
〒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19-1027

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！！

人気4都市をめぐる
ハイライトコース！

世界
遺産
世界
遺産
世界
遺産
世界
遺産

プラハ:カレル橋（XM）／
イメージ
プラハ:カレル橋（XM）／
イメージ

「ウィーン市庁舎前広場のクリスマス市」
「プラハ旧市街広場のクリスマス市」
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中欧人気の3都市へ！

ビジネスクラスをご用意！

ゆったりバスで快適な旅！
中欧の街並みや世界遺産を楽しむ！

名物料理を含む12食付！

魅惑の小都市、世界遺産の街

8
日
8
日美しき中欧4ヵ国

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。

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）

10:55～11：55：成田空港発　空路、 フィンランド航空 でヘルシンキ乗継、ブダペストへ
18：30：ブダペスト着。着後、 ホテルへ

中欧の街並みや世界遺産を楽しむ！
ゆったりバスで快適な旅！
中欧の街並みや世界遺産を楽しむ！
ゆったりバスで快適な旅！

2連泊快適なSクラス

2連泊快適なSクラス

2連泊快適なSクラス

2連泊快適なSクラス

2連泊快適なSクラス

注1

〈機中泊〉
09:00～10：00：成田空港着

午前： 世界遺産・プラハ市内観光 （プラハ城では聖ヴィート大聖堂、旧王宮、聖イジー教会、
　　　黄金の小路。また、カレル橋、旧市街広場へご案内）　
　　　午後（12：30頃から）：フリータイム

１１：３５：プラハ発　空路、 フィンランド航空 でヘルシンキ乗継、帰国の途へ

午前：チェスキー・クルムロフへ　午後： 世界遺産・チェスキー・クルムロフ観光 （チェスキ
　　　ー・クルムロフ城や旧市街）　観光後、首都プラハへ
　　　夕食は ビア・レストランでチョイスメニューと3種類のビール試飲

午前： 世界遺産・ブダペスト市内観光 （漁夫の砦、マーチャーシュ教会、聖イシュトバーン大
　　　聖堂、英雄広場）　昼食は 名物グヤーシュ　
午後（13：00頃から）： フリータイム

午前：スロヴァキアの首都ブラチスラバへ　着後、 ブラチスラバ市内観光 （聖マルティン
　　　教会、旧市庁舎など。また、ブラチスラバ城から街の眺望をお楽しみください）　
　　　昼食は 名物クライダ（クリームスープ）　観光後、音楽の都ウィーンへ　
　　　夕食は オーストリア風居酒屋ホイリゲ でお楽しみください

午前： 世界遺産・ウィーン市内観光 （ 世界遺産・シェーンブルン宮殿 、国立オペラ座、市庁舎
　　　また、 美術史美術館 へご案内）　昼食は 名物ウィンナーシュニッツェル　
午後（15：00頃から）： フリータイム

〈ブダペスト泊〉

〈ブダペスト泊〉

〈ウィーン泊〉

〈ウィーン泊〉

〈プラハ泊〉

2連泊快適なSクラス 〈プラハ泊〉

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

この日より5日目プラハ着までは、シートピッチが85cm以上の快適なゆったりバスの旅

長距離の移動も快適なシートピッチ約85cm以上
（通常約75cm）　 のゆったりバスでご旅行をお楽しみいただきます。

中欧人気の3都市へ！中欧人気の3都市へ！
プラハウィーンブダペスト

チェスキー・クルムロフヘご案内！チェスキー・クルムロフヘご案内！
美術史美術館へ！美術史美術館へ！

名物料理を含む12食付！ プラハ2連泊ウィーン2連泊ブダペスト2連泊

ハプスブルク家の
コレクションを収蔵する
ハプスブルク家の

コレクションを収蔵する

魅惑の小都市、世界遺産の街

さらに、ブラチスラバと盛りだくさん！！さらに、ブラチスラバと盛りだくさん！！さらに、ブラチスラバと盛りだくさん！！

注1

注1

美しき中欧4ヵ国美しき中欧4ヵ国美しき中欧4ヵ国

●シートピッチ160cm●リクライニング180度●シート幅51ｃｍ
ゆったりとした快適な時間をお届けします。

座席の一例／イメージ座席の一例／イメージ

各都市で
快適なSクラスホテルに宿泊！
各都市で
快適なSクラスホテルに宿泊！

注1 写真およびデータは一例です。※現地事情によりバスの仕様が異なる場合があります。

ゆったりバスで快適な旅！ゆったりバスで快適な旅！

プラハチェスキー・クルムロフウィーンブダペスト ブラチスラバ チェスキー・クルムロフブラチスラバ プラハチェスキー・クルムロフウィーンブダペスト ブラチスラバ チェスキー・クルムロフブラチスラバ

■出発日と旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室利用）

（相部屋不可）1人部屋追加代金

199,900円11月   5・12・１９・26

269,900円
12月  17 2月   25

179,900円2月   4・11
189,900円2月   18
219,900円3月   3・10
229,900円3月   17・24・31

199,900円 469,000円
11月  5・１２・19・26
12月  17

529,000円12月  31
469,000円

3月   3・10
2月   4・11・18・25

489,000円
3月   17・24・31 499,000円

469,000円

65,000円

ツアーコード：96225190

■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
用航空会社：フィンランド航空■利用ホテル（ホテルクラスは弊社基準
による）〈ブダペスト〉メルキュール・ブダ、パークイン・バイ・ラディソン・
ブダペスト、NHブダペスト･シティ、ノボテル・シティ、レオナルド・ブダ
ペスト、アクインカムいずれかの弊社Sクラスホテル、〈ウィーン〉オー
ストリア・トレンド・アナナス、ライナース、オーストリア・トレンド・ドッピ
オ、ラディソン・ブル・パーク・ロイヤル・パレス、オーストリア・トレンド・ホ
テル・ズー・ウィーンいずれかの弊社Sクラスホテル（3/10出発：オース
トリア・トレンド・ボーセイ弊社Aクラスホテル）、〈プラハ〉ドリント・ドン・
ジョバンニ、NHプラハシティ、パノラマ・プラハ、クラリオン・コングレ
ス・プラハ、ホリデイ・イン・コングレスセンターいずれかの弊社Sクラス
ホテル※このコースは3名様1室でのお申込みはお受けできません。
3名様でお申込みの場合、1人部屋追加代金が必要となります。

エコノミークラス ツアーコード：96225191ビジネスクラス

中欧の街並みや世界遺産を楽しむ！
ゆったりバスで快適な旅！

2日目ブダペストから5日目プラハ着まで
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■スケジュール は名物料理
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名物グヤーシュ、クライダ、ウィンナーシュニッツェルをはじめビア・
レストランで本場チェコビールとともにチョイスメニューをご堪能！

掲載の情報は2019年8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、運航計画の変更等により、
ご搭乗日において掲載の仕様と異なる場合があります。

イメージイメージ

ビジネスクラスをご用意！

「ウィーン市庁舎前広場のクリスマス市」
「プラハ旧市街広場のクリスマス市」

注2.3/10出発のウィーンの宿泊はオーストリア・トレンド・ボーセイ弊社Aクラスのホテルとなります。

注2

注2

12月  31

お得なお得な

イヤホンガイド
サービス付

注2.3/10出発のウィーンの宿泊を除く

イタリア名画の数々を鑑賞！イタリア名画の数々を鑑賞！

5日目
バチカン市国 6日目6日目

注1.ミラノの『最後の晩餐』は、絵画保護の為、厳しい入場規制が行われており、鑑賞には事前予約が必要となっています。しかしながら予約受
付時期が2週間から4ヶ月前と不定期な上、入場できる人数、時間等、不確定要素も多く、観光順序の入れ替えや行程の変更が生じる場合があり
ます。また、状況が流動的で、今後、さらに入場規制が厳しくなり、ご鑑賞いただけないことも考えられますが、その場合は、ブレラ美術館へご案
内いたします。尚、出発の30日前までにどちらの見学になるかをご案内いたします。

人気4都市をめぐる
ハイライトコース！
人気4都市をめぐる
ハイライトコース！

期間中に訪れます！

ローマで終日フリータイム！ローマで終日フリータイム！

フィレンツェ

バチカン美術館へご案内！バチカン美術館へご案内！

びっくり
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。

10：40～14:00：成田空港発　空路、ヨーロッパ内乗継、ミラノへ
17:50～２3：05：ミラノ着。着後、 ホテルへ
午前： ミラノ市内観光 （ドゥオモ、スカラ座など。 さらに、12/30、3/1以外の出発はブレラ
　　　美術館見学またはサンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会でレオナルド・ダ・ヴィンチの傑作、 
　　　世界遺産・「最後の晩餐」 を鑑賞）　 　昼食は ミラノ風リゾット　午後：水の都ベニスへ　
　　　12/30、3/1出発は、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　

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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08：35～１6：１5：成田空港着

〈ミラノ泊〉

〈ベニス（メストレ・郊外）泊〉

〈フィレンツェ泊〉

〈フィレンツェ泊〉

〈ローマ泊〉

〈ローマ泊〉

8

快適なSクラス

快適なSクラス

快適なSクラス

　朝：永遠の都ローマへ　午後： 世界遺産・ローマ市内観光 （コロッセオやトレビの泉、サンピ
　　　エトロ寺院など。さらにバチカン美術館ではミケランジェロの壁画 「最後の審判」 で有
　　　名な システィーナ礼拝堂 へご案内）　 夕食は カンツォーネディナー

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）
　　　夕食は きのこのパスタ

2連泊

2連泊

2連泊

2連泊

■スケジュール は名物料理

　　　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
人気の「ベニスのカーニバル」期間中に訪れます2/13・17出発限定

「ウィーン市庁舎前広場のクリスマス市」期間中にあたります11/26、12/17出発限定

「プラハ旧市街広場のクリスマス市」期間中にあたります11/26、12/17出発限定

観光後、フィレンツェへ　ミケランジェロ広場よりフィレンツェの街並みをご覧いただき
ます

■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）

（相部屋不可）1人部屋追加代金

199,900円11月  4・11・21 12月 16 2月   3
329,900円

209,900円
189,900円

60,000円

■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：航空機■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、ベストウェスタン・ゴールデンマイル、グランド・ドゥカ・ディ・マントバ
（Sクラス)、ホリディ・イン・ミラノ・アッサーゴ、ザ・ハブ（Sクラス）、グランド・バローネ・ディ・サッシ（S
クラス)いずれかの弊社Aクラス以上のホテル、〈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、フォーポインツ・バイ・シェラトン、クラウンプラザ（クアルト・ダルティ
ーノ）いずれかの弊社Sクラスホテル、〈フィレンツェ〉ミラージュ、ニル、IHホテルズ・フィレンツェ・ビ
ジネス、レジデンス・パラッツォ・リカソーリ、ロンドラ（Sクラス）、グランドホテル・バリオーニ（Sクラ
ス）いずれかの弊社Aクラス以上のホテル、〈ローマ〉ベストウェスタン・ウニベルソ、ザ・ビルディン
グ、H10チッタ、グランドホテル・パラティーノ、アルバーニ・ホテルいずれかの弊社Sクラスホテル

　朝：ローマ発　空路、ヨーロッパ内乗継、帰国の途へ

8
日
8
日

ミラノ ベニスベローナ ピサ フィレンツェ ローマ充実
観光
充実
観光

「最後の晩餐」を鑑賞！「最後の晩餐」を鑑賞！「最後の晩餐」を鑑賞！
サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会で

4日目
フィレンツェ

2日目
ミラノ

ウフィッツィ美術館へご案内！ウフィッツィ美術館へご案内！ウフィッツィ美術館へご案内！

ブレラ美術館見学またはブレラ美術館見学またはブレラ美術館見学または

イタリアルネッサンス期の名品を収める

バチカン美術館へご案内！
ミケランジェロの壁画「最後の審判」鑑賞

快適なSクラスホテルに宿泊！快適なSクラスホテルに宿泊！
2日目：ベニス（メストレ・郊外）泊 5・6日目：ローマでゆったり2連泊

名物料理を含む13食付！名物料理を含む13食付！

ミラノ

ローマ
ベニス

さらに！さらに！さらに！ 「ベローナ」
「ピサ」にもご案内！
「ベローナ」「ベローナ」世界遺産

世界遺産「ピサ」にもご案内！「ピサ」にもご案内！
世界遺産
世界遺産

本場イカスミのパスタ、名物ビステッカ・フィオレンティーナや
カンツォーネを聞きながらのイタリア料理などご堪能。

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）

12月  30
1月   9・23
2月  13・１７・24

219,900円
229,900円3月   1・19・23

3月   9

ツアーコード：木曜以外の出発:96225180、木曜出発:96225090

注1

注2

注2

注1

世界
遺産
世界
遺産

世界
遺産
世界
遺産

フィレンツェ:ドゥオモ（XM）/イメージフィレンツェ:ドゥオモ（XM）/イメージ
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ローマ:トレビの泉（XM)／イメージローマ:トレビの泉（XM)／イメージ

2/13・17出発限定2/13・17出発限定
「ベニスのカーニバル」へ！「ベニスのカーニバル」へ！「ベニスのカーニバル」へ！

注2.出発日限定でご案内する『ベニスのカーニバル』は、主催者の都合や悪天候等、現地事情で日程の変更・中止となる場合があります。
その場合も旅行代金の変更はありません。

12/30、
3/1出発
を除く

12/30・
3/1出発のみ

本場

イヤホンガイドサービス付

添乗員同行添乗員同行

全出発日
出発保証！
全出発日
出発保証！
全出発日
出発保証！

添乗員同行添乗員同行

全出発日
出発保証！
全出発日
出発保証！
全出発日
出発保証！ メストレ

・郊外(       )
人気4都市と世界遺産の小都市をめぐる！
ベニス　　 とローマは快適なSクラスホテルに宿泊！メストレ

・郊外(       )
人気4都市と世界遺産の小都市をめぐる！
ベニス　　 とローマは快適なSクラスホテルに宿泊！メストレ

・郊外(       )
人気4都市と世界遺産の小都市をめぐる！
ベニス　　 とローマは快適なSクラスホテルに宿泊！メストレ

・郊外(       )
人気4都市と世界遺産の小都市をめぐる！
ベニス　　 とローマは快適なSクラスホテルに宿泊！メストレ

・郊外(       )

人気の

フィンランド航空で行く！！★乗継空港での待ち時間は約3時間以内！！
★往復とも約14.5時間～15.5時間の空の旅！！乗継に便利な

12/30、3/1出発のみ12/30、3/1出発のみ

注.クリスマス市は、主催者の都合や悪天候等、現地事情により日程の変更・中止と
　なる場合があります。その場合も旅行代金の変更はありません。

11/26、12/17
出発限定の
クリスマス市
11/26、12/17
出発限定の
クリスマス市

11/26、12/17
出発限定の
クリスマス市
11/26、12/17
出発限定の
クリスマス市

年末出発設定あり 年末出発設定あり

大満喫！大満喫！大満喫！大満喫！


