
フィンエアー利用！

往路のローマ着は18:50! 早めの到着！
復路のミラノ発は11:15～11:25!
往路のローマ着は18:50! 早めの到着！
復路のミラノ発は11:15～11:25!

傾斜体感！！

ヘルシンキ空港での待ち時間は往復とも約1～3時間！

乗継が
便利な

乗継が
便利な

（各自散策） ベニスのカーニバル
期間中に訪れます

2/15・22
出発限定 人気の

※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

ベニスのカーニバル

フィンエアーで行く！

サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会で
「最後の晩餐」！

フィンエアーで行く！

8
日

ベニス本島内のSクラスホテルに宿泊！

アリタリア-イタリア航空の 　　　　　で行く！

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）

シートピッチが約85cm～95cm（通常約75cm）の
ゆったりバスで快適な旅をお楽しみいただきます！

■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）

■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）

289,900円

（相部屋不可）1人部屋追加代金

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。

ベニス本島とローマ市内中心部のSクラスホテルに宿泊！ベニス本島とローマ市内中心部のSクラスホテルに宿泊！ ローマ、ベニス本島とミラノのSクラスホテルに宿泊！
世界遺産・ピサの斜塔に登る！
ローマ、ベニス本島とミラノのSクラスホテルに宿泊！
世界遺産・ピサの斜塔に登る！

■スケジュール は名物料理
13：20：成田空港発　空路、 アリタリア-イタリア航空の直行便 でミラノへ
18：10～18:15：ミラノ着。着後、 ホテルへ

14:55：ローマ発　空路、 アリタリア-イタリア航空の直行便 で帰国の途へ

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、
　　　リアルト橋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）

終日：フリータイム 

〈機中泊〉

1

2

3

4

5

6

7
11:10：成田空港着

〈ミラノ泊〉

〈ベニス（本島）泊〉

〈フィレンツェ泊〉

〈ローマ泊〉

〈ローマ泊〉

8

ベニス本島内のSクラス

市内中心部のホテル

快適なSクラス

市内中心部のSクラス

午前：永遠の都ローマへ　昼食は 前菜を数種類からお選び いただけるアンティパスト・
　　　ビュッフェです　午後：世界遺産・ローマ市内観光 （コロッセオやトレビの泉など）
　　　夕食は カンツォーネディナー

午前：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）
午後（12：00頃から）： フリータイム

午前：バチカン市国観光とバチカン美術館見学 （サンピエトロ寺院やサンピエトロ広場、
　　　さらに、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へ）

2連泊

市内中心部のSクラス 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
人気の「ベニスのカーニバル」期間中に訪れます2/15・22出発限定

斜塔で有名なピサへご案内 ※追加代金不要！フリータイムにうれしいお知らせ

午後：花の都フィレンツェへ　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

アリタリア-イタリア航空の 　　　　　で行く！

この日より５日目ローマ着まで、シートピッチが約85cm以上の快適なゆったりバス 食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
12
食
！

食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
12
食
！

注１

注1.現地事情によりバスの仕様が異なる場合があります。

注.天候等によりご覧いただけない場合があります。

ミラノ ベニス フィレンツェ ピサ ローマ

アリタリア-イタリア航空の
往復直行便利用なら
アリタリア-イタリア航空の
往復直行便利用なら

人気の4都市をめぐります！人気の4都市をめぐります！
ミラノ ベニス フィレンツェ ローマ

斜塔で有名な世界遺産・ピサにご案内！

さらに、世界遺産・ピサにご案内！
斜塔にも登ります！

さらに！フリータイムに希望者にうれしいお知らせ！！

ミラノ18：10～18：15着！
ローマ14：55発！

直行便で早めの到着。（所要時間約12時間50～55分）
午前中、バチカン市国観光にご案内。

往路
復路

■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■利用航空会社:アリタリア-イタリア航空■利用ホテル（ホテルクラスは弊社基準による）
〈ミラノ〉グランド・バローネ・ディ・サッシ、グランド・ドゥカ・ディ・マントバいずれかの弊社Sクラスホテル、〈ベニス本
島〉プリンチペ、アマデウスいすれかの弊社Ｓクラスホテル、〈フィレンツェ〉レジデンス・パラッツォ・リカソーリ、グ
ランドホテル・メディテラネオいずれかの弊社Aクラスホテル、〈ローマ〉ザ・ハイブ弊社Ｓクラスホテル

■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1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:フィンエアー■利用ホテル（ホテルクラスは弊社基準による）〈ローマ〉マ
リオット・パーク弊社Ｓクラスホテル（11/1出発：はシェラトン・ローマ＆コンファレンスセンター弊社Ｓクラスホテ
ル）、〈フィレンツェ〉グランドホテル・メディテラネオ弊社Aクラスホテル、〈ベニス本島〉BWプレミア・コレクション
CHCコンチネンタル弊社Ｓクラスホテル、〈ミラノ〉フォーポインツ・バイ・シェラトン・ミラノ・センター、ウナホテ
ル・スカンジナビアいずれかの弊社Sクラスホテル（2/7出発はコンテッサ・ヨランダ弊社Sクラスホテル）

観光プランを
ご用意！
観光プランを
ご用意！

イタリア名画の数々を鑑賞！イタリア名画の数々を鑑賞！

イタリア名画の数々を鑑賞！イタリア名画の数々を鑑賞！

世界
遺産

ゴンドラ遊覧

本場イカスミのパスタ、名物のビス
テッカ・フィオレンティーナなど！

ウフィッツィ美術館では

バチカン美術館では

フィレンツェ

ミラノ

バチカン市国

ルネッサンス期の名品の数 ！々

サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会で
「最後の晩餐」！レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作

「最後の審判」！ミケランジェロの壁画

各地の名物料理を
ご堪能！
各地の名物料理を
ご堪能！

フィレンツェでは
市内中心部のホテルに
2連泊！

フィレンツェでは
市内中心部のホテルに
2連泊！

注2注2

注2

ベニス本島内のSクラスホテルに宿泊！

ローマは
市内中心部のSクラス
ホテルに2連泊！

ローマは
市内中心部のSクラス
ホテルに2連泊！

2日目ミラノ発から
5日目ローマ着までゆったりバスで快適な旅！ゆったりバスで快適な旅！

ゆったりバスで快適な旅！ゆったりバスで快適な旅！

ローマ、ベニス本島とミラノの
Sクラスホテルに宿泊！
ローマ、ベニス本島とミラノの
Sクラスホテルに宿泊！
各地の名物料理をご堪能！各地の名物料理をご堪能！

人気の4都市をめぐります！人気の4都市をめぐります！

注2.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、ブレラ美術館または
スカラ座博物館へご案内いたします。尚、手配状況につきましては出発の30日前までにご案内いたします。

注4.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します。

往復直行便

要追加代金
３日目・ベニス

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

ベニスの夕景/イメージベニスの夕景/イメージ

ピサの斜塔/イメージピサの斜塔/イメージ

ベニスの夕景/イメージ

トレビの泉（XM）/イメージトレビの泉（XM）/イメージ

最後の晩餐（レオナルド・ダ・ヴィンチ作）
/イメージ KochiC
最後の晩餐（レオナルド・ダ・ヴィンチ作）
/イメージ KochiC

添乗員同行添乗員同行

全出発日
出発保証！

幻想的でロマンティックな夕景や夜景、朝靄煙る
朝のベニスの街の散策をお楽しみいただけます！

ベニス本島に
泊まるからこそ！

11月  16・23
269,900円11月  27
269,900円12月   7・14
279,900円12月  21
259,900円1月    1・18・25

249,900円11月   1
229,900円11月   8・15・22
219,900円12月   6
209,900円1月   24
229,900円2月    7

259,900円2月   21
239,900円2月   28
249,900円3月    6
259,900円3月   13・20・27

269,900円1月   11
249,900円1月   15・29
269,900円2月    1
279,900円2月    8
259,900円2月   12

309,900円2月   15・22
289,900円2月   29
279,900円3月    4
299,900円3月    7
289,900円3月   11・25
309,900円
90,000円

（相部屋不可）1人部屋追加代金 50,000円

3月   14・21・28

追加代金
不要！！
追加代金
不要！！

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！

イヤホンガイド
サービス付

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）

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。

普通のバスなら
約75ｃｍ

ゆったりバスなら
約85ｃｍ～95ｃｍ

：96344390ツアーコード ■スケジュール は名物料理

〈機中泊〉

1

2

3

4

5

6

7
09:00～10:00：成田空港着

〈ローマ泊〉

〈ベニス（本島）泊〉

8

ベニス本島内のSクラス

快適なSクラス

〈ローマ泊〉快適なSクラス

〈ミラノ泊〉快適なSクラス

〈フィレンツェ泊〉2連泊

2連泊

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2/21出発限定

この日より6日目ミラノ着まで、シートピッチが約85cm以上の快適なゆったりバス

食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
11
食
！

食
事
は
名
物
料
理
を
含
む
11
食
！

注１

注4

注4

注2

注3

注2

：96344400ツアーコード

〒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19-1030

0570-200-002東日本海外旅行統括部

旅行説明会
実施中！！

ヨーロッパ
プラザ

ヨーロッパ
デスク

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

ラクラク！

3・4日目

5・6日目

2日目

8
日

〈フィレンツェ泊〉2連泊

2連泊

ミラノベニスフィレンツェ ピサローマ ミラノベニスフィレンツェ ピサローマ

ミラノベニスフィレンツェローマ

ウフィッツィ美術館
バチカン美術館

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

11/1、2/28出発は除く
「最後の審判」

「最後の晩餐」

ベニスのカーニバル
期間中に訪れます

ピッツェリアでピッツァ、ビステッカ・フィオレンティーナなど

※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
人気の

2/21
出発限定

※2019年7月15日朝日新聞朝刊掲載、12/7・14出発
　279,900円、12/21出発289,900円を値下げしました。

システィーナ
礼拝堂へ

ここに
登ります！

ベニスのカーニバルベニスのカーニバル

運河をゆったりとめぐるひととき

ベニス本島に泊まるからこそ、幻想的な夕景や夜景をお楽しみいただけます

ゆったりバスで
快適な旅！ ゆったりバスで快適な旅！

3日目ローマ発から6日目ミラノ着まで
注1.現地事情によりバスの仕様が異なる場合があります。

注2.11/1、2/28出発の3日目、フィレンツェ/ウフィッツィ美術館は休館及び団体予約不可日の為、代替観光としてヴェッキオ宮殿の入場観光にご案内します。

カンツォーネディナー
もお楽しみください

フィンエアー利用！

注3.天候等によりご覧いただけない場合があります。

11：55：成田空港発　空路、 フィンエアー でヘルシンキ乗継、ローマへ
18：50：ローマ着。着後、 ホテルへ

11:15～11:25：ミラノ発　空路、 フィンエアー でヘルシンキ乗継、帰国の途へ

午前：世界遺産・ローマ市内観光 （コロッセオ、トレビの泉、バチカン市国のサンピエトロ寺
　　　院、さらに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へ）
　　　昼食は ピッツェリアでピッツァ　観光後（16:30頃から） フリータイム

　朝：ミラノへ　着後、ミラノ市内観光 （ドゥオモ、スカラ座など。さらにブレラ美術館見学
　　　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」 鑑賞）　 
　　　昼食は ミラノ風カツレツとリゾット

　朝：水の都ベニスへ　午後：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 本場イカスミのパスタ
　　　観光後（15:30頃から） フリータイム

午前：花の都フィレンツェへ　昼食は きのこのパスタ
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〈11/1、2/28出発は除く〉やドゥオモ、
　　　ベッキオ橋、ミケランジェロ広場）　夕食は 名物ビステッカ・フィオレンティーナ

午前：世界遺産・ピサ観光 （斜塔やドゥオモ、洗礼堂、さらに ピサの斜塔へ登り傾斜を体感 ）
午後（13：30頃から）： フリータイム

午前：ミラノ市内観光 （ドゥオモ、スカラ座など。さらにサンタ・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」 鑑賞）　 
　　　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
　　　夕食は 本場イカスミのパスタ　


