
〈条件〉5：エティハド航空　6：ラディーグ等（モン・サン・ミッシェル地区 ※5/20、7/15出発はラ メゾン デ ザルマトゥール等サンマロ泊、5/27出発
はベストウェスタン モンゴメリー等ポントルソン泊となります）、イビス・ポルト ド モントルイユ等（パリ） 7：朝4昼1夕1（機内食除く） 8：同行　
9：15名　（注1）シャルトル大聖堂で宗教行事が行われる場合は外観観光となります。　

（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） ※国内空港施設使用料等、海外空港諸税等（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） ※国内空港施設使用料等、海外空港諸税等
および宿泊税が別途必要です。※燃油サーチャージは含まれております。今後、航空会社の申請によおよび宿泊税が別途必要です。※燃油サーチャージは含まれております。今後、航空会社の申請によ
り燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。り燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。

最新情報はコチラ

モン・サン・ミッシェル（イメージ）モン・サン・ミッシェル（イメージ）

北フランスの魅力的な5つの街めぐり北フランスの魅力的な5つの街めぐり

77
日間気軽に気軽にフランスフランス

2727.98.98万円万円～～3939.98.98
万円万円

〈条件〉  5：エティハド航空　6：レックス等Cクラス（ミラノ）、アレキサンダー等Cクラス（ベネチア・メストレ地区）、ボンチアーニ等
Cクラス（フィレンツェ）、サンマルコ等Cクラス（ローマ）　
7：朝5昼0夕0（機内食除く）　※ミールアレンジプランお申し込み時：朝5昼3夕1（機内食除く）　8：同行　9：15名

ピサ（イメージ）ピサ（イメージ）

斜塔が有名なピサにもご案内！選べる滞在で自由度をプラス！斜塔が有名なピサにもご案内！選べる滞在で自由度をプラス！

（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） ※国内空港施設使用料等、海外空港諸税等（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） ※国内空港施設使用料等、海外空港諸税等
および宿泊税が別途必要です。※燃油サーチャージは含まれております。今後、航空会社の申請によおよび宿泊税が別途必要です。※燃油サーチャージは含まれております。今後、航空会社の申請によ
り燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。

 ガイド付市内観光  または  各自散策 
ミラノ・フィレンツェで選べる滞在プラン

※現地にて
　選択

◎ドゥオモ、◎ガッレリア、
◎スフォルツェスコ城
◎ドゥオモ、
◎シニョーリア広場

ガイド付
フィレンツェ市内観光

ガイド付
ミラノ市内観光

本場の味を楽しみたいけれどもレストラン選びが不安・・・・
そんな不安を解消する、4回の食事がセットになった
プランをご用意！【最少催行人数：4名】
【2日目】夕食：カツレツまたはミラノ風リゾット
【3日目】昼食：イカ墨パスタ
【4日目】昼食：ラザニアと鶏肉のグリル
【5日目】昼食：カルボナーラ

ミールアレンジプラン +18,000円追加代金
お1人様

最新情報はコチラ2929.98.98
万円万円～～4444.98.98

万円万円

周遊
日間日間気軽に気軽にイイタリアタリア

ガッレリア（イメージ）ガッレリア（イメージ）

「流行と文化の街」ミラノ

ドゥオモ（イメージ）ドゥオモ（イメージ）

「芸術の都」フィレンツェ

リアルト橋（イメージ）リアルト橋（イメージ）

　「水の都」ベネチア

トレヴィの泉（イメージ）トレヴィの泉（イメージ）

   「永遠の都」ローマ

（イメージ）（イメージ）

ローマでは  市内中心部  の
ホテルに

※テルミニ駅から2km以内 2連泊

り燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。り燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。

※テルミニ駅から2km以内「流行と文化の街」ミラノ

「花の都」パリ

（イメージ）（イメージ）

街歩きが楽しい

シャルトル大聖堂（注1）

（イメージ）（イメージ）

ステンドグラスは必見

ルーアン

（イメージ）（イメージ）

ジャンヌ・ダルクゆかりの地

ヴェルサイユ宮殿

（イメージ）（イメージ）

絢爛豪華な内部は圧巻

イタリアで人気のイタリアで人気の55大大都市をお得に周遊都市をお得に周遊

世界遺産にも登録され
ているセーヌ河岸の歴
史的な風景をお楽しみ
ください。

セーヌ川クルーズ乗船チケット付！
特特典典

（イメージ）（イメージ）

パリの自由行動時にご利用いただける4つの とたっぷりパリ滞在！

パリではゆったり 3連泊
さらに地下鉄駅徒歩圏内

（約800m以内）のホテルにをご用意！

モン・サン・ミッシェル
名物のオムレツなど

オムレツオムレツ

2日目

6回の食事付

出発日・旅行代金 （大人お1人様/2・3名1室利用時）

1人部屋追加代金（相部屋不可） 40,000円

513・20・２７ 279,800 円
63・10 289,800 円
617・24 299,800 円
715 339,800 円

722 349,800 円
829 359,800 円
92・5・9 359,800 円
912・16 399,800 円

出発日・旅行代金 （大人お1人様/2・3名1室利用時）

1人部屋追加代金（相部屋不可） 40,000円

514・28 299,800 円
64・7 309,800 円
611・14 319,800 円
618・21・28 329,800 円
712 359,800 円

96 369,800 円
910 429,800 円
913 409,800 円
917 449,800 円

2023年5月～2023年9月出発
有効期間：2023年2月10日～2023年3月31日

成田発着
imp025-A

　　　　

イタリア・フランス
スペイン※ 今後、航空会社の申請により燃油サーチャージが増減※ 今後、航空会社の申請により燃油サーチャージが増減

または廃止された際も旅行代金の変更はありません。または廃止された際も旅行代金の変更はありません。

日 程　 　●入場観光　食事/宿泊

1 成田（17:15）発 W（乗継）空路、パリへ。 【機中泊】

2

パリ（07:25）着　 23

午前：E 世界遺産 ●ヴェルサイユ宮殿観光
昼食はブフ・ブルギニヨンをご用意します。
午後：E ルーアン各自散策
E モン・サン・ミッシェルへ
夕食は前菜に名物のふわふわオムレツです。

2【モン・サン・ミッシェル地区泊】
※5/20、7/15発はサンマロ、5/27はポントルソン泊

3

午前：世界遺産 ●モン・サン・ミッシェル修道院各自見学 1

午後：E 世界遺産 ●シャルトル大聖堂各自見学（注1）
E  パリ車窓観光
○ 世界遺産 セーヌ河岸、○凱旋門、◎エッフェル塔へ
※ご出発の時期により夕景となる場合があります。
パリ20区内で地下鉄駅徒歩圏内（約800m以内）の
ホテルに3連泊  2【パリ泊】

4
終日：自由行動 1

 セーヌ川クルーズ乗船チケットプレゼント！ 
 【パリ泊】

5 終日：自由行動 1

 【パリ泊】
6 パリ（10:30）発 W（乗継）空路、帰国の途へ。 1【機中泊】

7 成田（13:05）着　着後、解散
歩く度 1…少し歩く  2…歩く  3…かなり歩く

●商品コード TI-KPF3010

日 程　 　◎下車・外観観光　食事/宿泊
1 成田（17:15）発 W（乗継）空路、ミラノへ　 【機中泊】

2

ミラノ（07:05）着　着後、E 市内へ
ミラノで 選べる滞在(現地にて選択) ：
午前：①日本語ガイド付市内観光(約1時間30分)
       ②各自散策
その後、自由行動
夜：再集合の後、ホテルへ 1【ミラノ泊】

3
午前： E ベネチアへ 1
午後：世界遺産 ベネチア市内各自散策(約4時間)

【ベネチア（メストレ地区）または近郊都市泊】

4

午前：E 1
午後： 世界遺産 ピサ各自散策
E 世界遺産 フィレンツェで 選べる滞在(現地にて選択) ：
①日本語ガイド付市内観光(約2時間)　②各自散策
夜：再集合の後、ホテルへ

1【フィレンツェまたは近郊都市泊】

5

午前：E 街を一望する◎ミケランジェロ広場へ 1
フィレンツェにて自由行動
午後：E 世界遺産 ローマ市内徒歩観光(約2時間)
◎コロッセオ、◎トレヴィの泉へ　
 市内中心部（テルミニ駅から2km以内）のホテルに2連泊 

2【ローマ泊】
6 終日：自由行動 1【ローマ泊】
7 ローマ（10:20）発 W（乗継） 空路、帰国の途へ 1【機中泊】
8 成田（13:05）着　着後、解散
歩く度 1…少し歩く  2…歩く  3…かなり歩く

●商品コード TI-KMI0200



●お申し込み・お問い合わせは…
　 

【日程中のマークの見方】　5：利用航空会社 6：利用ホテル 7：食事回数（機内食除く）
8：添乗員の有無 9：最少催行人数 Q：航空機移動 E：バス移動 T：鉄道移動 W：機中泊

●この広告でのお申し込みは受け付けておりません。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししています。

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第 724号

〒105-6905　東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー5階

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。
この契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、総合旅行業務取扱管理
者にお問い合わせください。

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ございましたら下記までご連絡ください。

（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.050-1742-9955
（平日10：00～18：30　土・日・祝はお休みとさせていただきます）

〈条件〉 5：エティハド航空　6：センター等（コルドバ）、カミノ デ グラナダ等（グラナダ）、ラマダ バイ ウィンダム バレンシア アルム サフェス等（バレ
ンシア）、リアルト等（バルセロナ）　7：朝5昼3夕2（機内食除く）　8：同行　9：15名　（注1）アルハンブラ宮殿およびヘネラリーフェ庭園は宮殿
の予約システムの都合上入場できない場合、お１人様3，000円返金の上、グラナダ市内観光にご案内。

奇岩の聖地 モンセラ（イメージ）奇岩の聖地 モンセラ（イメージ）

44つのつの世界遺産世界遺産を含むを含む77都市を都市をぐるっとぐるっと周遊周遊

88
日間

〈条件〉 5：キャセイパシフィック航空　6ホリデイイン エクスプレス・ストラ
スブール サントル等（ストラスブール）、イビス・ポルト ド モントルイユ等（パリ）
7：朝4昼2夕0（機内食除く）　8：同行　9：15名

コルマール（イメージ）コルマール（イメージ）

国境が近いドイツの影響をうけ
た木組みの家並みが特徴的。

アールヌーヴォ
ー誕生の地で
美しい広場を
散策。

シャンパンの街 
ランスにある
大聖堂はゴシッ
ク建築の傑作。

東フランス東フランスのの魅力的魅力的なな55つのつの街巡り街巡り

プラド美術館 に入場
ゴヤやベラス
ケスなど巨匠
の名画を堪能

 2連泊×2回のゆとり旅 
東フランス観光の基点となるスト

ラスブールと、首都パリでゆったり2連泊
ずつ！パリでは自由行動に便利な地下鉄
駅徒歩圏内
（約800m）
のホテルをご
用意！

2連泊×2回
東フランス観光の基点となるスト

プラド美術館（イメージ）

パリ（イメージ）

本場のパエリアなど
名物料理を含む

パエリア/4名分（イメージ）

本場のパエリアなど
名物料理を含む

シャンパンを使ったお料理や
フランス風ピザ・タルトフランぺ
もご賞味いただきます！

（イメージ）（イメージ）

ストラスブール

 2つのワイン生産地で試飲体験！ 
シャンパーニュ地方では、この地域で指定された製法で造ら
れる発泡性ワイン「シャンパン」を試飲。アルザス地方では
飲みやすい白ワインを中心に3種のワインを試飲します。

ランス大聖堂

（イメージ）（イメージ）
ナンシー スタニスラス広場

（イメージ）（イメージ）

体体
験験 （イメージ）（イメージ）

コルドバのメスキータ

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

約850本のアーチの森 アルハンブラ宮殿と
ヘネラリーフェ庭園（注1）

（イメージ）（イメージ）

イスラム建築の傑作

ラ・マンチャの風車
ドンキホーテの舞台

タラゴナ
ローマ時代の水道橋 10回の食事付   

バルセロナでは市内中心部
のホテルに 2連泊※カタルーニャ広場から3km以内

出発日・旅行代金 （大人お1人様/2・3名1室利用時）

1人部屋追加代金（相部屋不可） 50,000円

511・18 279,800 円
525、61・8 289,800 円
615・22 299,800 円
629 309,800 円
76 339,800 円

713 369,800 円
720・27 389,800 円
831 389,800 円
97 379,800 円
914 399,800 円

出発日・旅行代金 （大人お1人様/2名1室利用時）

1人部屋追加代金（相部屋不可） 40,000円

514・18 269,800 円
524 279,800 円
63・11・22 289,800 円
629 299,800 円
82・24・30 329,800 円

810 359,800 円
92 329,800 円
910 349,800 円
913 339,800 円

（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） ※国内空港施設使用料等、海外空港諸税等（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） ※国内空港施設使用料等、海外空港諸税等
および宿泊税が別途必要です。※燃油サーチャージは含まれております。今後、航空および宿泊税が別途必要です。※燃油サーチャージは含まれております。今後、航空
会社の申請により燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。会社の申請により燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。

（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） ※国内空港施設使用料等、海外空港諸税等（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） ※国内空港施設使用料等、海外空港諸税等
および宿泊税が別途必要です。※燃油サーチャージは含まれております。今後、航空および宿泊税が別途必要です。※燃油サーチャージは含まれております。今後、航空
会社の申請により燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。会社の申請により燃油サーチャージが増減または廃止された際も旅行代金の変更はありません。

北から南まで一筆書きルートで効率よく周遊！北から南まで一筆書きルートで効率よく周遊！

気軽に気軽にスペインスペイン
最新情報はコチラ2727.98.98万円万円～～3939.98.98

万円万円

26.98
万円万円～～35.98

万円万円
最新情報はコチラ

東フランス東フランス シャンパーニュシャンパーニュ
アルザスアルザス＆ ＆ パリ パリ 

日 程　 ●入場観光　◎下車・外観観光　食事/宿泊
1 成田（17:15）発 W（乗継）空路、マドリードへ　 【機中泊】

2
マドリード（07:50）着　着後、E 市内へ 23

午前：  マドリード市内観光　 世界遺産  プラド通りに面する
●プラド美術館、◎王宮、◎サンミゲル市場へ　昼食はパエリア
午後：Eコルドバへ 2【コルドバ泊】

3
午前：世界遺産コルドバ市内観光 1

●メスキータ、◎花の小径、◎ユダヤ人街へ
午後：E 世界遺産 アルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ庭園観
光（注1） 3【グラナダ泊】

4
午前：Eラ・マンチャ地方へ 123

昼食はドン・キ・ホーテメニュー
午後：ラ・マンチャ地方の◎風車の景色を見学
Eバレンシアへ 1【バレンシア泊】

5

午前：E 世界遺産 タラゴナ散策 ◎円形闘技場、 12

◎ラス・ファレラス水道橋、◎地中海のバルコニーへ
午後：Eモンセラ各自散策
Eバルセロナへ
 市内中心部（カタルーニャ広場から3km以内）のホテルに2連泊 

2  【バルセロナ泊】
6 終日：自由行動 1【バルセロナ泊】

7 E空港へ バルセロナ（10:45）発 （乗継） 
空路、帰国の途へ 1【機中泊】

8 成田（13:05）着　着後、解散
歩く度 1…少し歩く  2…歩く  3…かなり歩く

●商品コード TI-KMS0810

●商品コード TI-KPF5010
日 程　 ●入場観光　◎下車・外観観光　〇車窓観光　食事/宿泊
1 成田(17:15)発W（乗継）空路、パリへ 【機中泊】

2

パリ（07:00）着　 2

Eランス各自散策 
世界遺産  ランス大聖堂などを各自お楽しみください。
昼食は、シャンパンを使ったお料理をご用意
シャンパーニュセラー見学＆シャンパンの試飲（1種）
午後：Eストラスブールへ
 ゆとりの2連泊 1【ストラスブール泊】

3

午前：Eエギスハイム各自散策　 12

Eコルマール各自散策
昼食はタルトフランベ
午後：アルザスワインのワイナリー見学＆ワインの試飲（3種）
E 世界遺産 ストラスブール 各自散策

2【ストラスブール泊】

4

午前：Eナンシー各自散策　 1

世界遺産 スタニスラス広場など
午後：Eパリへ
 地下鉄駅徒歩圏内（800m以内）のホテルに2連泊 

1【パリ泊】
5 終日：自由行動 パリでまる1日自由行動 1【パリ泊】

6 E空港へ
パリ（12:45）発W（乗継）空路、帰国の途へ 1【機中泊】

7 成田（16:05）着　着後、解散
歩く度 1…少し歩く  2…歩く  3…かなり歩く

パリでは、まる1日自由行動あり！

岐阜県各務原市蘇原柿沢町2-47岐阜県知
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