〉：デラックスクラスホテル （当社基準）、〈Sp〉：スーペリアクラスホテル
（当社基準）※ダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合があります。

※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合 ※赤色の出発日は催行確定

3月
15叫庖

ヽ

28⑳ 

4月
18⑳e 
30旧）

5月
16~ 
30~ 

6月 13~・27的

759,800円

779,800円

1,099,800円

819,800円

799,800円
10月 17(:)<)

31(:)<) 

8月つ::） 躙',099,800円

849,800円

839,800円

829,800円

3月出発 95.000 

＊マ門口こ［塁塁
より 250,000円引き

エコノミー各忍梵岡ブラン14月出発以降は上記旅行代金より300,000円引き

※このコースでは3人部屋をお受けできます。

※Sマークの日はチューリップの花のシーズンです（開花時期がすれてこ覧
いただけない場合があります。開花時期：現地手配会社DORAK社調べ）

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途
必要となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページを
こ参照ください。 ●国際観光旅客税おl人様1,000円
●国内空港施設使用料：大人( 1 2歳以上）2,950円•子供(2歳
以上12歳未満）l.470円 ●旅客保安サービス料（羽田）：大人・
子供(2歳以上）100円 ●海外空港諸税※：3,710円 ●航空
保険特別料金※：3.750円 ●燃油サーチャージ※，101,000円
※は2023年1月4日現在の目安額です。

L甲函函画昌幽畠謳宮醤饂i
(3月出巽） （4月中砕FI隅）

＂閉零 9,月（→P56参照）
◎入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません） ▲乗船にて観光

匹 オプシ ョナルツアー （別代金／詳しくは56ベージをご参照ください）

゜
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ピジネスクラス： FE002TC-1154

ケープタウンではテーブルマウンテンの見えるお部屋に3連泊(7~9泊目）
ZAMBIA 

BOTSW 

一
ANA • • li 

ZIMBABWE 

感動の南部アフリカ11日間
互

SOUTH AFRICA 

攀

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介 ジ川に跨る、世界三大瀑布のひとつ。ア

［フレンドツアー旅ごはん 1検咤 ’ 大陸を代表する大自然の驚異です。

1エミレーツ航空の世界最大級2階建て 2ケープタウンでは「テーブルマウンテン
「A380」を体験 ！（成田⇔ ドパイ間） の見えるお部屋」に3連泊。

添乗員

三アフリカの迫力たっぶりの大自然

ぶチョベ国立公園ではサファリドライブに加えチョベ川のポートサファリも楽しみます。
と動物達を間近に感じることができ、

ホテルやお食事も満足度の高い

おすすめのツアーです。

芸 野生の生命にあふれる南部アフリカの魅力玲

じ 刀ヵは季節により様々 な見どころがあります1
四 美しい滝の写真をとるには良いシーズン！
迫力かある滝がご覧いただけます。

l:JAヨil•9iI サフ ァ リ観 ‘tのベスト‘J ‘ノースノ。
雨も少なく 平均気温が15~20℃ と快適。

日1ぃに塁"99iI
ケープタウンが乾季でさわやかな観光シーズン。

〗世界遺産の中の植物園
カーステンボッシュ植物園

〗アフリカ大陸最南西端の岬
喜望峰

15世紀ポルトガルの冒険家ヴァスコ・ダ・ガマ

がインド航路を発見したのを記念して名付けら

れました。

DAY 

3l"lo)サファリチャンなごJll紘！ 1 巨ご霜喜園ボツワナは、国土の南半分をカラハリ砂漠が占める内陸国。北部にあるチョベ国立公園には、アフリカゾウをはじめ、

ライオン、シマウマなどさまざまな野生の動物・鳥類が生息していて、本格的なサファ リが楽しめます。
•" •一•名

駆 I心10月出発のみ I 
ジャカランダの並木道にこ＇案内

プレトリア市内には

約7万本のジャカランダ

の木があります。

` ' •出点：．●-ぶ唸吋
• •', .i , . 9- （;、...

，ゞ.• •9\ 
※例年10月は
ジャカランダの花

が咲き誇るベスト

シーズンです I
. -■- ■9 999- "" 

:．a 

.， 上:_-＇1,；・・t[＇ぴふ

※花の見頃は自然現線のため前後する場合があります。

孟―感動のサファリ体験一m二言闘昇？ァリ
アフリカゾウの生息密度世界一のチョベ国立公園。
船から見るポートサファリも人気です。通常のサファリ
のみならず水辺での動物の行動を観察できます。

※野生動物のた
め一部はご翌い
ただけない場合
があります。



地元で人気のレストラン
バイア・シーフード・レストランで

新鮮なシーフードをご用意

ある豊宮なワインリストを揃える人気レストラン。テ＿ブルマ
位置し、南__,.，、, -L●,`.^士，

テーブルマウンテンのバノラマとテーブル湾を見渡す絶好のロケーションの
ホテルです。人気のウォーターフロント地区で、ショッピングセンタ＿にも直
結し、便利さも兼ね備えています。

●利用ホテル一覧

インターコンチネンタルエアポートサン〈Dx〉、

ヨハネスブルグ 54オンザバス〈Ox〉、ドリエルグランドホテル〈Ox〉̀
ヒルトンサントン〈Dx〉、サントンサン〈Dx〉、
インターコンチネンタルサントン＆タワーズ(Ox〉のいずれか

チョヘぐ クレスタモワナサファリロッジ〈Sp〉またはチョペマリーナ
ロッジ〈Sp〉のいずれか

ピクトリアフォールズエレファントヒルズ〈Dx〉［指定］

ケーブタウン ザテーブルペイホテル〈Dx〉［指定l

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）、〈Sp〉：スーベリアクラスホテル（当社基準）
※ダプルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合がございます。

※お 1 人様 (2歳以上） 2名様 1 室 • ピジネスクラス利用の場合※赤色の出発日は催行確定

8月 14回"|1,559,800円

9月 18（初 摩 1,579,800円

94口(eぃ公江

10月悶：•よ伺） 11 ,599,800円

一了1 江 9上記旅行代金より 4累腐:::
祝ゴのコースでは3人部屋をお受けできません。
＾玉マークはサファリ体験におけるペストシーズンです。
やマークは例年ジャカランダの花の見頃です。（いすれも年により開花時期が異なる

ため、こ覧いただけない場合があります）
一マークは、ケープタウン観光に適したシーズンです。

iif,'II疇奮

※残存期間は6カ月以上あるのが望ましく、6カ月未満のお客様は再発行の
手続きをお願い致します。 ※3・6日目 は利用空港によって必要な査証が
異なりますので、確定の金額は最終旅行日程表にてご案内いたします。
※なお、これらの条件は日本国籍の方が観光目的で短期入国する場合に
限ります。2023年1月4日現在を基準としていますが、予告なく変更になる
場合があります。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。別途
必要となりますのでこ了承ください。詳しくは9ページをご
参照ください。 ●国際観光旅客税おl人様l.000円 ● 
国内空港施設使用料：成田：大人 ( 7 2歳以上） 2,730円•子供
(2歳以上72歳未満） l.070円 ●旅客保安サービス料：大人
小人 (2歳以上）530円 ●海外空港諸税※： 32,000円
●燃油サーチャージ※：745,000円 ●航空保険特別料金'
2,680円 ※は2023年 1月4日現在の目安額です。

し甲函画昌幽畠畠同轟磯i
l淳昂閃嘘'9月（→P56参照） 0入場（入館）観光 〇下車観光（施設等へは入場しません）▲乗車又は乗船にて観光

＊ご自宅から空港へのスーツケース宅配サービス付き（おひとり様1個）。

尉囮百回東京（成田）発十空路、エミレーツ航空ビジネスクラスにてドバイ乗り継ぎ、ヨハネス

ブルグヘ。 〈機中泊〉 区〕
匿 ヨハネスプルグ蒲 甲示ヨハネスブルグ藩後、ホテルヘ。

南□器ロホテル芦 一
ァ 自 尾置ヨ ご宿泊ホァルiしてご用意いたします。〈ヨハネスブルグ泊〉 8別8]’’
；国記ヨハネスブルグ字一路、空港へ。

ヵ囲配ヨハネスフルグ発十空路、 エコノミークラスにてジンバブエのビクトリアフォールズ

囲壺］ビクトリアフォールズまたはザンビアのリビングス トンヘ。

又はリビングストン藩 屯8着後、 チョベ国立公園へ。

（約85km／約1時間改）分） ～チョベ国立公園にてサファリツア一体験～

匡 チョベ芯， チョベ国立公園にて、陸上から▲サファリドライブ（約2時間）をお ',.,・

楽しみください。（注1)

雀“'層層濯4門，四"”冨' '”且慧~北材il
疇 ホテル着 2連泊なので、3回のサファリドライブで動物との遭遇率アップ

ポ I歩く時間IA | 
0 『

ッ 〈チョ ベ泊〉 歴曰m: 
ヮ□チョベ凸 陸上から▲サフナ ァリドライブ（約3時間）（注1)。

一尋冨胆閏閾阿● ロッジにて朝食後、午前、自由行動。

と午後、チョベ川の▲ボートサファリ（約3時問）をお楽しみ頂きます。

疇 ホテル着 I歩く時間IA| 〈チョ ベ泊〉 @狙om
口蛮］チョベ森 陸上から▲サファリドライブ（約3時間）（注1)。

叩 （約85km／約1時間30分）

I午前国境を越え、ジンバブエのビクトリアフォールズヘ。

●囀響伽紘胤• 1IBt界遺産ビクトリアの滝観光（約2時間） ジンバブエ側の遊歩道から迫力

三ぎ三:麟 ョハネスプルグ着四戸ー：ご用意しています。
麟 ホテル着 I歩く時間IAI 〈ヨハネスブルグ泊〉

団亙囚ヨハネスブルグ下；

観光 （約2時間）。◎マンデラハウ

〇ヘクター・ピーターソンメモリアルを（約潟問）。〇ジャカランダの並木道、

誓：：戸正三叫戸五;；̀四翌］ホテル着 I歩く時間IA| 〈ケープタウン泊〉 ＠前町m
:,, 

翌疇 ケープタウンこ午前、テーブルマウンテン観光 （約1時間）。◎テーブルマウンテンヘ

フ ▲ケーブルカーで登頂します。午後、◎ワイナリ 一見学（約1時間）＇

片 と試飲。他 界遺産◎ カーステンボッシュ植物園（約1時間）と、

〇マレーク ォーターに もご案内します。

固詞ホテル着 I歩く時間IBII鳩唇昂詈9．〈ケー プタウ ン泊〉 全灯Dm
匡匝］ケープタウン石8 終日かけて、たっぷり佃界遺産lケープ半島観光（約7時間）へ。オット

（約64km／約1時間①分） セイの島▲ドイカー島への遊覧クルーズ（約40分）、ペンギンの生息する

•■騎璽紐'遭 Oボルダーズビーチ、〇喜望峰、0ヶープポイントヘご案内します。

（約64km／約1時間30分）
観光後ホァルに戻り、ウォーターフロントの散策をお楽しみください。

覧置直（レストラン国 「バイア・シーフード・レストラン」で新

冒：三胃喜三；；：プ：ここ：悶
-g三 固 東京（成田）藩□？：二左悶： を港からご自宅へのスーノケー閏是

●添乗員が同行します ●最少催行人員／10名様（赤字の出発日は催行確定） ●最大人員／22名様
●食事回数／朝食8回、昼食5回、夕食8回（機内食除<) ●日本発着時利用航空会社／エミレーツ航空
●航空機の利用クラス／FE002TC：ビジネスクラス（成田→ドバイ→ヨハネスプルグ、
ケープタウン→ドバイ→成田間）、 FE002TY：エコノミークラス（全区間）

匿国ヨ ●上記スケジュールは、2023年1月4日現在のものであり
交通機関の都合・天候・現地事情により、日程が変更になる

場合があります。●3日目のサファリドライブは、ピク トリアフォールズまたはザンピアのリピングストン空港への航空機の
到藩時間次第では、実施できない場合があります。●ヘリコプター観光が中止の場合は、お1人様10,000円、テーブルマウン
テンケーブルカーが強風等により運休の場合は、お一人様3,000円ご返金いたします。●5日目のピクトリアの滝観光中は雨具
をご持参ください。●野生生物の出現は自然現象ですので、各地に生息するすべての動物がご覧いただけるとは限りませんが、
ご覧いただけない場合の返金はございません。予めご了承ください。●当コースでは2023年1月4日現在、黄熱病予防接種は
不要ですが、今後関係当局の方針変更により必要となることがあれば速やかにご連絡します。 （注1)サファリカーは分乗
となり、添乗員は同乗できない場合がございます。※ワクチン3回以上接種済の有効な証明密をツアー参加時お持ちでない方は、
現地にて出国前72時間以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。費用は別途お客様のご負担となります。

＿ 
[31011480) 52 



ピジネスクラス ：FC730C-1154

憧れの「フェアモントシャトーレイクルイーズ」に泊まる(4泊目）

カナダ大自然紀行9日間

こちらの二次元コードから
過去の記事をご紹介

フレンドツアー旅ごはんいき岳5
- 9--エメラルド・グリーンの湖水が美しく耀＜湖。氷

河からの雪解け水と共に流れてくる石灰岩の
粒子により乳白色に近い水色となります。

1人気の往復ANA ;)全都市デラックスクラスホテル
ピジネスクラス利用 利用（当社基準）。個人では予約が
（羽田⇔バンクーバー間）で 取りづらい「フェアモントシャ
快適な空の旅をお過 トーレイクルイーズ」にご宿泊。
ごしください。 優雅な時間をお過ごしください。

ぶ 北半球最大規模の
大氷原！ コロンピア
大氷原では雪上車
で氷河に上陸します。

CANADA 

Ì  

こ連泊を中心としたゆったりスケジュールで大自然を満喫。
あえてホテルの到着時間を早くしているのでお身体へ
の負担も少ないです。カナディアンロッキーでは古城風
ホテル「フェアモントバンフスプリングス」に2連泊。
6日目は終日自由行動でゆったりお過ごしください。

学— 凛々しい山々と美しい湖、氷河を巡る 玲

悠久の時を感じて歩く氷の世界
氷は最大で厚さ300mを超える大氷原。

コロンビア大氷原
特殊な車 （雪上車）に乗り、氷河の上を

実際に歩くことができます。

... --・ . ---•-
ャトーレ

≪ 
嗚 麟A述辿＠コ函

ロ 太平洋に面する美しい港町 需忠悶唸芦‘：閉芦
バンクーバー まれたパンクーパーは、世界でも美しい

都市のひとつといわれていま す。

で

--~:テズ:ールキー 1
_, -—土

臼しみます

這
高くそびえる山々と壮大なビクトリア氷河、そして

エメラルド色にきらめ く湖が辺り を囲む中、印象的

な件 まいを 見せる世界的に有名 なホテルです。

※滞在中、ボート遊覧にはご案内しません。

、ク-
＇、：｝て'~

、-＼ゞ＼叫鴫！国噸
―̀‘̀ ̂  

や ←り．

鴫
mカナダ旧トル札に採用された膏い湖

モレーン湖

レイクルイーズからさらに山道を登った所にある湖。
10の尖峰を背に美しく輝く湖は、カナダを代表する風景

です。ロッキーでもっとも美しい湖といわれています。

DAY

囚
ロッキーの雄大さを感じる

レイクルイーズ／ゴンドラ

レイクルイーズではゴンドラに乗車し山の中腹にある

展望台からの眺めをご堪能。目の前に広がるエメラルド

色の湖と純白に輝く氷河が織りなす絶景は、まるで

一枚の絵画のようです。

ド名'r-～裕y
4 、

（メ ー 9

53 



一慶 ―—--ロ-―---
と］

※古城風ホテルではお部屋ごとに間取り、広さ、頴度品、眺めなどが巽なります。

フェアモントバンフスプリングス

ホテル内ダイニングにて優雅なひととき

亨
「ヴァ ーミリオン・ルーム」にて

「アルバー タビーフ」をご賞味

⑭ 三

●利用ホテル一覧

カルガリー

ジャスバー

レイクルイーズ

カナディアン
ロッキー（パンフ）

パンクーパー

2・3泊目 ／ ジャスパー

｀ `  
カナダのロッキー山脈
のポーベール湖のほと
りに位置するリゾート
ホテル。エメラル ドグ
リ＿ンのポベ＿ル湖に
抱かれた敷地面積700
エーカーの緑豊かな
ホテルで時間を忘れて
ゆっくりお過ごしくだ
さい。

カルガリーマリオットダウンタウンホテル〈Dx〉［指定］

フェアモントジャスバーバークロッジ〈Dx〉［指定］

フェアモントシャトーレイクルイーズ〈Dx〉［指定］

フェアモントバンフスプリングス〈Dx〉［指定］

ハイアットリージェンシーバンクーバー〈Dx〉、
フェアモントホテルバンクーバー〈Ox〉のいずれか

〈Dx〉：デラックスクラスホテル（当社基準）
※ダブルペッドやシャワーのみのお部屋となる場合がございます。

※お1人様(2歳以上）2名様1室・ピジネスクラス利用の場合※赤色の出発日は催行確定

7 17 
1,179,800円

225,000円

800,0DDPl 

ー エコノミークラス利用プラン1

（全区間） ． 上記旅行代金より 200,000円引き

※このコースでは3人部屋をお受けできません。

上記旅行代金には以下の金額は含まれておりません。

別途必要となりますのでこ了承ください。詳しくは9
ページをこ参照ください。 ●国際観光旅客税 1,000円

●国内空港施設使用料（羽田）：大人(12歳以上）2,950円・

子供(2歳以上12歳未満）1,470円 ●旅客保安サービス料

（羽田）．大人子供(2歳以上） 100円 ●海外空港諸税※・

5,610円 ●燃油サーチャージ ※． 98,000円 ※は

2023年 1月4日現在の目安額です

剛函画磁畠謳匿醤畠磯i
l躇9,9Z',99日（→P56参照） 〇下車観光（施設等へは入場しません） ▲乗車又は乗船にて観光 △車窓観光

二 ：三正9クロ：き;;:三へ10個）。

匝函］カルガリ ーこB 午前、ジャスパーヘ向かう途中、レイクルイ ーズスキ ー場の

(185km／約2時間15分） ▲ゴンドラに乗車し山の中腹にある展望台からの眺めを

ご堪能いただきます。

カナディアンロ ッキー屈指のリゾートホテル「フェアモント
ジャスパーパークロ ッジ」にうれしい2連泊です Pボーヴァー
レイク湖畔の広大な大自然の敷地内に建つホテルです。璽冒

二；：ーテ:I□]-9門9二霊；白：ス竺、
(46km／約50分） 公園マリーンレイク観光 （約6時間）。〇マリーンレイクでは▲マリーン 、雷：；；；五、スフは芦嘉ぞ心‘閃芦。;~fl．羅• マリーン川の急流によって形成された〇マリーン渓谷を訪れます。

(46km／約50分） ホテル着後、 自由行動。広大な敷地内にてのんびりするのも良し、ジャス

—1閂言玉西ぞ。 〈ノャスパー，白〉 醇 m
疇 ホテル藩 パーの町へ散策へ出かけるのも良し。思い思いにお過ごしください。

団ジャスパー~ 1 mr界遺産］カナディアンロ ッ キー観光。
(110km/約1時間20分） 車窓からカナディアンロ ッキーの風景をお楽しみください。

一鰍国『一

一疇 冨 需 伽i.カナディアンロ ッキーの宝石〇レイクルイーズヘ。

圧巻のビクトリア氷河とエメラルド色に輝く湖とのコントラスト

が美しく人々を魅了します。その後、岩盤の細い水路を流れ落ち

る〇アサバスカ滝へ。〇コロ ンビア大氷原では▲雪上車に乗り、

~, (135km/ r.J1R~r.,3o7t) I厚さが300mを超えるといわれる氷河の上を歩きます。
(135km／約1時間30分） 午後、車窓から△ボウ湖をご覧いただき、湖の色が季節や時間帯に

よって変化する青い神秘的な湖〇ペイ ト湖（約20分）を訪れます。

疇 古］ふ―ス／1犀ご99門翌99芦ニト：［三。
覧 ご夕食もホテルにてご用意しています。

I歩く時間 IA I ■淳”平•'疇 〈レイクルイ ース泊〉

聾戸クご二）古こ1；；：亨緊ごニ二嵐塁芦悶孟盟羞瓢゜
(60km／約1時間） 深く青い色をたたえる静寂の湖〇モレーン湖、〇 タカカウ―i, ．． 滝へご案内します。

エメラルドグリ ーンに染まり格別に美しい〇エメラルド湖、

景勝地〇ナチュラルブリ ッジにご案内します。

い森の中心にそびえる古城風ホテル
フェアモントバンフスプリングス」に2連泊です。

曰E9（レストラン国證馨lホ―ル内ダイー、 ．． ．、T -／ク「ウァーミリオン・ 罷

ルーム」にてアルバータビーフをどうぞ。

I歩く時間 IA |＇’H閉昂三',9
〈カナディアンロッキー（バンフ）泊〉 ~rmm 

バンフ 1終日、自由行動。ホテル周辺の針葉樹の森を散策したり人々で

一三閂削-賑わうバンフの街でショ ッピングはいかがでしょうか。

〈カナディアンロッキー（バンフ）泊〉 @疋ヨピ〕
□歪］ バンフ四 朝、カルガリー空港へ。
(150km／約1時間30分） カナダ国内線エコ ノミ ークラスにてバンク ーバーヘ。

四竪］ カルガリー発→ 普後、バンクーバー市内観光（約3時間）。地元の食材や新鮮な魚介類、

数々のショ ップが集まる〇グランビルアイランド、人々の憩いの場

〇スタンレー公園へご案内します。（ご昼食はあえて自由食です。

グランビルアイランドにてお召し上がりください）

き已□□：：ニ●添乗員が同行します ●最少催行人員／10名様（赤字の出発日は2名様から催行確定）●最大人員／22名様
●食事回数／朝食7回、昼食5回、夕食4回（機内食除く）
●日本発猜時利用航空会社／ANA
●航空機の利用クラス／FC730C：ビジネスクラス（羽田ーバンクーハー間）、FC730Y：エコノミークラス（全区間）

-—：品慧;盆`;文｀はぢ~oi誓」り］り昇＆ぢ店:そ沿吝9
あります。●4日目のコロンピア大氷原の雪上車が悪天候等の理由による運行中止時は▲サルファーマウンテンゴンドラ乗車に
ご案内となります。●ホテルの性質上お部屋ごとに広さや間取り、調度品、眺望などが巽なります。また、ダブルペッドに2つの
ベッドマットが1つの枠の中に入っているクイプのお部屋や、パスタプ無しのシャワーのみのお部屋になる場合があります。
●モレーン湖に下車できない場合はトゥージャックレイクヘご案内します。●カナダ国内線利用区間（エコノミークラス）の
受託手荷物は2個目から有料となり、現地にてクレジットカードにてお支払いとなります。※ワクチン3回以上接種済の有効な
証明書をツアー参加時お持ちでない方は、現地にて出国前72時問以内の検査を受検し、陰性証明書の取得が必要です。費用は
別途お客様のご負担となります。

[2Y09150] 54 



55 

--------― 

年間気温と降水量

国名 都市名 気温・降水量 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 国名 都市名 気温・降水量 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
最高気温（℃） 15.3 18 22 256 286 28 7 26 22 最高気温1℃) 122 156 196 227 25.2 25 21.1 16.3 

イタリア ローマ 最低気温rc) 58 83 11 9 15.6 18.2 184 158 12 フランス パリ 最低気温(C) 5.3 73 109 138 158 157 127 96 
降水量lrrm) 65 54 7 31 8 163 14 7 333 68.2 93.4 降水量(rrm) 47 6 51 8 632 496 62.3 52.7 47,6 61 5 
最高気温（℃） 15 7 17 5 21 4 269 31.2 307 26 19 最高気温（℃） 109 137 17 4 205 229 226 192 152 

スペイン マドリッド 最低気温代） 5.6 72 107 151 184 182 15 10.2 イギリス ロンドン 最低気温（℃） 28 3.7 68 96 11 7 1 1 4 93 66 
降水量(rrm) 30 40 40 20 10 10 30 40 降水量(nm) 60 50 50 50 40 50 60 70 
最高気温("C) 18.2 19.2 21.4 248 27 5 27 8 262 22.1 最高気温（℃） 8 1 1 17 20 22 22 18 12 

ポルトガル リスポン 最低気温（℃） 104 11 5 133 159 179 18.1 17.3 146 ドイツ ミュンヘン 最低気温1℃) 01 2 6 10 12 12 8 4 
降水量(rrm) 51 2 64 7 55.6 17.2 61 68 285 79 8 降水量(nm) 50 70 100 120 120 110 80 60 
最高気温（℃I 83 12 4 17 204 233 22.5 192 13 5 叢高気温1℃) 102 161 21 3 24 267 266 211 15.3 

スイス ベルン 最低気温1℃) -01 3 6.9 10.1 12.1 11 7 ， 53 オーストリア ウィーン 最低気温（℃） 3.5 78 125 151 17 4 17 5 136 88 
降水量(rrm) 70 84 108 121 104 113 84 73 降水量(nm) 391 392 609 633 666 66.5 50.4 328 
最高気温1℃) 1 7 15 18 21 18 13 7 最高気温（℃） 7 12 17 20 22 22 18 12 

フィンランド ヘルシンキ 最低気温rc) -5 -05 5 ， 11 10 6 2 チェコ プラハ 最低気温（℃）

゜
2 7 10 12 11 8 3 

降水量(rrm) 30 30 40 40 60 70 60 60 降水量(mn) 20 30 50 60 60 60 40 30 
最高気温rc) 3 ， 16 20 21 20 15 ， 最高気温rc1 10 15 21 23 26 26 21 15 

ノルウェー オスロ 最低気温（℃） •2 1 7 11 12 11 7 3 ハンガリー ブダペスト 最低気温（℃） 1 5 10 13 15 15 11 6 
降水量(mn) 60 40 50 80 70 90 70 90 降水量(rrm) 40 40 70 60 40 70 70 60 
最高気迅rc) 2 8 15 19 21 20 14 8 最高気温（℃） 157 194 241 28.7 31.8 31.7 282 232 

スウェーデン ストックホルム 最低気温（℃） •3 -05 5 ， 12 11 7 3 ギリシャ アテネ 最低気温re) 84 11 4 158 201 228 228 196 156 
降水量(ITTTI) 26 30 30 45 72 66 55 50 降水量(nrn) 39 7 26 152 56 52 7 9.6 47 8 
最高気潟（℃｝ 5 ， 15 18 20 20 16 11 最高気温1℃) 10 15 20 25 27 27 24 19 

デンマーク コベン／1ーゲン 最低気温1℃)

゜
2 7 11 12 12 10 6 トルコ イスタンプール 最低気温（℃I 4 8 12 16 18 19 16 12 

降水量(rrm) 30 40 40 50 60 70 50 50 降水量(nm) 50 40 30 20 10 10 20 50 
最高気温1℃) 133 14.4 194 228 272 272 21 7 15 最高気逗（℃I 24 22 19 17 16 17 18 20 

クロアチア ザグレブ 最低気温rc) 22 39 10 133 156 15 106 67 南アフリカ ケープタウン 最低気温（℃） 15 13 11 8 8 8 10 12 
降水量(nm) 55 68 82 95 79 80 80 94 降水量(mn) 30 50 70 90 100 70 50 40 
最高気温（℃） 10 13 19 22 25 25 20 14 最高気温（℃） 24 11 4 19 241 26.6 25.4 20.5 128 

スロベニア リュプリャナ 最低気温,cl -05 2 7 11 12 12 ， 5 カナダ オタワ 最低気温（℃） -6.8 1 5 8 133 15 7 145 101 4 
降水量(nm) 40 50 50 50 50 50 60 70 径水量(nm) 57 5 71 1 86.6 92.7 84.4 83.8 92.7 859 

※年間気温と降水量は、Weatherbaseを参考にしています。

各国の通貨・プラグインタイプ・時差・パスポートの残存有効期間

国名 通貨 プラグタイプ 日本との時差 バスポートの
（カッコ内はサマータイム） 残存有効期間

国名 通貨 プラグタイプ
日本との時差 パスボートの

（カッコ内はサマータイム） 残存有効期間

イタリア 1ユーロ 約13822円 C 
8時間

出国時90日以上(7時間）
フランス 1ユーロ 約13822円 C 

8時間
出国時3ヵ月以上(7時間）

スペイン 1ユーロ 約13822円 C 
8時間

出国時3ヵ月以上(7時間）
イギリス 1ポンド 約15664円 BF 

9時間 帰国時まで
(8時間） 有効なもの

ポルトガル 1ユーロ 約13822円 C,SE 9時間
滞在期間＋3ヵ月(8時間）

ドイツ 1ユーロ 約13822円 C,SE 8時間
出国時3ヵ月以上(7時間）

スイス 1フラン 約140円 C,SE 8時間
出国時3ヵ月以上(7時間）

オーストリア 1ユーロ 約13822円 C,SE 8時間
出国時3ヵ月以上(7時間）

フィンランド 1ユーロ 約13822円 C,SE 7時間
出国時3ヵ月以上(6時間） チェコ 1チェコ・コルナ 約573円 C,SE 8時間

出国時3ヵ月以上(7時間）

ノルウェー 1ノルウェー・クローネ 約131円 C,SE 8時間
入国時90日以上(7時間）

ハンガリー 1フォリント 約035円 C,SE 8時間
出国時90日以上(7時間）

スウェーデン 1スウェーデン・クローナ 約12.4円 C,SE 8時間
入国時3ヵ月以上(7時間）

ギリシャ 1ユーロ 約13822円 C 
7時間 入国時3ヵ月＋
(6時間） 滞在日数以上

デンマーク 1デンマーク・クローネ 約18.58円 C 
8時間

入国時3ヵ月以上(7時間）
トルコ 1トルコリラ 約697円 C 6時間 入国時150日以上

クロアチア 1クーナ・ 約 1859円 C 
8時間

出国時3ヵ月以上(7時間）
南アフリカ 1ランド 約771円 B3 7時間 出国時30日以上

スロペニア 1ユーロ， 9 ・約13822円 C 
8時間

出国時3ヵ月以上(7時間）
カナダ 1カナダドル 約95.83円 A 

16時間 滞在日数十
(15時間） 1日以上

Aタイプ 83タイプ BFタイプ Cタイプか4.0 SEタイプ</14.8 0タイプ

プラグタイプ [):□l □囚 匹 □］ [J:<1>4臼 噂4f・ []:〇
※上記の内容は、2023年1月4日現在のブルームパーグ（為替レート計算）の情報に基づいています。 ※サマータイムの期間は、通常3月叢終日曜日～10月最終土曜日となります。 ＊パスボートの残存有効期間が不足
していますと、原則として入国できませんので、 お申し込み時に必ずご確認ください。また、入国審査は利用航空会社により、乗り継ぎ都市にて行われる場合があり、その場合バスポートの残存有効期間は、入国審査を行う国
が基準となりますのでご注意ください。 ※万が一の場合に備え、余裕を もった残存期間でご参加いただくことをお勧めいたします。



オプショナルツアーのご案内 近郊へ凸鍔合ぢ‘アお喜芦昆贔喜望昇註皐｝＜彩る

オプショナルツ ア ー に つ い て の 共 通 の ご 注 意

●下記オプショナルツアーおよび代金は原則として2023年3月1日～2023年10月31日出発日分
に適用します。

●オプショナルツアーは別料金にて募集催行する現地の小旅行となり、ご旅行代金には含まれません。
●オプショナルツアーや催行人員によ って企画・実施会社および条件が異なります。
他社企画・実施のオプショナルツア＿では、当社の旅行条件は適用されません。

●料金には往復の交通費 （指定の集合場所⇔現地、またはご滞在ホテル一現地）、入場料、チ ップ、明
示した食事料金およびガイド料金が含まれています。

●他のツアーのお客様と共同催行となる場合があります。またそれによりご参加人数が各ツア＿の
募集昂大人数以上となる場合があります。

●原則として日本にてお申し込み、現地にてお支払いください。
●特に記載のない限り現地申し込みも可能ですが、満席でお受けできない場合もございますので、

日本でのお申し込みをお勧めいたしております。
●日程の2・3日目のオプシ ョナルツアーは日本出発の3日前までにお申し込みください。

※一部ツアーは申込締切が異なります。各ツアーの詳細をご覧ください。
●原則クレジットカードでのお支払いはお受けできません。

靖窟

世界遺産マテーラ観光

・料金（おひとり様）／8,000円

・所要時間／11:30-16:30(5時間）

•最少催行人員／6名様

．含まれるもの／往復送迎、現地ガイド、

昼食、添乗員同行

遥かなるプーリア州の田固風景を車

窓に眺め、アルベ ロベ ッロから約

68km、グラヴィナ渓谷の斜面にひし

めく洞窟住居「サッシ」が並ぶ風景は

圧巻です。0バノラ マから絶景を 一

望 ◎洞窟住居の見学へご案内。

※現地事情によ り洞窟住居が休館の場合は下
車観光と なります。その場合の返金はご ざ
いません。

企画・実施：（株）阪急交通社（阪神航空フレンドツアー）

古都トレド市内観光1嗜直四“'

・料金（おひとり様）／18,000円

・所要時間／15:00-19:30(4時間30分）

• 最少催行人員／6名様

．含まれるもの／往復送迎、

日本語ガイ ド、

入場料、 チ ップ、税金

〇展望台から トレ ドの旧市街を一望

した後、 ◎大聖堂、人々で賑わぅ〇市

庁舎広場、エル・グレコの絵画で知ら

れる◎サント・ トメ教会を訪れます。

世界遺産の街並みの散策をお楽しみ

ください。

企画・実施：（株）阪急交通社（阪神航空フレンドツアー）

ノーベル賞授賞式ディナー1嘔置胴遁9

・科金（おひとり様）／38,000円

・所要時間／19:00-22:00（約3時間）

• 最少催行人員／2名様

．含まれるもの／夕食 （※往復の交通費は

匹 認雷；t□9

ノーベル賞授賞式メニューをストックホルム市

庁舎のレストラン又はノーベル賞授賞者が宿

泊するホテル「グランド」でお楽しみください。
※ただし市庁含レストラン休集8は11少筐行人員/15名磁取消
料は予約成立後、 オプショナルツアー代金の100%となります。
※予約状況によりお受けできない場合があります．磁トラペル
イヤホンサーピスはありません。※市庁舎のレストランが休業
の期問は、15祖贔以上のお申し込みがある場合に猿りホテルfグ
うンド」で手配いたします。（例年祝日、7月上旬～8月中旬は休集
しており、2氾衣印）該当出発日は7月6日～8月10日発です。）

企画・実施：（株）阪急交通社（阪神航空フレンドツアー）

4、g•

[3月出発まで】夜景の美しい「MESAI」レストランでのディナー

・料金（おひとり様）／12,000円

・所要時間／19:00-21:30 
（約2時間30分）

• 最少催行人員／4名様

・含まれるもの／往復送迎（混乗）、食事、

日本語アシスタント

ザ・ガラタ ・イスタンブール内にある

1日市街の夜景を一望できる レス トラ

ンにて、コース料理のディナー をお

楽しみください。

※添乗員は同行しません。

企画・実施：（株）阪急交通社（阪神航空フレンドツアー）

＊マークの見方
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口 認ス

●叢少催行人員に満たない場合は催行中止となります。
●オプショナルツアーの催行可否および実施時間は現地にて添乗員よりご案内いたします。
●他社企画・実施のオプショ ナルツアーは他言語の他のお客様と乗り合いになる場合があります。

その場合も日本話アシスタントは同乗いたします。
●取消料：※一部ツアーは取消料が異なります。各ツアーの詳細をご確認ください。
催行日の2日前ま で • ••無料
催行日の前日 （催行日が日 ・月曜の場合は前の週の金曜日）…ツアー代金の50%
催行日当日…ツアー代金の100%

●急遠、現地クルーズ船の貸切、運休、スケジュ ール変更等によりツアーが催行できない場合もござ
います。予めご了承ください。

●天候、交通事情、その他現地事情によりスケジュ ールや内容が変更となったり催行できない場合
があります。

●マー クの見方：O入場または入館 0パスから降りて観光 ▲乗船・乗車1＝圏量駐屠貞』このマー
クがついたオプショ ナルツアーは原則として 日本出発の1週間前までにお申し込みください。

ヴェルサイユ宮殿半日観光1屯凹層閾

・料金（おひとり様v24,000円

・所要時間／8:30~12:30（約4時間）

• 最少催行人員／8名様

．含まれるもの／往復送迎、現地ガイド、

入場料

17世紀後半、太陽王ルイ 14世が造り

上げた◎ ヴェルサイユ宮殿へご案内

いたしま す。当時の比類なき 栄華を

象徴する細部にまで こだわっ た豪華

絢爛な装飾をお楽 しみくだ さい。

瑚料滋就り：ご出発の7営業日前まて1土・ 日 • 祝含まず）
※締切以降のお取り消しは全額お取消料を申し受け
ます。 ※予約状況によっては、各自オーディオ
ガイドにて個人見学になる場合がございます。

企画・実施：（株）阪急交通社（阪神航空フレンドツアー）

ファドディナーショー 1＝正氾“'

・料金（おひとり様）／18,000円

・所要時間／19:15~22:30(3時間15分）

• 最少催行人員／6名様

．含まれるもの／往復送迎、入場科、

夕食、チ ップ

ポルトガル民謡を楽しむ一夜はきっ

と旅のよい思い出になるでしょう。

ボルトガルの心の歌 ファド。演歌で

も民謡で もブルー スでもない、 サウ

ダー デ（哀愁）たっぶ りの歌声 とギタ

ーの旋律を 夕食と共にお楽しみくだ

さい。

企画・実施：（株）阪急交通社（阪神航空フレンドツアー）

カッバドキア熱気球ツアー

・料金（おひとり様）／門閏22,000円ビ旦目26,000円
・所要時間／4:30-9:00うちの3時間

（飛行時間約1時間）

• 最少催行人員／1 名様

・含まれるもの／往復送迎（混乗）、アシス

タント、シャンバングラス1杯、フライト証明書

※悪天候などの理由により催行中止となる場
合があります。
※当日飛行地点まで行って飛行中止になった
場合も全額返金となります。
※飛行を開始して30分以内に天候の急変で飛
行できなかった場合は半額を返金いたします。

企画・実施：（株）阪急交通社（阪神航空フレンドツアー）

[4月出発以降l民筋；舞踊とベリーダンスショー

・料金（おひとり様）／12,000円

・所要時間／20:30-23:00
（約2時間30分）

• 最少催行人員／6名様

．含まれるもの／入場料、往復送迎、

ドリンク2杯

トルコ各地に伝わる 民謡舞踊や妖艶

なベリ ーダンスなど、異国情緒たっ

ぶりのア トラ クションをお楽しみい

ただけま す。

※添乗員は同行しません。
※ホテル帰着は夜23:30頃となります。

企画・実施：（棟）阪急交通社（阪神航空フレンドツアー）

＊食事マークについて

〶 ＝朝食団〕 ＝ 昼食 国＝ 夕食
の ＝ 軽食区＝機内食

曰＝食事は付いて いません

匹 ＝ オプショナルツアーを用意しています
（詳しいご案内は上記をご覧ください）

※日程表内の走行距離・時間は目安で、走行ルートや道路状況により巽なります。
※記戟の昼食場所は変更になる場合があり ます。

＊ホテルマークについて

二i攣已lit五

＊交通機関マークについて

＋ ＝航空機下R＝バス

中＝列車 どと ＝船

Qii=ヶーブルカー

玉 ＝ロー プ ウェイ

Dx デラックス
痴 スクうス1クラスホテル
*9ル（当匹 （当社基準）

＊ゆとり時間の表示について

1躊9，日2r9.． ご夕食の前に原則1時間以上ホテルのお部屋で「ほ っ」と

一息くつろいでいただけるお時間をおとりしています。-9号廿11- 自由に過ごしていただける時間を取り入れています

＊歩く時間について 徒歩による観光がどのくらい含まれているかを3段階の「歩 く時間Jで表しています。

I歩 く時間IA I悶江雪盆 I歩 く時間IB I昇塁ビ悶贔 I歩 く時間IC I □塁盟？りが

※時間は目安で、現地事情等により異なる場合があります。自由行動は含みません。また、坂道・階段などの多さを示すものではありません。
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お申し込みになる前に必ずお読みください このパンフレノトの記載内容は2023年3月1日出発から
2023年10月31日出発まで有効です。

I ご旅行内容とお申し込みについて I 
●各旅行代金は特に表示のない限り、 2人部屋をお2人でご利用いただく場合のお1人様分

の代金です。1部屋をお1人様でご利用される場合は、ご旅行代金のほかに「お1人様部屋
追加代金」が必要となります。

●ご案内のツアーは、徒歩による移動や現地の食事等が問題とならない、標準的な体力であ
るお客様を前提として作られております。特に記載のない限り観光先は標高2,500m以内
の地域ではございますが、歩行距離の長い行程もございますので、ご自身の健康状態を十
分ご考慮の上お申し込みください。ご旅行中の健康管理につきましては、‘‘お客様ご自身が
ご自分を管理する＂ことをご理解くださいますようお願い申し上げます 。既往症や多少ご不
安のあるお客様は、ご遠慮なくご相談ください。コース内容等につきまして詳しく説明させ
ていただきます。また、ご参加に際して医師の健康診断書をご提出いただく場合や、適切な
介護者のご同行をお願い申し上げる場合もございますので、予めご了承ください。

●原則2歳未満のお子様のご参加はご遠慮いただいております。
●18歳未満の方がご参加いただく場合、親権者の同意書が必要です。ご宿泊の都市により

英文の同意書が別途必要となる場合があります。
●15歳未満の方がご参加いただく場合、保護者の同行を条件とさせていただきます。2歳以

上未就学のお子様は状況により参加をご遠慮いただく場合がございます。
●最少催行人員の人数に満たない場合は、ツアーの催行を中止させていただきます。お申し

込みコースのご旅行が催行されない場合、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅
行開始日の前日から起算し、さかのぽって33日目にあたる 日より前までに、ピーク時以外
に旅行開始するものにあっては旅行開始日の前日から起算し、さかのぽって23日目にあ
たる 日までに、ご連絡いたします。最少催行人員はエコ ノミ ークラス、ビジネスクラス各
席ご利用の方の合計人数によります。

1 こ宿泊ホテルについて I 

●当社ではホテルクラスは上からスーパーデラックスクラス→デラ ックスクラス→スーペ
リアクラス→スタンダードクラスにクラス分けしています。信頼の置ける外部の資料な
らびにご参加いただいたお客様のアンケート評価、添乗員報告などを参考にクラスを区
分しています。フレンドツアーではその中から厳選し、ご案内いたしております。ご利用
便、ご利用ホテル、集合場所、その他詳しいスケジュールはご出発の14~7日前にお渡し
する「最終日程表」にてご確認ください。

●ホテルでは2人部屋をお2人でのご利用が原則です。お2人部屋はツインベッドルームを
ご用意しますが、ご夫婦などカップルでご参加の場合、 ダブルベッドとなる場合がありま
す。またホテルによってはエキストラベッドを入れてツインベッドルームとなる場合がご
ざいます。ツインベッドルームには、1台のベッドにマットが2つの（ジャーマンツイン）タ
イプもございます。

●お1人または奇数人数でご参加の場合、 他の方との相部屋のご希望はお受けできません。
お1人で1部屋をご利用になる方は、お1人部屋 （シングルルーム）追加代金が必要となり
ます。また、ご同行のお客様がご都合により不参加となり、その結果お1人部屋をご利用
いただく場合は、お1人様部屋追加代金が必要となります。

●3名様で1部屋（トリプル）をご利用の場合、 お2人部屋（ツインまたはダプルルーム）にエキ
ストフヘッドを入れ、3名様でご利用いただく為、大変手狭となります。また、その場合、
旅行代金の割引はありません。なお、ホテルによってはエキストラベッドの数が現地事情に
よりご用意できない場合もあります。また、 コースによっては3名一室（トリプル）をお受けで
きない場合がございます。

●グループ・ご家族参加で2部屋以上をご利用いただく場合、 一般的にホテルの受け入れ事
情により、お隣りまたは近くの部屋をご用意することが困難な場合がありますので予め
ご了承ください。

●同じツアーでご旅行していただいている場合でも、全グループのお客様に同ータイプ・同
ーフロアのお部屋を提供できない場合があります。お部屋割りは出来る限り公平に行っ
ておりますが、眺望や間取りなどタイプの異なる部屋になる場合がありますので予めご
了承ください。

●ホテル事情や地域によっては浴槽のないシャワーのみのお部屋となる場合がございます。
●地域によっては現地の気候により暖房・冷房設備がない場合がございます。

1 市内観光・オプショナルツアーについて 1 

■市内観光について。
●運送機関・ホテル側などの現地事情により宿泊都市および訪問都市の順序が変更となる

場合があります。
●世界遺産はその一部のみの観光となる場合があります。
●美術館などの休館、突然の施設の休館、交通事情等その他の現地事情や天候により、観

光箇所の変更または実施日が変更になる場合がございます。また、それにより自由行動時
間などに影響のでる場合がございますので予めご了承ください。

●各美術館の絵画は急遠世界各地の美術館への貸し出しや修復など、諸事情により一部ご
覧いただけない場合があります。

●一部の人気観光箇所では、観光に際し長時間並ばずにスムーズな見学ができるよう可能
な限り入場予約をしていますが、最近の入場者増に伴い、長時間お待ちいただく場合が
あります。

●コースに組み込んでいる教会や寺院などはミサや公式行事、特別な行事が行われている
間は入場できない場合があります。また、 一部の観光箇所、教会・寺院内などでの説明が
制限されているため、ご自身で見学していただく場合があります。各地の教会、博物館・
美術館などの観光・見学箇所では、規模の大小を問わず改修工事が行われることが頻繁
にあります。これにより外観・内部の一部をご覧いただけない場合があります。

●ハイキングやご来光、夕日観賞、船による遊覧など、天候に左右される観光につきまして
は、安全性を考慮し、やむを得ず中止させていただく場合もございます。

●ヨーロ ッパの各都市のほとんどの商店は、 日曜及び祝祭日において閉店となります。
■オプショナルツアーについて／詳しくはP44をご覧ください。

1 添乗員・現地係員について I 

●添乗員が同行するコー スでは、特に記載のない限り成田または羽田空港出発時から
国際線の最終出発空港までご同行いたします。

●現地事情により 一部の宿泊地においては、添乗員は必ずしも同宿とならない場合が
あります。

●添乗員が同行する場合は、パンフレット記載のホテル出発時間からホテル帰着時ま
で同行 します。添乗員が従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
また、労働基準法の定めからも、勤務中の休憩時間を適宜取得させることが必要です
ので、お客様のご理解をお願い申し上げます。

●地域により 日本語ガイドがいない為、英語ガイドがご案内し、添乗員が説明する場合
や添乗員のみのご案内となる場合がございます。

・コ一 スによ っては関西空港発藩などのお客様と現地で一部または全行程ご一緒いた
たきます。その場合、合流時の人数も合計20~22名様となり、添乗員は東京及び大阪
から同行 します。

I 交通機関・乗り継ぎについて I 

■飛行機の移動について
●航空機の移動が乗り継ぎ、経由となる場合は、乗り継ぎ地・経由地は2回以上となる場合も

ございます。いずれの場合も旅行代金の変更はありません。また、航空会社側の事情により記
載の経由地・乗り継ぎ地が他の場所に変更になる場合がございます。

●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、またこれらによ って生じる旅行日
程の変更・ 目的地滞在期間の短縮及び観光箇所の変更・削除などが生じる場合もあります。
このような場合責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービスが提供できるよ
う手配努力いたします。

●機内では全席禁煙とな っております。
●現地国内線やヨーロ ッパ内・北米内都市間などの短距離路線では機内食は有料となってい

る場合が多い為、予めご了承ください。路線によ ってはそれらの用意がない場合もござい
ます。

●日本出発・帰藩の航空会社を予め確約しておりますが、航空会社側のスケジュール変更に
伴い、便名及び出発・到箭時刻が変更となる場合があります。また、確約する区間は原則と
して日本発着の国際線の航空会社のみとなり、乗り継ぎ便の航空会社や便名、時間帯につ
いては、原則として確約はございません。

■ビジネスクラス席(Cクラス席）ご利用について
●ビジネスクラス席(Cクラス席）をご利用いただけます区間は、原則として東京（成田・羽田）

＋最初の到着地と最終出発地＋東京 （成田・羽田）の往復のみとなり、東京発着以外の区間
はエコノミークラス席(Yクラス席）となります。

●ビジネスクラス・ファーストクラスラウンジのご利用は、原則としてビジネスクラス・ファー
ストクラス搭乗区間の出発空港のみご利用いただけます。ご利用にならなかった場合の返金
はございません。

●航空会社が独自に行う付帯サービス （キャンペーンを含む）はご利用いただけませんので、
予めご了承ください。

■日本発国際線の航空機内への液体持ち込み制限について
●機内に持ち込める手荷物には制限がございますので充分ご注意ください。危険物や液体類

などは没収の対象となります。
●あらゆる液体物は、1つ当たり100m£を超えない容器に入れてください。100m£を超える容

器に100叫以下の液体物が入っている場合でも不可となります。また、液体物の中には、ジ
ェル状のもの （歯磨き、ヘアジェルなど）、 エアゾール、スプレーなども含まれます。個々の
品目が規制を受けるかどうかの詳細につきましては、国土交通省ホームページ（下記アドレ
ス）をご参照ください。

●予告なしに、規制の内容が変更される場合がありますので、最新の情報は、国士交通省
ホームページなどでご確認ください。機内持ち込みの可否は、通常の保安検査と同様に、
最終的には保安検査場係員の判断となります。

※国土交通省航空局ホームページ
http:/ /www.mlit.go.jp/koku/index.html 

■機内預け手荷物の持ち込み制限、破損・紛失について
●機内に預ける受託手荷物につきましては貴重品や壊れやすいもの、カメラ、ビテオなどの

電気機器類、腐りやすいものは持ち込みできません。いずれの手荷物の場合も重量や大き
さが制限されています。

●受託手荷物に破損や紛失が生じた場合でも、航空会社が保証する補償額は限られていま
す。また、必ずしも紛失に伴い生じた諸費用は補償されませんので予めご了承ください。

●北米内区間など一部の路線、 一部の航空会社では受託手荷物は1個目から有料になり、当
該区間の受託手荷物料金は旅行代金に含まれていない場合があります。またその場合、お
支払いは航空会社側の事情によりクレジットカードのみとなる場合がございますので予め
ご了承ください。

■医療器具の持ち込み、車椅子のご利用等について
●健康上の理由によりペースメ ーカーの装藩・ご持参、インシュリンなどの液体医療品及び

注射器・注射針をご持参される場合は各航空会社へ事前連絡の必要があります。航空会社
によっては診断書、誓約書、お伺い書など所定の書類提出を求められたり、装箭やご持参が
制隈される場合がありますので、必ずお申し出くださいますようお願いいたします。

●空港にて車椅子をご利用される場合は各航空会社へ事前連絡の必要があります。また車椅
子をご持参され、機内預けをご希望の場合、形態等詳細を報告する必要がありますので、
必ずお申し出く ださいますようお願いいたします。

●杖を機内持ち込みする場合は、航空会社により事前申告又は制銀される場合がございます。
■マイレージサービスについて
●ご利用の航空会社によ ってはマイレージサービスが受けられますが、マイレージ取得には

航空会社が独自で行うマイレージプログラムに入会されていることが必要です。入会方
法、マイレージ登録方法、サービス利用方法は各航空会社へお問い合わせください。また、
特に航空会社から要請のない限り原則としてすべての作業はお客様ご自身で行っていた
だきます。

■航空券のお名前の変更・ご参加者の交替について
●ご旅行お申し込みの際、パスボート記載のお名前のローマ字表記をご確認の上、正確にお

申し込み書にご記入ください。一文字でも違っていると、航空会社によ っては予約が無効
になる場合があります。

●「ご参加者の交替Jとは、ご旅行に参加する契約上の地位を第三者に譲渡することを指しま
す。それ以外の名前の訂正・変更は「お名前の変更Jとなります。

●お名前の変更・ご参加者の交替については、予約の取り直しが必要です。航空会社に確認の
上、後日回答いたします。

※満席等のため、取り直しができない場合があります。
※国内線は満席等のため、変更・交替前と同じ便が予約ができない場合があります。
●取消料対象期間内にてご参加者の交替をお受けした場合、お1人様につき手数料10,000円

をお支払いいただきます。また、別途再発券にかかる費用を申し受ける場合があります。
■バス等の移動について
●観光及び空港～ホテル間の送迎で利用するバスは、ツアーの参加人数に応じてセダン・ミ

ニバスとなり、ドライバーガイドとなる場合があります。一部コースでは、公共交通機関・ホ
テル提供のバス等も利用いたします。

●お1人様2席利用のバスを特定している場合、ご利用は原則長距離移動区間となります。
●列車などではグループ・ご家族・カップルの方でも隣合わせの席にならない場合があります。
●現地の気候•生活習慣により 、 冷暖房施設がない列車・バス・レストラン等をやむを得ず使
用する場合もございますので、予めご了承ください。

●バスの走行中は危険ですので、ご競席の上、シートベルトがある場合は必ず着用ください
ますようお願いいたします。国や州によ っては着用が義務づけられており罰金の対象とな
る場合がございます。

■ポーターサービスについて
●地域や時間によ って空港、港、駅およびホテルにポーターがいない場合があります。この場

合お客様ご自身でお荷物をお運びいただきます。

日本国内乗り継ぎについて I 
●一部コースを除き追加代金にて日本国内線をご利用いただけます （別途予約が必要です）。

なお、繁忙期でご希望の航空便がお取りできない場合もあります。それにより出発前日 （ま
たは帰国当日）のご宿泊が必要となる場合もございます。その場合の宿泊費は、お客様のご
負担となります。

●各空港～成田空港間の予約がお取りできない場合は、各空港～羽田空港間の航空便をご
利用いただきます。この場合、羽田空港～成田空港間のリムジンバスなどの運賃及び羽田
空港施設使用料は、お客様のご負担となります。

●各利用航空会社（日本発着時、国際線区間）によっては、国内線料金は往復利用時及び片道
利用時も同額となります。

●ご利用航空会社及び便名の指定はお受けできません。
●各空港～成田・羽田空港までの国内線をご自身で手配される場合は、募集バンフレット記



載の発落時刻ではなく 、最終日程上にて確定された発蒲時刻をご確認のうえ、お乗り継ぎ
時間に余裕をもってお手配くださいますようお願いいたします。航空会社側のスケジュー
ル変更に伴うご集合時刻の変更や帰国便の遅延等が生じましても、交通費等の払い戻しは
いたしかねますので、予めご了承ください。

I お食事について
■コースに含まれる食事について
●旅行代金には、各コース表に明記した食事（税・サービス料共）が含まれております。ただし、

お客様がご注文された飲み物や追加料理の料金及び税金・サービス料・チップはお客様の
ご負担となります。

●現地事情やご搭乗便の変更により 、ご利用レストランの変更・食事の日時の入れ替え・
メニュ ーの変更などを行うことがございます。変更となる場合、同グ レードのレスト
ランをご用意いたします。

●朝食は通常ビュ ッフェスタイルまたはアメリカン・ブレ ックファストとなりますが、早朝出
発の場合ホテルの事情によりコンチネンタル・ブレ ックファスト （パンと コーヒー・紅茶）や
ボックスブレ ックファストになる場合がございます。

●コース表中の食事は、利用交通機関の変更や日程上の都合により、ポックスランチ・ボック
スディナー、または機内食となる場合がございます。

●前述のような変更があった場合、いずれの場合も旅行代金の変更はございません。
●コース表には機内食の有無が明示されていますが、機内食は食事の回数に含まれておりま

せん。なお、機内食は旅行代金に含まれておりません為、機内食の回数が変更とな った場合
でも旅行代金の変更はございません。

●原則団体旅行の性質上、個人的な理由によるメ ニューの変更はお受けできませんが、変更
を必要とされるお客様のみ魚、肉、ベジタリアンの中から1種ご希望を伺っております。そ
の場合、通信費として5,000円（消費税別）を頂載しております。各レストラン等での細かい
メニューを調整させていただくものではございません。（全行程同一種類に限らせていただ
きます）

●日程中に記戟のレストランが予告なく休店の場合等は、他のレストランにご案内します。
■機内食について
●子供食(2歳以上12歳未満）、 また食事療法の為の特別食（糖尿病食・低塩分・低脂肪など）が

必要なお客様は、ご予約の際にお申し出ください。航空会社により対応が異なり、ご希望に
添えない場合もございます（日本発落便に限ります）。

●航空会社によ っては、一部運航区間におきまして機内食・軽食サービスが有料となってお
りますのでご了承ください。

■レストランでの服装、マナーについて
●特に記載のない限り、ツアーでご案内するレストランでは正装の必要はございませんので、

平服でご参加ください。
●日程中にデラ ックスクラスホテルでのティナ＿やデラックスディナーの表記がある場合、

男性はジャケット普用、女性はそれに準ずる服装が必要となる場合があります。
●一部レストランやディナーショー、シアター等では、お子様の入場をご遠慮いただく場合

があります。

バスポート、査証など出入国書類について 1 

●旅券（パスポート）をお持ちでない方や期限切れの方は旅券の取得が必要となります。
●訪問国によ っては出入国カード、税関申告書の記入と提出が義務づけられています。国籍

によっては、査証 （ビザ）の取得が義務づけられている場合もあります。各国の出入国要項
は予告なしに変更される場合もございますのでご注意ください。

●査証 （ビザ）等をご自身で取得される場合、必ずツアーの催行確定をご確認のうえ、行って
いただきますようお願いいたします。当該ご出発日が最少催行人員に満たず催行中止とな
りましても、査証実費の払い戻しはいたしかねますので、予めご了承ください。

●入国手続きを行う国によって必要パスポート残存期間は異なりますので、必ずご確認くだ
さい。必要パスポート残存期間は予告なしに変更される場合があります。また、出発前に決
定している航空便のルートも航空会社のストライキや航空便の運航中止等の事情により、
急な変更を余1義なくされる場合があります。その為、お客様には訪問国の必要バスポート
残存日数にかかわらずおおむね「出国時3カ月＋滞在日数」以上残存期間のある旅券のご用
意をお願いいたします。

●パスポートの保管についての注意
パスポートは海外で身分を証明する大切なものです。旅行中はお客様の責任で管理いただ
くようお願いします。当社または当社の係員・添乗員は、お客様のパスポートをお預かりす
ることはありません。

・万一の盗難・紛失に備えてパスポートの顔写真のページのコピーをご用意ください。パス
ホートのコピーがあれば盗難などの場合でも再発行手続きがスムーズに行えます。

■米国ESTAについて
●アメリカ入国または乗り継ぎの際ESTA（電子渡航認証システム）の申請が必要となります。

［但し、下記に該当するお客様はビザ申請が必要です】
下記に該当するお客様は、「ビザ免除プログラム(ESTA：電子渡航認証システム）」を利用し
て渡米することができなくなりました。米国大使館・領事館にて通常のビザ申請が必要で
す。下記①または②に該当するお客様は当社宛にご連絡をお願いいたします。
①ビザ免除プログラム参加国の国籍（日本国籍含む）で、 2011年3月1日以降に、イラン、イ
ラク、スーダンまたはシリアに渡航又は滞在したことがある方。②ビザ免除プログラム参
加国の国籍（日本国籍含む）と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を
有する二重国籍の方。

■オーストラリ アETASについて
●オーストラリア入国の際ETAS(ETA)と呼ばれる入国許可が必要となります。
■ニュージーランドNZeTA・IVLについて
●ニュージーランド入国の際、NZeTA（電子認証）の取得及びIVL（海外渡航者観光保護税）の

支払いが必要です。

I 空港諸税等について I 
■空港諸税について
●渡航先の国々 （または地域）によ っては、その国の法律等により渡航者個人に対して空

港税等（出入国税・空港施設使用料・税関審査料他）や滞在寄付金 （宿泊税）などの支払い
が義務づけられています。

●複数の国や都市を訪問する旅程では、空港税等はその都度必要となります。また、同じ
旅程であ っても利用する航空便の経由する空港や国や都市のめぐり方、発券方法によ
りその合計が異なることがあります。

●旅行代金には海外空港諸税等は含まれておりません。また、成田空港施設使用料 （大人
〈12歳以上〉2,130円、小人 〈2歳以上12歳未満〉1,070円）、または羽田空港施設使用料
（大人 〈12歳以上〉2,950円、小人 〈2歳以上12歳未満〉1,470円）、 成田空港旅客保安サーピ
ス料（大人・小人 〈2歳以上〉530円）、 又は羽田空港旅客保安サービス料（大人・小人 〈2歳以
上〉100円）、 又は関西国際空港施設使用料（大人〈12歳以上〉2,780円、小人〈2歳以上12歳
未満〉1,390円）および各日本国内空港の施設使用料も旅行代金に含まれておりません。

●空港諸税のうち、航空券発券時に徴収することが義務づけられているものについては、
原則ご出発前に旅行代金と併せてお支払いください。項目に応じてツアー募集開始時、
または残金請求書送付時の換算レート にて確定させていただきます。また、現地にて各
都市ごとに現地通貨でお支払いいただく空港諸税もございます。

●海外空港諸税は予告なしに変更 •新設されることがあります。
■ヨーロ ッパ諸国の宿泊税について
●ヨーロ ッパ諸国では国内にて宿泊する旅行者を対象に、宿泊都市により滞在寄付金 （宿泊

税）の支払いが義務づけられている国や都市がございますので、予めご了承ください。尚、
対象都市・金額については予告なしに変更されるため、残金ご請求等にてご案内させてい
ただきます。

■航空保険特別料金、予約 •発券システム手数料
●航空保険特別料金、 予約•発券システム手数料について 、 旅行代金に含まれない場合のみ、

旅行代金表示に近接して掲載しています。
■燃油サーチャージについて
●旅行代金に燃油サ＿チャージが含まれているコースでは、旅行契約成立後に、燃油サ＿

チャージが増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の
払い戻しはございません。

●燃油サーチャージの含まれないコースでは別途お支払いが必要となります。バンフレット
に目安額を記載しておりますが、燃油サーチャ＿ジは変動する場合がございます。確定額
は残金請求書にてお知らせいたします。

※燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の
期間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券
料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、
利用する旅行者全てに課せられます。
■国際観光旅客税について
●観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するため

に、「国際観光旅客税」が創設されました。2019年1月7日以降の出国1回につき1,000円が
旅行費用に加算されます。

1 自由行動・ショッピング•その他について 1 

■ショッピングについて
●お客様の便宜を図る為、おトイレ休憩の目的でお土産店にご案内する場合があります。
●お買物に際してはお客様ご自身の責任でご購入ください。不良品の返品・交換・紛失及び破損そ

の他全てのご購入に関するトラプルにつきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承く
ださい。ご購入の際は必ず品物をお確かめくださいますようお願いいたします。

●免税手続きはEU加盟国を旅行する場合、基本的にヨーロッパ内の最終出発空港にてお客様ご
自身で手続きをしていただきます。その際、免税カウンターの混雑や航空便の遅延、その他の理
由により乗り継ぎ時間中に手続きできない場合があります。

■旅行先の法令・習慣等の尊重について
●渡航先国によっては、その国の法令・習慣により、日本とは違った行動規制がある場合がありま

す。日本では些細なことでも国によっては罰金を課せられたり厳罰に処せられることもあります
ので、ご注意ください。

●ヨーロッパ等では、法律により公共施設やレストラン等での喫煙が禁止されています。
■その他
●自由行動中は原則として添乗員及び現地ガイドによるご案内はありません。安全にご留意の

上、お客様ご自身の責任において行動されますようお願いいたします。
●旅券 （パスポート ） は、お客様各自の責任で携行・保管し、 紛失•盗難にはくれぐれもご注意くだ
さい。万が一に備え、 旅券番号•発行日 を控え、 予備の写真をご用意されておくことをおすすめ
します。

●お客様の不注意によるお荷物の紛失やお忘れ物につきましては、当社では責任を負いかねま
す。お忘れ物の調査代行を当社に依頼される場合は、調査費用として1件につき5,500円（消費
税別）を申し受けます。尚、お忘れ物、紛失物を現地より取り寄せる際にかかる実費はお客様ご
負担となります。

●パンフレット掲載の写真は、皆様にその場所のイメージを掴んでいただく為に載せております。
ツアーにご参加していただいても必ずしも同じ角度・同じ高度からの風景をご覧いただけると
は限りませんので、ご了承ください。

追加手配について 1 

●お客様のご希望により旅程内でバンフレ ット記載以外のガイド・車の手配、レストラン、
ゴルフ等各種スポーツ、観劇、ホテル変更などの追加手配をお受けすることがあります。
追加手配の可否は当該施設の空き状況等にかかわらず当社判断にてお断りする場合が
ございますので予めご了承ください。

●お客様のご希望により旅程外での滞在延長 （延泊）をお受けすることがあります。この場
合、離団後から帰国便搭乗までの期間において、当社とお客様との旅行契約形態は手配
旅行契約となり、募集型企画旅行契約の旅程保証•特別補償等は対象外となります。

●追加手配については、手配内容の実費に加え所定の旅行業務取扱手数料を申し受けま
す。 なお、お申し込み後の変更•取消については所定の変更料・手数料を申し受けます。

●追加手配内容は最終日程表には反映されませんので予めご了承ください。

当社の免責事項について 1 

●当社は旅行契約の履行にあたり 、下記事由により 、お客様が損害を被られた時は、当社
は責任を負いませんのでご了承ください。

①天災地変、戦乱、 暴動またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
例えば、台風によるフ ライトキ ャンセル等により旅行日程が短縮とな った場合も、ご
旅行代金の返金はございません。また、帰国予定便が延藩となり、宿泊が追加とな った
時など、不慮の出費はお客様負担となりますので、予めご了承ください。

②運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらの為に生じる旅行日程の変更も
しくは旅行の中止。

③官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによ って生じ
る旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

④ 自由行動中の事故。特に自由行動中の事故（盗難等）が多いのでご注意願います。
⑤食中毒

⑥盗難
⑦運送機関遅延、不通、スケジュ ール変更、経路変更またはこれらによ って生じる旅行日

程の変更もしくは 目的地滞在時間の短縮。
⑧現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他壊れ物については、当社は賠償の

責を負いません。
⑨運送機関での手荷物の減失、紛失または破損に対する損害に関しては、国際運送約款

及び各航空会社の航空約款に準じます。詳細は各航空会社にお問い合わせください。

1 外務省危険情報 I 

●旅行先によ っては外務省の「海外危険情報」により、滞在にあた って通常以上の特別な
注意が必要な地域があります。当社では現地情報を十分把握した上で安全な日程とな
るよう配慮し、旅行催行に際しても運行管理には最大の注意を払っておりますが、お
客様におかれましても、外務省「海外危険情報」をご旅行参加の判断基準としていただ
きますようお願い申し上げます。

●海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センタ ーでご確認いただけます。
相談センター：03-5501-8162 ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

1 海外旅行保険加入のおすすめ I 

●思いがけないアクシデントに備え、より安全な海外旅行をお楽しみいただく為にも海
外旅行保険にご加入いただくことをおすすめします。

●保険料お支払いの対象になるか否かは、保険会社の審査によります。
●外国での治療費は相当志額になる場合があります。また、賠償義務者が外国の運送機関

や宿泊機関等の場合、賠償を取りつけるのが困難であ ったり、十分な補償が得られな
い場合があります。

●クレジ ッ トカードに保険が付加されていることがありますが、カード会社により保険
内容が異な っていたり 、条件付きの保険である場合が多いので、必ず内容をご確認く

ださし‘°
●ご旅行中に現地で医師の診察や手当を受けたり、ご帰国後体調がすぐれない状態が続

く場合は、速やかに専門医の診察を受けてください。
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春の風に豊かな色彩
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景色と芸術にふれる旅
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の名峰
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右記バーコードをお読み取りいただくか、
ID検索欄に 1 @friend-tour I Q I を入力してください

ご旅行条件（要旨） ●お申し込みの際には、この旅行条件（要旨）と別途お渡しするこ旅行条件書を必ずお読みください。
1．募集型企画旅行契約
(1)このこ旅行は株式会社阪急交通社［観光庁長官登録旅行業第 1847号］（以下

当社といいます）が企画 ・実施する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様
は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

(2)当社は お客様が当社の定める旅行日程に従 って運送・宿泊機関などの提供する
運送、 宿泊その他の旅行に関するサーピス（以下「旅行サービス」といいます）の
提供を受けることができるように手配をし、管理することを引き受けます。

(3濤隼甜針百旅行契約肛愕翌、条併さこのJ('.1フレット、出発前に お渡しする羅定衝目（最終旅行日程
表）および当埠行業輝募纂勁袢踊桁契約双迅（以下「当社約款」としL透す沐こよります。

2．お申込み（旅行契約）
(1)当社または当社の受託営業所にて（以下「当社ら」といいます）当社所定の旅行

申込書に所定の事項を記入のうえ、 お l人様につき申込金（原則として旅行代
金の20％相当額）を添えてお申込みください。申込金は、 旅行代金、 取消料ま
たは違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
旅行契約は、 当社らが契約の締結を承諾し、 申込金を受領した時に成立するも
のとします。「振込み」の場合はお客様の振込み手続きが完了した時点「ゆうち
ょ銀行口座自動引き落とし」の場合は引き落としがされた時点で成立します。

なお、 特定コースにつきましては別途パンフレットなどに定めるところによります。

(2)当社らは、 電話、 郵便・ファクシミリ・インターネット、 その他の通信手段によ
る旅行契約の予約を受け 付けることがあります。

この場合、 旅行契約は予約の時点では成立しておらす、 当社らが予約の承諾の旨を通虹l
した後、 当該通知に記載されている期日までに申込金（旅行代金の全額または一部）
を受領した時に成立するものとします。この期問内に申込金激行代金の全額または一郡）
を提出されない場合は予約はなかったものとして取り扱いする場合があります。

［重要］お客様のローマ字氏名を海外旅行参加申込劃こ記入される際は、旅券()▽ボート）
に記載され己＼ る通りにこ記入ください。閻遺つて記入された場合はお客様の交替の場
合に準じて、 第12項(l)のお客様の交替手数料(10.000円）をお支払いいただきます。

なお 、 運送•宿泊機関などの事情により、 氏名の訂正が認められす、 旅行契約を解除させ
ていただく場合があります。この場合には第13項による所定の取消料をいただきます。
3．申込み条件
(1沫成年の方は保護者の同意書が必要です。 15歳未満の方は保護者の同行を

条件とする場合があります。

(2畔疾愚をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障力兄＼をお
持ちの方などで特月収活濾を必要とする方は、 その旨を旅行のお申し込み時にお申し
出くださMこのとき当社は可能 な顧国内Cこれに応じます。その申出に至づき、当社
が旅行者のために講じた特月囮措置に要する賣用は舟桁者の負担とします。

4．旅行代金とお支払い方法
(1)旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パ

ンフレットに記載（または別途 、 当社が案内）したお 1 人部屋を使用される場合
や航空機・宿泊機関のクラス変更等の追加代金がある場合にはこれを 加算し、

3人割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。
(2沐11K1如論の額は、甲込金、取消料および変更補償金を算出する際の基準となります。

(3)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前頃にお振込み
のこ案内をこ送付いたします。書類到漕後3日以内にお支払いください。

5．旅行代金に含まれるもの
＊日程に表示してい る航空船舶•鉄道等利用交通機関の運賃・料金（この運賃 ・料金には、

蘇卿駁）課す付加運賃 ・料金源価の水準の異常な変動に対応するため、
一定の期間及

び一定の条件下に限りあう0る旅行者に一律に課され る ものに限ります〉を含みません）。

＊日程に表示している送迎、都市間の移動バス等の料金
＊日程に表示している観光の料金（バス、 ガイド、 入場等の料金）
＊日程に表示しているホテル料金(2人部屋にお2人の宿泊を墓準）。尚、

一部訪問
国都市において、現地にて徴収される税金等の諸賣用は含まれておりません。

＊日程に表示している食事料金
＊お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（一部の空港・ホテル・駅ではポーター

がいないとか少ない等の理由でお客様自身で運搬して頂く場合があります）
＊添乗員同行コースの同行費用
＊団体行動中のチップ

6．旅行代金に含まれないもの
前項に記載 したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
＊超過手荷物料金（規定の重量、 容量、 個敬を越えるもの）
＊クリーニング代、 電話料、 ホテルのボーイ、 メイド等に対するチップ， 追加飲食

等11!1人的性質の諸費用 ＊一部訪問国 ・都市において、宿泊機関が現地にて宿
泊者個々より徴収する税金等の諸費用＊傷害疾病に関する医療費用等

＊日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料
＊旅行日程中の空港税•出国税及びこれに類する諸税
＊運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）（一部コースを除く）
＊日本国内における自宅から発着空港等集合 ・解散地点までの交通費およ び宿泊費等

渡航手続料金
①出入国記録書類を当社で作成するとき 1 人につき4,000 円（税別）
②旅券申請書類の作成代行をするとき 1 人につき3,500 円（税別）
③査証申請書類の作成，取得をするとき

（査証実費 ・ 手続代行業者への手数料は別） 1人1ケ国につき5,00C円（税別）
イ各当該料金に合算して申し受けます。
0．お客様こ自身が各手続きを行われるときは、 料金をいただきません。
各国査証代およ び予防接種料金 実費

＊旅券印紙代 (5年旅券 11,000 円、10年旅券 16,000 円）
＊任意の海外旅行保険料 ＊オプショナルツアー費用
7．確定書面
確定書面（最終旅行日程表）は旅行開始日の前日までにお渡しします（旅行開始
日の7日前頃までに交付するように努力いたします）。

添乗員が同行しない場合は、 旅程管理業務を行う手配業者等の遷絡先は確定書
面（最終旅行日程表）でお知らせします。
8，旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変 、 戦乱、 暴動、 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 官公薯の
命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与でき
ない事由が生じた場合、 契約内容を変更することがあります。また、 その変更に
伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動 により通常予
想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場
合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって15日目にあたる日よりも前にお知らせします。

9，取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
お客様は表記の取消料を支払つて旅行契約を解除することができます。

・眈朋甜日とは、当社の営業日苫紺咄訥にお客様より眈取沿申は版還認した時を基皐とします．
①当社の賣任とならないローン、 渡航手続き等の事由によるお取り消しの場

合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは第4ll1の追加代金を含めた合計額です。

③コース又は出発日を変更された場合も下記の取り消し料の対象となります。
旅行契約の解除期日 取消料（お 1人様）

イ旅行開始日がピーク時のとき旅行開始日の前日から起算
してさかのぽつて40日目にあたる日から31 日目にあたる 旅行代金の10%
日まで（口～二までに掲げる場合を除く）

口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
る日から3日目にあたるBまで1＼・ニに げる場合を く） 旅行代金の20%

ハ旅行開始日の前々日以降（二に掲げる場合を除く） 旅行代金の50%
二旅行開始後の解除または無遺絡不参加の場合 旅行代金の 100%

※ピーク時とは、 1 2月20日から1月7日まで、 4月27日から5月6日まで、 7月
20日から8月 31 日までをいいます。

※お取り消 しの時にすでに渡航手続き開始または終了している場合は 、 上記取
消料のほかに渡航手続所要実費をお支払いいただきます。

※オブショナルツアーは旅行参加 後の取り消 しはできません。

10，旅行の取り消し（旅行契約の解除）
次に挙げる場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。

(1)天災地変、戦乱晨動 、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止，宮公署の命令その
他の当社q関与U尋ない事由が生じた場合において、旅行日程に従った旅行の安全か
つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大ぎAとき。

(2)最 少催行人員に満たない場合
※ビーク時に旅行を開始するお客様には…旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって33日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします。

※ビーク時以外にこ出発のお客様には…旅行開始日の前日から起算してさかのぽ
って23日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします。

(3)旅行代金が期日まで入金のない場合、参加をお断りすることがあります。
(4)申込条件の不適合
(5)旅行者が病気、 必要な介助者の不在その他の事由により、 当該旅行に耐えら

れないと認められるとき。
(6)旅行者が、 契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
11．当社の賣任および免賣事項
当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたとき
は、 その損害を賠償 します。ただし、 損害発生の翌日から起算して二年以内に当社
に対して通知があったときに限ります。又、 当社は手荷物について生じた損害につ
いては、 損害発 生の翌日から起算して二十一日以内に当社に対して通知があった
ときに限りお客様ー名につき十五万円を限度（当社に故意又は重大な過失がある
場合を除きます）として賠償 します。但し、 次のような場合は原則として賣任を負
いません。天災地変 、 戦乱、 暴動運送宿泊機関の事故もしくは火災、 運送機関の遅
延、 不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止、 官公署の命令、

出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故食中雲盗難等。
12．特別補償
当社 はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った
一忠利員雪にゴ、＼て、 旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金および見算金を支払います。
特別補Illな事故による傷害治療費用、 病気による死亡・治療費用、 賠II賣
任、救援者賣用等には一切適用できません。

該当補償等をこ希望の場合は 、 任意にて海外旅行保険にこ加入ください。
13．旅程保証
当社は、旅行日程にこ旅行条件書23項の重要な変更が行われた場合は、その約款の規
定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5％に相当する額の変更補償金を
お支払いします。変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。またJ旅行契約
にづAての変更補償金の額がl.OOC朽未満の場包さ、変更補償金lさ支払いません。
14. お客様の賣任
(1)当社はお客様の故意または過失、 法令もしくは公序良俗に反する行為により

当社が損害を被ったときはお客様は損害を賠償 しなければなりません。
(2)旅行者は、 当社から提供された情報を活用し、 旅行者の権利義務その他の募集

邸令l旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)旅行都よ、 旅行開始後において、契約冒面こ記戴された旅行サー ビスを円洲こ受領するため、万が

；謀頂面と異なる旅行サーピスが提供さ柑こと図棗したときは、旅印娯あ'I,\て速切沈その
訳翌継、翌餃汗配阻頂又I.I!!墓蓋行サーピス提供醤呻U浜〇れIt.のません

15．お客様の交替
お客様は、 当社の承諾を得た場合に限って、旅行契約上の地位を当該お客様が指定し
た別の方へ譲渡することができます。（ただしコースにより、 また時期により当該交替
を一切お受けできない場合があります。）この場合、当該お客様は取消料のお支払いに
替え当社らに当該交替に要する手数料として交替を受けるお客様1人あたり1万円を
お支払いいただきます。（ただし、 取消料対象期間外の場合を除きます。また、既に航空
券を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を申し受ける場合があります。）
16．旅行条件の基準期日
この旅行条件は202 3年1 月1日親在の運賃・料金を基準としてお ります。
17．個人情報のお取扱について
お客様よりお預かりする個人情報のお取扱については、 こ旅行条件書巻末の
「個人情報のお取扱について」をこ参照ください。

18．その他
(1)お客様のこ便宜をはかるためにお土産物品のこ案内をすることがあります

が、 お買い物に関しましては、 お客様の賣任で購入していただきます。
(2)当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

lパンフレット請求コ ー ド： TA23)
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闊盲；9
観光庁長官登録旅行業第1847号

旅行業公正取引協議会会員

一般社団法人日本旅行業協会正会員

Direct to your heart ボンド保証会員

町回株式会社阪急交通社西日本営業本部 e.
フレンドツアー営業部東京フレンドツアーセンター

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目 16番 1号 ニュー ピア竹芝サウスタワー

戸
総合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きの責任者です。
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たずねください。

バンフレット作成日： 2023年1 月 4日 A023856502 

岐阜県各務原市蘇原柿沢町247
岐阜県知事登録旅行業第3196号

　0120-926-733
総合旅行業取扱管理者　椋木昭夫




