
〒131-8565　
東京都墨田区堤通1-19-9
リバーサイド隅田

旅行企画・実施

資料請求FAX

平　日/9：30～18：30
土・日・祝/9：30～18：00

土・日も営業！ 03（3614）3066 03（3614）5617

東京予約センター

京橋中央通り支店
０３-３５６７-２５８６

吉祥寺支店
0422-20-3221

大宮支店ヨーロッパデスク
048-641-2914

新宿支店ヨーロッパプラザ
03-3350-4698

上野支店
03-3833-5760

営業
時間

お申込み・お問い合わせ

●掲載当日には出発日によって満席となっている場合もございますのでご了承ください。●詳しい旅行条件を説明した書面（パンフレット）をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。●弊社はお客様から取得した個人情報は、運送・宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受領に必要な範囲内で利用し、また、弊社の旅行案内冊子をお届けするために利用する場合もございます。個人情報の提供について同意の上お申込みください。

旅行説明会実施中！！新宿支店
（予約制）

ご予約はホームページで！ 24時間予約OK!
日本旅行　新聞ツアー 検 索
http://www.nta.co.jp/kaigai/

土・日休業

ツアーの
催行状況も
ご確認いた
だけます！

東メディア16-1021

0570-200-002 一般社団法人 日本旅行業協会正会員
ボンド保証会員

観光庁長官登録旅行業 第2号

8
日
8
日

8
日
8
日 イタリアイタリアイタリアイタリア

ミラノ ベニスベローナ ピサ フィレンツェ ローマ

世界
遺産
世界
遺産

世界
遺産
世界
遺産

スペインスペインスペインスペイン

ソフィア王妃芸術センター
プラド美術館スペインの3大画家、ベラスケス、

ゴヤ、エル・グレコの作品は必見！

巨匠パブロ・ピカソや
ミロ、ダリなどの名画ソフィア王妃芸術センター

プラド美術館スペインの3大画家、ベラスケス、
ゴヤ、エル・グレコの作品は必見！

巨匠パブロ・ピカソや
ミロ、ダリなどの名画

ひとり旅をサポート！
お得な1人部屋追加代金

バチカン美術館へご案内！

ウフィッツィ美術館へご案内！
イタリアルネッサンス期の名品を収める

「最後の審判」で有名なシスティーナ礼拝堂
バチカン美術館へご案内！

ウフィッツィ美術館へご案内！
イタリアルネッサンス期の名品を収める

「最後の審判」で有名なシスティーナ礼拝堂

国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港諸税は別途、必要となります。

バルセロナ/聖家族教会（イメージ）バルセロナ/聖家族教会（イメージ）

人気の2大都市とアンダルシア地方をめぐる！人気の2大都市とアンダルシア地方をめぐる！人気の2大都市とアンダルシア地方をめぐる！人気の2大都市とアンダルシア地方をめぐる！

スペインの名画鑑賞へご案内！

午前：バルセロナ市内観光 （世界遺産・聖家族教会、世界遺産・グエル公園、世界遺産・カサ
　　　・ミラ、世界遺産・カサ・バトリョなど） 　昼食は 名物フィデウア（パスタのパエリア）  
午後：バレンシアへ

午前：地中海を望む憧れの 白い村ミハス散策　昼食は シーフードフリッター
午後：セビリア市内観光 （世界遺産・カテドラル、ヒラルダの塔、世界遺産・アルカサルなど）
　　　お泊まりは、快適なアメリカンタイプのSクラスホテル

午前：充実のマドリッド市内観光 （プラド美術館、ソフィア王妃芸術センターなど） 
午後：フリータイム

午前：アンダルシアの古都グラナダへ　
午後：世界遺産・アルハンブラ宮殿観光　昼食は 肉料理とスペイン風スープ

■スケジュール

1

2

3

4

5

6

09：40～13：15：成田空港発　空路、ヨーロッパ内乗継ぎ、バルセロナへ
18：05～23：15：バルセロナ着。着後、 ホテルへ　お泊まりは、快適なアメリカンタイプの
　　　Sクラスホテル 〈バルセロナ泊〉

〈バレンシア泊〉

〈グラナダ泊〉

〈セビリア泊〉

〈マドリッド泊〉

〈マドリッド泊〉
　朝：マドリッド発　空路、ヨーロッパ内乗継ぎ、帰国の途へ 〈機中泊〉7

8 07：50～16：30：成田空港着

は名物料理
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フラメンコショーと夜のアルハンブラ宮殿眺望観光（夕食付）※要追加代金

フラメンコショーと夜のアルハンブラ
宮殿眺望観光（夕食付）

世界遺産・古都トレド観光（昼食付）　※要追加代金

世界遺産・古都トレド観光（昼食付）
■食事：朝食（アメリカンまたはビュッフェ）6回・昼食4回・夕食2回
（機内食は除く）■添乗員：成田出発から成田帰着まで同行いたしま
す■利用運送機関:航空機（エコノミークラス）■利用ホテル（ホテ
ルクラスは弊社基準による）：〈バルセロナ〉フロント・エア・コングレ
ス、アバ・ガーデン、バルセロ・アテネア・マール、シルケン・ディアゴナ
ルいずれかの弊社Sクラスホテル、〈バレンシア〉マス・カマレナ、ホ
リデイ・イン・バレンシア、セルコテル・ソローラパレス、ACバレンシア
いずれかの弊社Sクラスホテル、〈グラナダ〉グラナダパレス、MAプ
リンセス・アナ、アンダルシアセンター、MAプエルタデロスアルヒベ
スのいずれかの弊社Sクラスホテル、〈セビリア〉TRHアルコラ、ヒ
ルトン・ガーデン・イン、ACセビージャ・フォーラム、シルケン・アル・ア
ンダルスいずれかの弊社Sクラスホテル、〈マドリッド〉アクソール・バ
ラハスまたはトリップ・マドリッド・エアポート・スイーツいずれかの弊
社Sクラスホテルのジュニアスイート

スペインの名画鑑賞へご案内！
スペイン名物料理をご堪能！スペイン名物料理をご堪能！

快適なアメリカンタイプのSクラス

快適なアメリカンタイプのSクラス

快適なアメリカンタイプのSクラス

快適なアメリカンタイプのSクラス

Ｓクラスのジュニアスイート2連泊

Ｓクラスのジュニアスイート2連泊

グラナダ セビリア コルドババルセロナ マドリッド

午前：イスラムが薫る古都コルドバへ　
　　　着後、 世界遺産・コルドバ市内観光 　昼食は ビーフシチュー　
午後：マドリッドへ　途中、 ラ・マンチャ地方のコンスエグラ で 白い風車群 を見学
　　　お泊まりは、快適なSクラスホテルのジュニアスイートに2連泊

ジュニアスイートに2連泊！ジュニアスイートに2連泊！ジュニアスイートに2連泊！
さらに、5・6日目のマドリッドでは

名物フィデウア、スペイン風スープなどスペイン
ならではの名物料理をお楽しみください。

Ｓクラスホテルに宿泊！Ｓクラスホテルに宿泊！Ｓクラスホテルに宿泊！

観光プラン

観光プラン

ソフィア王妃芸術センター
プラド美術館

全出発日
出発保証
全出発日
出発保証
全出発日
出発保証
全出発日
出発保証

全
都
市

4日目
フィレンツェ

5日目
ローマ

快適なアメリカンタイプの
Ｓクラスホテルに宿泊！
本場イタリアの名物料理！

快適なアメリカンタイプの
Ｓクラスホテルに宿泊！
本場イタリアの名物料理！

添乗員同行

旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

添乗員同行

全出発日
出発保証
全出発日
出発保証
全出発日
出発保証
全出発日
出発保証
添乗員同行添乗員同行

国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港諸税は別途、必要となります。

フィレンツェ・ドゥオモ/イメージフィレンツェ・ドゥオモ/イメージ

びっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくりびっくり

09：40～13：15：成田空港発　空路、ヨーロッパ内乗継ぎ、ミラノへ
18：00～23：00：ミラノ着。着後、 ホテルへ

　朝：ローマ発　空路、ヨーロッパ内乗継ぎ、帰国の途へ

午前： ミラノ市内観光 （ドゥオモ、スカラ座など）　 昼食は ミラノ風カツレツとリゾット
午後：ベニスへ　途中、 世界遺産・ベローナ にて旧市街の散策をお楽しみください
　　　夕食は 本場イカスミのパスタ　お泊まりは快適なアメリカンタイプのＳクラスホ
　　　テル

午前： 世界遺産・ベニス市内観光 （サンマルコ寺院、ベネチアングラス工房など）

終日：ローマでフリータイム 

〈機中泊〉
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07：50～16：30：成田空港着

〈ミラノ泊〉

〈ベニス泊〉

〈カレンツァーノ泊〉

〈カレンツァーノ泊〉

〈ローマ泊〉

〈ローマ泊〉

8

快適なアメリカンタイプのSクラス

快適なアメリカンタイプのSクラス

快適なアメリカンタイプのSクラス

　朝：ローマへ　昼食は 本場ピッツェリアでピッツァ・マルゲリータ
　　　着後、  世界遺産・充実のローマ観光 （バチカン美術館では「最後の審判」で有名な
　　　システィーナ礼拝堂もご案内）　夕食は カンツォーネを聞きながらのイタリア料理　
　　　お泊まりは快適なアメリカンタイプのＳクラスホテルに2連泊

午前： 世界遺産・ピサ観光　昼食は中華料理
午後： 世界遺産・フィレンツェ市内観光 （ウフィッツィ美術館やドゥオモ   、ミケランジェロ
　　　広場などをめぐります）

2連泊

2連泊

■食事：朝食（アメリカンまたはビュッフェ）6回・昼食3回・夕食3回（機内食
は除く）■添乗員：成田出発から成田帰着まで同行いたします■利用運送
機関:航空機（エコノミークラス）■利用ホテル（ホテルクラスは弊社基準に
よる）〈ミラノ〉セント・ジョン、ベストウエスタン・ゴールデンマイル、NHミラ
ノドゥエ・コンプレックスいずれかの弊社Aクラスホテル、〈ベニス〉クラウン
プラザ、アントニー・パレス、ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ベニス・ノース、ノ
ボテル・ベニス・メストレ・カステラーナいずれかの弊社Sクラスホテル、〈カ
レンツァーノ〉デルタ、ファースト、アート・ホテル・ミロいずれかの弊社Aクラ
スホテル、〈ローマ〉メルキュール・ローマ・ウェスト、アルデアティナ・パーク、
カパネッレ、IHホテルズ・ローマ・Z3
いずれかの弊社Ｓクラスホテル
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■スケジュール は名物料理

■出発日と旅行代金
（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

トレビの泉（イメージ）トレビの泉（イメージ）

「ベローナ」や「ピサ」といったイタリア
珠玉の世界遺産の小都市もご案内！

ミラノ
ローマ

ベニス
フィレンツェ

快適なアメリカンタイプの
Ｓクラスホテルに宿泊！
本場イタリアの名物料理！

ローマでは終日フリータイム！ローマでは終日フリータイム！ローマでは終日フリータイム！
イタリアの名画鑑賞へ！イタリアの名画鑑賞へ！イタリアの名画鑑賞へ！

バチカン美術館へご案内！

ウフィッツィ美術館へご案内！
イタリアルネッサンス期の名品を収める

をご堪能！

「最後の審判」で有名なシスティーナ礼拝堂

　　　夕食は 名物ビステッカ・フィオレンティーナ 

見どころタップリ！！
人気4都市をめぐる！
見どころタップリ！！
人気4都市をめぐる！
見どころタップリ！！
人気4都市をめぐる！

人気の4都市と　　ベローナ・　　ピサもめぐる！！人気の4都市と　　ベローナ・　　ピサもめぐる！！人気の4都市と　　ベローナ・　　ピサもめぐる！！

これは
必見！！

見どころ
盛りだくさん！！
見どころ
盛りだくさん！！

カプリ島1日観光プラン（昼食付）※要追加代金観光プラン

ゴンドラ遊覧プラン ※要追加代金観光プラン

ゴンドラ遊覧プラン
カプリ島1日観光プラン※昼食付

さらに小都市へもさらに小都市へも

8月   6 249,900円

8月  10 229,900円
8月  20 219,900円

9月  19 199,900円
10月  1 179,900円

169,900円10月  3
159,900円10月  10・22

10月  24 149,900円 40,000円 25,000円

8月   8 229,900円

9月   5 209,900円

（相部屋不可）1人部屋追加代金

（相部屋不可）1人部屋追加代金

全
出
発
日
出
発
保
証

全
出
発
日
出
発
保
証

■出発日と旅行代金
（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

7月   23 198,900円
8月   6 249,900円
8月   16・20 208,900円
9月   3 198,900円
9月   6 188,900円

10月  11・18・29
10月  25

40,000円

9月   20 178,900円
148,900円
138,900円

8月出発8月以外の出発

4日目
フィレンツェ

5日目
ローマ

観光プランをご用意！観光プランをご用意！観光プランをご用意！※要追加代金観光プランをご用意！観光プランをご用意！※要追加代金

3日目
6日目

白い風車（イメージ）白い風車（イメージ）

9/5以外ツアーコード：607306409/5出発ツアーコード：60730830ツアーコード：60730630

人気の2大都市と
アンダルシア地方へ！
人気の2大都市と
アンダルシア地方へ！

観光後、カレンツァーノへ
お泊まりは、快適なアメリカンタイプのSクラスホテル

お泊まりは、快適なアメリカンタイプのSクラスホテル

ひとり旅をサポート！
お得な1人部屋追加代金

ミラノ ベニスベローナ ピサ フィレンツェ ローマ

2日目：ベニス 5・6日目：ローマ

運河をゆったりめぐる

青の洞窟へ

イカスミのパスタ
カンツォーネを聞きながらのイタリア料理

名物ビステッカ・フィオレンティーナ

3日目

6日目
スペインの魅力を満喫！スペインの魅力を満喫！

スペインの3大画家、ベラスケス、
ゴヤ、エル・グレコの作品は必見！

巨匠パブロ・ピカソや
ミロ、ダリなどの名画

グラナダ セビリア ラ・マンチャ地方バルセロナ ミハス コルドバ マドリッドグラナダ セビリア ラ・マンチャ地方グラナダ セビリア ラ・マンチャ地方バルセロナ ミハス コルドバ マドリッドグラナダ セビリア ラ・マンチャ地方

夏休み期間の設定あり！

※朝日新聞4月17日掲載の8月6日出発269,900円を値下げしました。

ラ・マンチャ地方
コンスエグラで
「白い風車群」
を見学します！

世界遺産・アルハンブラ宮殿
世界遺産・聖家族教会 世界遺産・グエル公園

白い村ミハスで散策！

8/10
出発
を除く

8/10
出発
を除く

夏休み期間の設定あり！
8月10日出発追加設定！

ご好評
につき

追加設定！

注

注.9/5出発の4日目、フィレンツェ／ドゥオモは休館のため外観のみの観光となります。


