
〒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
吉祥寺支店 0422-20-3221
大宮支店 048-641-2914

新宿支店 03-3350-4698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。

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/

ツアーの
催行状況も
ご確認いた
だけます！

東メディア19-1015

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
東日本海外旅行統括部

旅行説明会
実施中！！

ヨーロッパへのフライトの全区間でご利用！
（成田⇔香港⇔イタリア・フランス）
ヨーロッパへのフライトの全区間でご利用！
（成田⇔香港⇔イタリア・フランス）

パリではフリータイムをご用意！

●シート幅：21インチ
●シートピッチ：コンパートメント形式
●リクライニング：180°（フルフラット）

●シート幅：19.3インチ
●シートピッチ：38インチ
●リクライニング：8インチ

8/2・16、9/7、
10/12出発は
２名様より出発保証！

8/1・22、9/19、
10/10出発は
2名様より出発保証！

8/2・16、9/7、
10/12出発は
２名様より出発保証！

8/1・22、9/19、
10/10出発は
2名様より出発保証！

8/2・16、9/7、
10/12出発は
２名様より出発保証！

8/1・22、9/19、
10/10出発は
2名様より出発保証！イタリア

バチカン美術館
ウフィッツィ美術館

優雅な空の旅

広 と々した足元スペースを確保

ヨーロッパ
プラザ

ヨーロッパ
デスク

■出発日と旅行代金
（お1人様／大人・子供同額／
2名1室利用）

379,900円

389,900円
399,900円
479,900円
399,900円

549,900円

599,900円
579,900円
699,900円
579,900円

7月   25
8月    1・22
8月    8
9月    5・19
10月  10

65,000円（相部屋不可）1人部屋追加代金

○印は2名様より出発保証！

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

添乗員同行 添乗員同行
8
日

■スケジュール は名物料理
17：15：成田空港発　空路、 キャセイパシフィック航空 で香港乗継、パリへ

13：10：パリ発　空路、 キャセイパシフィック航空 で香港乗継、帰国の途へ
〈機中泊〉

1

2

3

4

5

6
7 13：35～16：05：成田空港着

〈機中泊〉

〈ロワール地方泊〉

〈パリ泊〉アメリカンタイプのSクラス

午前：モンサンミッシェルへ　昼食は 名物のオムレット・モンサンミッシェル
午後： 世界遺産・モンサンミッシェル観光 （西洋の驚異といわれる海上に浮かぶ幻想的な
　　　景観は見る人を圧倒します）
　　　お泊まりは、モンサンミッシェル地区に位置するホテル
　夜：ホテルから徒歩圏の場所で 美しいモンサンミッシェルの夕景や夜景 をお楽しみく
　　　ださい
午前： ルーアン市内観光 （モネの連作で知られるノートルダム寺院、ジャンヌ・ダルク教会
　　　のある旧市場広場へご案内）　昼食は 鴨料理
午後： ジヴェルニー観光 （印象派のモネが晩年暮らしたジヴェルニーではモネの家と庭園
　　　へご案内）　夕食は ブッフ・ブルギニオン（牛肉の赤ワイン煮）

終日： フリータイム （観光やショッピングなど思い思いにパリの休日をお楽しみください）
2連泊

〈パリ泊〉アメリカンタイプのSクラス 2連泊

〈モンサンミッシェル地区泊〉

食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
10
食
！

食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
10
食
！

人気4都市と美しい村を
めぐる！ モンサンミッシェル観光！モンサンミッシェル観光！

ロワール古城めぐり！ロワール古城めぐり！ミラノ ベニス フィレンツェ ローマ

■最少催行人員：20名（8/1・22、9/19、10/10出発は2名様
より出発保証）但し、ご出発から60日～90日前までに最少催行
人員に満たない場合は、催行を中止させていただく場合がござ
います■食事：朝食（アメリカンまたはビュッフェ）4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■利用航空会社:キャセイパシフィック航空■利
用ホテル（ホテルクラスは弊社基準による）〈ロワール地方〉イビ
ス・スタイルズ・トゥール・シュッド、イビス・スタイルズ・トゥール・サ
ントル、メルキュール・トゥール・センター・ガレ、キリアード・トゥー
ル・センターいずれかの弊社Aクラスホテル、〈モンサンミッシェ
ル地区〉ムートン・ブラン、オーベルジュ・サンピエール、テラス・プーラール、メール・プーラール、ルレ・サンミッシェル、ベール、デラディグ、ルレ・ドュ・ロイ、ガブリエル、メルキュ
ール・モンサンミッシェル、サン・オベールいすれかの弊社Aクラスホテル、〈パリ〉マリオット・リブゴーシュ、ノボテル・パリ・センター・トゥール・エッフェル、ハイアット・リージェンシ
ー・エトワールいずれかの弊社Sクラスホテル※このコースは3名様1室でのお申込みはできません。3名様でお申込みの場合は1人部屋追加代金が必要となります

イタリアの名画を鑑賞！イタリアの名画を鑑賞！

本場の名物料理をご堪能！本場の名物料理をご堪能！

ツアーコード：90021931 ツアーコード：90021932

びっくりびっくりびっくりびっくり

イヤホンガイド
サービス付

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

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

キャセイパシフィック航空 ビジネスクラス、プレミアムエコノミーで行くキャセイパシフィック航空 ビジネスクラス、プレミアムエコノミーで行く
ビジネスクラスビジネスクラス
優雅な空の旅

プレミアムエコノミープレミアムエコノミー
広 と々した足元スペースを確保

●シート幅：21インチ
●シートピッチ：コンパートメント形式
●リクライニング：180°（フルフラット）

●シート幅：19.3インチ
●シートピッチ：38インチ
●リクライニング：8インチ

成田⇔イタリア・フランス全区間

成田⇔イタリア・フランス全区間

北フランスの
見どころをめぐる7日
北フランスの
見どころをめぐる7日
北フランスの
見どころをめぐる7日

モンサンミッシェル、ロワール古城と華の都パリを訪れるモンサンミッシェル、ロワール古城と華の都パリを訪れるモンサンミッシェル、ロワール古城と華の都パリを訪れるモンサンミッシェル、ロワール古城と華の都パリを訪れる

06：55～07:55：パリ着。着後、ロワール地方へ　途中、「シャルトルブルー」として讃えられ
　　　るステンドグラスが美しい 世界遺産・シャルトル大聖堂 ヘご案内
　　　昼食は 名物キッシュと魚料理
午後： 世界遺産・ロワール地方の古城めぐり （「6人の奥方の城」の別名でも知られるシュノ
　　　ンソー城、シャンボール城）  ロワールワインの試飲 もお楽しみください
　　　夕食は ポークメニュー

ビジネスクラス プレミアムエコノミー
■出発日と旅行代金
（お1人様／大人・子供
同額／2名1室利用）

359,900円

349,900円
349,900円
369,900円

359,900円
549,900円

549,900円
549,900円
569,900円

559,900円
7月   26
8月    2
8月    9

9月    7
10月  12

65,000円（相部屋不可）1人部屋追加代金

○印は2名様より出発保証！

ツアーコード：90764881 ツアーコード：90764882
ビジネスクラス プレミアムエコノミー

439,900円769,900円
8月   16

シャルトル大聖堂へご案内！シャルトル大聖堂へご案内！

フリータイムをご用意！
オムレット・モンサンミッシェル
など名物料理をご堪能！
オムレット・モンサンミッシェル
など名物料理をご堪能！

パリではアメリカンタイプの
Sクラスホテルに2連泊！
パリではアメリカンタイプの
Sクラスホテルに2連泊！

シュノンソー城 シャンボール城

からこそ、より一層幻想的な夕景や夜景も
お楽しみいただけます。

モンサンミッシェル地区に泊まる!!

印象派の巨匠モネ、ゆかりの地へ印象派の巨匠モネ、ゆかりの地へ

■スケジュール は名物料理
17：15：成田空港発　空路、 キャセイパシフィック航空 で香港乗継、ミラノへ

13：05：ローマ発　空路、 キャセイパシフィック航空 で香港乗継、帰国の途へ

午前： 世界遺産・ベニス市内観光 （サンマルコ寺院、サンマルコ広場、ベネチアングラス
　　　工房を徒歩でめぐります）　昼食は シーフードフリッター（魚介類のフライ）

〈機中泊〉

1

2

3

4

5

6

7
13：35～16：05：成田空港着

〈機中泊〉

〈ベニス（メストレ・郊外）泊〉

〈フィレンツェ泊〉

〈ローマ泊〉

8

快適なアメリカンタイプのSクラス

市内中心部のホテル

午前： 世界遺産・ローマ市内観光 （スペイン広場、トレビの泉を徒歩でめぐります。また、
　　　車窓からコロッセオもご覧いただきます）　昼食は ピッツァ

午前： ウフィッツィ美術館見学 （ルネッサンス期の名品の数々をご覧いただきます）
   　　昼食は きのこのパスタ
　　　見学後、ローマへ　途中、天空の街 チビタ・ディ・バニョレージョ に立ち寄り、散策

終日： フリータイム

午後： バチカン市国観光とバチカン美術館見学 （サンピエトロ寺院〈8/9出発は外観のみ〉
　　　やサンピエトロ広場、さらに、 バチカン美術館 〈8/9出発は除く〉では 「最後の審判」 
　　　で有名な システィーナ礼拝堂 へ） 　夕食は 名物サルティンボッカ

2連泊

2連泊

〈フィレンツェ泊〉市内中心部のホテル 2連泊

夕食は 名物ビステッカ・フィオレンティーナ 
ゴンドラ遊覧プラン ※要追加代金観光プラン

午後：花の都フィレンツェへ

食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
13
食
！

食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
13
食
！

■最少催行人員：20名（8/2・１６、9/7、10/12出発は２名様より
出発保証）但し、ご出発から60日～90日前までに最少催行人員に
満たない場合は、催行を中止させていただく場合がございます■
食事：朝食（アメリカンまたはビュッフェ）5回・昼食4回・夕食4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
■利用航空会社:キャセイパシフィック航空■利用ホテル（ホテルク
ラスは弊社基準による）〈ベニス（メストレ・郊外）〉アントニー・パレ
ス（マルコン）、NHラグーナ・パレス、ダブルツリー・バイ・ヒルトン・
ベニス・ノース（モリアノ・ベニス）、ノボテル・ベニス・メストレ・カステ
ラーナ、クラウンプラザ（クアルト・ダルティーノ）いすれかの弊社Ｓ
クラスホテル、〈フィレンツェ〉グランドホテル・メディテラネオ、レジ
デンス・パラッツォ・リカソーリいずれかの弊社Aクラスホテル、〈ロ
ーマ〉メリア・アウレリア・アンティカ弊社Ｓクラスホテル

快適なアメリカンタイプのSクラス

〈ローマ泊〉2連泊快適なアメリカンタイプのSクラス

〈ローマ泊〉2連泊快適なアメリカンタイプのSクラス

※掲載の情報は、2019年5月現在、航空会社より入手のものです。いずれも予期で
きない航空会社の機材変更、運航計画の変更により、ご搭乗日において掲載の仕様と
異なる場合があります。上記のデータは機材及び路線により異なる場合があります。

ベローナもご案内！ベローナもご案内！
フリータイムをご用意！フリータイムをご用意！

断崖絶壁の上に
そびえる天空の
街「チビタ・ディ・
バニョレージョ」
を訪れる！

バチカン美術館

ルネッサンス期の
名品の数 ！々
最後の審判で有名な
システィーナ礼拝堂へ！

ウフィッツィ美術館

ミラノ風カツレツとリゾット、ビステッカ・フィオレンティーナ、
名物サルティンボッカなどお楽しみください！

市内中心部のホテルに２連泊！

ベニス（メストレ・郊外）
ローマは２連泊 Sクラスホテルに宿泊！

快適なアメリカンタイプの

中世の
古都
中世の
古都
フィレンツェではフィレンツェでは

8/9出発
を除く

フィレンツェ

8/2・16、9/7、
10/12出発は
２名様より出発保証！

8/1・22、9/19、
10/10出発は
2名様より出発保証！

機内食/イメージ

チビタ・ディ・バニョレージョ
（XM）/イメージ
チビタ・ディ・バニョレージョ
（XM）/イメージ

フィレンツェ・ドゥオモ/イメージ（フリータイム）フィレンツェ・ドゥオモ/イメージ（フリータイム）

シュノンソー城（XM）/イメージシュノンソー城（XM）/イメージ

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

座席の一例/イメージ座席の一例/イメージ

座席の一例/イメージ座席の一例/イメージ

機内食/イメージ

機内食/イメージ機内食/イメージ

旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／　　　　　　　　　　利用）旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／　　　　　　　　　　利用）ビジネスクラス

終日

イタリアイタリアイタリア
旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／　　　　　　　　　　利用）旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／　　　　　　　　　　利用）ビジネスクラス

世界
遺産

専用ラウンジもご利用

ベニス（　  ）とローマで快適なアメリカンタイプのSクラスホテルに宿泊！メストレ
・郊外

天空の街チビタ・ディ・バニョレージョを訪れる！
ベニス（　  ）とローマで快適なアメリカンタイプのSクラスホテルに宿泊！メストレ

・郊外

天空の街チビタ・ディ・バニョレージョを訪れる！
ベニス（　  ）とローマで快適なアメリカンタイプのSクラスホテルに宿泊！メストレ

・郊外

天空の街チビタ・ディ・バニョレージョを訪れる！
ベニス（　  ）とローマで快適なアメリカンタイプのSクラスホテルに宿泊！メストレ

・郊外

天空の街チビタ・ディ・バニョレージョを訪れる！

07:30：ミラノ着。 着後、  ミラノ市内観光 （ドゥオモ、ビットリオ・エマヌエーレII世アーケ
　　　ード、スカラ座）　 昼食は ミラノ風カツレツとリゾット
午後：水の都ベニスへ　途中、 世界遺産・ベローナ の旧市街の散策

イヤホンガイド
サービス付

フリータイム
パリ・エッフェル塔（XM）/イメージ
フリータイム
パリ・エッフェル塔（XM）/イメージ

ルーアン、ジヴェルニー観光！

ロワールワインの
試飲もお楽しみ！

パリでは
終日

世界
遺産

注

注.天候によりご覧いただけ
　ない場合があります。


