
〒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16-1034

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

世界
遺産
世界
遺産
世界
遺産
世界
遺産

「ケーテ・ウォルファルト」
にもご案内！

ノイシュバンシュタイン城
へもご案内！

びっくりびっくりびっくりびっくりびっくりドイツ・クリスマスドイツ・クリスマスドイツ・クリスマスドイツ・クリスマス 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

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！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

10：35～14：10：成田空港発　空路、ヨーロッパ内乗継ぎ、バルセロナへ
18：00～23：15：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 08：55～17：00：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）

■最少催行人員：2名■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〉アティカ21・バルセロナ・マールなど弊社Sク
ラスのホテル、〈バレンシア〉マス・カマレナなど弊社Sクラスのホテル、〈グラ
ナダ〉ヴィンチ・グラナダなど弊社Sクラスのホテル、〈セビリア〉TRHアルコラ
など弊社Sクラスのホテル、〈マドリッド〉アクソール・バラハス、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
さらに、5・6日目
のマドリッドでは

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

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）

添乗員同行添乗員同行 びっくりびっくりびっくりびっくりびっくり
見どころ
盛りだくさん！！
見どころ
盛りだくさん！！

（相部屋不可）1人部屋追加代金

■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）
11月   5 148,900円
11月  12 139,900円
11月  29 12月   6 129,900円
12月  25 199,900円
12月  31 229,900円
1月    1 189,900円

40,000円

1月   24・31 119,900円
2月   14 139,900円
2月   28 149,900円

観光プランをご用意！観光プランをご用意！※要追加代金

白い風車（イメージ）白い風車（イメージ）

ツアーコード：61091120

（相部屋不可）1人部屋追加代金

■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）

11月  26・30

89,900円89,900円12月   3・7・10
12月  14・17

29,000円

ツアーコード：61091110

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！

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

3日目

6日目

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

イヤホンガイドサービス付イヤホンガイドサービス付

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！

スペイン

観光に
便利な

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。

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）

イヤホンガイドサービス付観光に
便利な

シュトゥットガルトのクリスマス市（イメージ）
©Stuttgart-Markting GmbH/Werner Dieterich
シュトゥットガルトのクリスマス市（イメージ）
©Stuttgart-Markting GmbH/Werner Dieterich
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■最少催行人員：20名（○印は2名様より出発保証）■食事：朝食（アメリカンまたはビュッフェ）3回・昼食1回・夕食0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）：〈フランクフルト〉リンドナーコングレス、NHフランクフル
ト・エアポートウエスト、ホリデイ・イン・エアポート・ノースいずれかの弊社Aクラスホテル、〈ニュルンベルク〉アルベナパーク、ベストウエスタン、ラマダ、ヒルトンいずれか
の弊社Aクラスホテル、〈シュトゥットガルト〉ウィンダムエアポート、NHエアポート、ホリデイイン、レガ、メルキュールシティセンターいずれかの弊社Aクラスホテル

10：35～14：10：成田空港発　空路、 ヨーロッパ内乗継ぎ、ドイツのフランクフルトへ
　夜：フランクフルト着。着後、 ホテルへ

早朝：バスでフランクフルトへ
　　　フランクフルト発　空路、ヨーロッパ内乗継ぎで帰国の途へ

　朝：ホーエンシュバンガウへ
午前：ノイシュバンシュタイン城観光 （白鳥城と呼ばれる優雅で美しいこの城はドイツ
　　　観光のハイライトです。バイエルン王国の夢の跡をたっぷりとお楽しみください）　 
　　　昼食は ジャーマンステーキ　観光後、シュトゥットガルトへ　
　　　着後、 世界最大級の規模を誇るシュトゥットガルトの クリスマス市 へご案内

〈機中泊〉

1

2

3

4
5 08：55～17：00：成田空港着

〈フランクフルト泊〉

〈ニュルンベルク泊〉

〈シュトゥットガルト泊〉

　朝：ローテンブルクへ
午前：ローテンブルク観光  市庁舎、聖ヤコブ教会、ブルク公園など旧市街の見どころ
　　　をめぐります。また、クリスマスグッズ専門店「ケーテ・ウォルファルト」にもご案内
　　　します。また、ローテンブルクの クリスマス市 をお楽しみください
　　　観光後、華やかなクリスマスマーケットで世界的に有名なニュルンベルクへ
午後：ニュルンベルク着後、中央広場で開かれている華やかなニュルンベルクの 
　　　クリスマス市 へご案内
　　　その後、フリータイム

※このコースは3名1室でのお申込みはお受けできません。3名様でお申込みの場合、お1人様分の1人部屋追加
　代金が別途、必要となります。
※出発日により、4日目の移動はシュトゥットガルト発　空路、ヨーロッパ内乗継ぎとなる場合があります。その場
合、コース表内記載の航空機の発着時間帯は変更となります。

「ケーテ・ウォルファルト」
にもご案内！

「ニュルンベルク」「シュトゥット
ガルト」に宿泊するので
夜のクリスマス市を満喫！

■スケジュール は名物料理

ケーテ・ウォルファルト店内（イメージ）
©GNTB/Kathe Wohlfahrt 
GmbH & Co.oHG

ケーテ・ウォルファルト店内（イメージ）
©GNTB/Kathe Wohlfahrt 
GmbH & Co.oHG

ノイシュバンシュタイン城（イメージ）ノイシュバンシュタイン城（イメージ）

ラ・マンチャ地方
コンスエグラで「白い風車群」

を見学！

ラ・マンチャ地方
コンスエグラで「白い風車群」

を見学！

ラ・マンチャ地方
コンスエグラで「白い風車群」

を見学！

1/1
出発を除く
1/1
出発を除く

○印は2名様より出発保証

添乗員同行添乗員同行

3つの人気クリスマス市をめぐる！3つの人気クリスマス市をめぐる！3つの人気クリスマス市をめぐる！

ローテンブルク ニュルンベルク シュトゥットガルト

ローテンブルク・ニュルンベルク・
シュトゥットガルト、ドイツ人気の
3つのクリスマス市をめぐる！

ローテンブルク・ニュルンベルク・
シュトゥットガルト、ドイツ人気の
3つのクリスマス市をめぐる！

ノイシュバンシュタイン城
へもご案内！
白鳥城と呼ばれる優雅で
美しいこの城はドイツ観光
のハイライトです。バイエ
ルン王国の夢の跡をたっ
ぷりとお楽しみください。

ローテンブルクのラン
ドマーク的なクリスマ
スグッズを売る有名店。

夜景が美しい
夜のマーケットが
楽しめます！

5
日
5
日
5
日

全都市全都市全都市全都市

なんと！ 驚き価格！！なんと！ 驚き価格！！

！！！！！！

もっと！ もっと！ スペインの魅力を満喫！もっと！ もっと！ スペインの魅力を満喫！

名物フィデウア スペイン風スープ など

ニュルンベルクのクリスマス市（イメージ）
 ©Deutsche Zentrale für Tourismus e.V./Kiedrowski,Rainer
ニュルンベルクのクリスマス市（イメージ）
 ©Deutsche Zentrale für Tourismus e.V./Kiedrowski,Rainer

なんと！
驚き価格！！
なんと！
驚き価格！！
なんと！
驚き価格！！
なんと！
驚き価格！！
なんと！
驚き価格！！
なんと！
驚き価格！！

年末年始出発設定あり！

□印は出発保証

○印は2名様より出発保証□印は出発保証

全出発日
2名様より
出発保証

2名様より
出発保証日
設定あり！！

全出発日
2名様より
出発保証

2名様より
出発保証日
設定あり！！

全出発日
2名様より
出発保証

2名様より
出発保証日
設定あり！！

全出発日
2名様より
出発保証

2名様より
出発保証日
設定あり！！


