
心に残る高品質な旅

鉄道での小旅行も楽しむ
ヨーロッパの旅

5コース
Germany, Italy, United Kingdom, Swiss, Portugal

近年、環境問題に敏感な欧州では、鉄道が大きく見直されています。
地球環境に優しく、所要時間も短く、移りゆく車窓に列車ならではの旅情も味わえる鉄道の旅。

このシリーズでは、ヨーロッパの魅力的な都市に３～４連泊しながら、
鉄道を使って近郊の小旅行にご案内していきます。

自由時間もしっかりとお取りしていますので、拠点となる街での滞在もお楽しみください。

羽田発2022・7 ▼9

ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

●キャンセル料について
キャンセル料について（1名利用の場合、1名利用追加料金を含めた
金額となります）お客様は別に定める取消料をお支払いいただくこと
により、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
※特定日：4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～
1月7日出発

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・
条件の他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の
旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年5月1日現在の運賃・
料金を基準としております。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
であり、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになりま
す。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご
出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

●旅行代金に含まれるもの
１. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人
につき20kg以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となってお
ります。（但し、利用航空会社や方面で重量や個数に例外もござい
ますのでお問い合わせください。）

4. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料（但し、
船内チップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税

●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
１. 海外旅行傷害疾病保険料　２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常
な変動に対処するために、一定の期間と条件下に限って航空各社
が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含ま
れない付加価値的な運賃です。金額は利用航空会社・利用区間に
よって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。燃油サー
チャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利
用便決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予
めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客
保安サービス料（合計金額）成田空港=2,660円、旅客取扱施設
利用料/羽田空港=2,950円、関西国際空港=3,100円

7. 国際観光旅客税＝1,000円。

●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。
また、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があり
ます。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、
各地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド

ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払い戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、または、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたし
ておりますが、地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記
時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
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旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●個人情報の取扱いについて
当社は、当該個人情報を、お客様との連絡のために
利用させていただくほか、将来よりよい旅行商品の開
発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、利用させていただくことがあります。
個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を
提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする、適切なサービ
スの提供ができない可能性があります。また、ご高齢の方および
高地宿泊を予定するツアーに参加される方から、健康情報等の特
定の機微な個人情報を取得致します。ツアーの催行に必要なサー
ビス及びご旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁
及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名・性別・生年月
日・住所を電話・FAX・郵送・メール等で提供することがございます。

渡航に関しての重要事項（必ずご一読ください）

弊社では当面の間ワクチン３回接種が完了したお客様だけを対象にツアーの募集を行います。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、当面の間、海外募集型企画旅行は見合わせておりましたが、4月1日に外務省の感染症危険情報レベルが大幅に見直され、
106ヶ国についてはレベル3からレベル2へと引き下げられました。これを受け、弊社では、皆様の安全・安心面を最重要視し、段階を踏みながら海外観光旅行を再開します。

■ツアー催行決定に関して ： ツアーの催行には、感染症危険情報や訪問国、および日本の
入国時の制限、隔離等の状況によりツアーの催行可否を出発1カ月前までに判断します。
■日本出発前の準備について ： PCR検査の必要ありません。ご自身で準備していただ
く必要があるのは、お住まいの自治体が発行する英文の「ワクチン接種証明書」だけ
です。（電子版、書面版のどちらでも問題ありません）
■イタリア、ポルトガル入国時 ： 入国時に「EU PLF（旅行者の位置情報把握書類）」とい
う書面が必要ですが、弊社が作成しますのでご安心ください。
■ポルトガル入国時 ： 事前に英文の陰性証明の取得が必要です。
■日本帰着時に関しての準備 ： 旅行先から出国する72時間前以内に実施されたPCR検
査の陰性証明が日本政府の規定書面で必要となります。弊社では、必要事項を事前
に記入した書面を準備し、行程の中で現地医療機関へご案内します（陰性証明書の発
行料金は現地にて実費でお支払いいただきます。約２万円）。また、スマートフォンは
必ず必要となります（OSバージョンはiPhoneで13.5以上、Androidで6.0以上）。ス
マートフォンにはMy SOSおよびCOCOAのアプリケーションのダウンロードが必要で
す。弊社では当面の間、海外旅行出発前にツアーにお申し込みいただいたお客様だ
けを対象とした、「出入国不安点解消・事前説明会」を実施します。渡航手続きに関し
ての不安点を事前に解消してから安心してご出発いただけます。スマートフォンの操作
なども、当説明会にてご案内します。またスマートフォンをお持ちでない方もどうぞお
気軽にご相談ください。スマートフォンをレンタルするところからサポートいたします。

※各国の最新の入国制限措置については外務省海外安全ホームページをご覧ください。
　外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
　渡航先（国または地域）の衛生状況については、
　厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ（https://www.forth.go.jp/）でもご確
認いただけます。各国・地域の入国制限・検疫規則が随時変更となる可能性があります。
最新の情報は外務省安全ホームページや各国大使館・観光局などのホームページにて
ご確認いただきますようお願いいたします。

 万が一の新型コロナウィルス罹患に備えて
〇ご出発前
新「海外キャンセルサポート保険」のご加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない事
情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャンセル
料金の70パーセントまで補償されます。※ただし細則がございますので、詳しくはお問
い合わせください。また、当面の間WEB受付限定となります。

〇ご旅行にあたって
必ず「海外旅行傷害保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になった場合、従来の海外旅行保
険で宿泊費用や日本帰国の為の航空券代が補償されます。また国によっては加入が義
務づけられているところもあります。

【海外旅行「安心・安全の旅」への取り組みについて】
■全参加者が3回のワクチン接種済　⇒  いずれのコースも、ご出発の15日前までに3
回目の新型コロナワクチン接種を完了された方だけがツアーにご参加いただけます。

■バス座席は1名あたり、2席以上をご用意　⇒  バスの乗車率を50％以下に。「1名様
につき2席以上」と十分な間隔を空けてご利用いただけます。

■イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保　⇒  観光の際にはイヤホンガ
イドシステムを利用し、密状態を避けます。

■連泊中心のゆとりある日程です　⇒  現地での突発的な問題発生など、万が一の事
態にも対応できるように連泊主体のゆとりある日程としております。

旅行契約解除の日 特定日に開始する旅行 特定日以外

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40
日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

￥30,000
（旅行代金が30万
円未満…10％）
￥50,000（旅行代金が
25万円未満…20％）

無 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30
日目にあたる日以降～21日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20
日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日より当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

5月1日現在
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ドイツ鉄道は正確、清潔、静かでとても快適です

鉄道王国ドイツ。その美しい国土に鉄道路線が縦横に走っています。車
内も清潔、時間も正確に運行され、ドイツの旅に鉄道は打ってつけです。
今回は北部ハンブルクと南部ミュンヘンにそれぞれ滞在し、南北で異なる
ドイツの魅力に迫ります。昨今、環境保全の観点から鉄道旅行は再度注
目を浴びています。二酸化炭素の排出削減などが主たる目的ではありま
すが、車窓からの風景の変
化など列車の旅ならではの楽
しみ方も合わせてフォーカス
されています。移り行く町並
み、田園風景を眺めながら旅
心を味わいます。最初に訪れ
るハンブルクはハンザ同盟の
中心を担い発展し、現在もド
イツを牽引する町の一つ。ミュ
ンヘンは言わずと知れた南部
ドイツの中心です。3連泊、
4連泊のゆったりした日程で、
再開したてのドイツの旅を満
喫しましょう。

ツアープランナーより

7日間有効のジャーマン・レイルパスを
ご用意し、ハンブルク、ミュンヘン両
都市の利便性をいかしながら、北から
南へドイツを旅するコースとしました。
ハンザ同盟の主要都市であり現在も北
ドイツの中心であるハンブルクは、周
辺にも同様のハンザ都市が並び強大
な力を持った時代の面影を簡単に楽し
むことができます。また、バイエルン
王国の都であり、現在もドイツの南半
分を占めるバイエルン州の州都ミュン
ヘンでは、統治していたヴィッテルス
バッハ家の栄光に触れ、その庇護下
で発展した周辺の町々にも足を運びま
す。日本とほぼ同じ面積を持ちながら、
人口密度が低いドイツ。大都市を一歩
離れると自然も身近なところにありま
すので、風景の変化も楽しみです。

ジャーマン・レイルパスを
利用し、ドイツを楽しみます

鉄
道
で
の
小
旅
行
も
楽
し
む

北
ド
イ
ツ
の
都
と
バ
イ
エ
ル
ン     

10
日
間 

ここにご注目。旅のポイント

❶ ジャーマン・レイルパスを利用し、ドイツを楽しみます。
❷ 北部ドイツの中心ハンブルクを起点にハンザの町を巡ります。
❸ バイエルンの都ミュンヘンに4泊し南部を駆け巡ります。

リューベック

リューネブルク

レーゲンスブルク

ドナウヴェルト

ハンブルク（3泊）

ミュンヘン（4泊）

ドイツ

H

H

D

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

■ ハンブルク：ルネッサンス・ハンブルク・ホテル
公共交通機関へのアクセスも良い、市内中心部に建つホテルです。

■ ミュンヘン：マリティム
中央駅至近の鉄道旅行に便利な立地のホテルです。

北部ドイツの中心
ハンブルクを起点にハンザの町を巡ります
リューベックと肩を並べてハンザの中心を担った大都市ハンブルク。この町を
中心に、東西南北の鉄道網が整備され、北部ドイツに気軽にアクセスできます。
今回は、リューベック、リューネブルクの2つのハンザ都市に足を運び、北ド
イツの魅力に迫ります。

【ハンザの雄　ハンブルク】
5年前にはランドマークともなるエ
ルプフィルハーモニーが完成し、ハ
ンザ時代から継承される自由闊達な
雰囲気がエルベの風と共に感じられ
る町です。

バイエルンの都ミュンヘンに4泊し南部を駆け巡ります
ミュンヘンのあるバイエルン州は、国土の約20%を占めるドイツ最大の州で
す。ノイシュヴァンシュタイン城をはじめとして、ドイツのイメージはこのバイ
エルン州に集約されると思います。今回はミュンヘンに滞在し、ミュンヘン北
部を流れる大河ドナウに沿った美しい町をご紹介します。

ハンブルク経済繁栄の象徴であった世界遺
産倉庫街

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食5回、夕食4回　■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到
着まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：見開き2
ページ以上

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H 深夜、羽田空港よりターキッシュエアラインズにてイスタンブー
ルへ。  （機中泊）ssk

2
イスタンブール05：20着
イスタンブール07：25発H
ハンブルク09：35着

イスタンブールにて航空機を乗り換えハンブルクへ。
着後、ハンブルクの市内観光へ。市庁舎広場や倉庫群などへご
案内します。午後、自由行動。  【3連泊】（ハンブルク泊）khy

3

ハンブルク
（リューベック）

【鉄道での小旅行】午前、i世界遺産のリューベックへ（片道約50
分）。
着後、徒歩にて世界遺産の旧市街へ。○ホルステン門や、黒レ
ンガが特徴的な●市庁舎、●マリエン教会などへご案内します。
昼食は、『シッファーゲゼルシャフト(船員組合)』にて。午後、再び
鉄道にてハンブルクへ戻ります。  （ハンブルク泊）ahs

4

ハンブルク
（リューネブルク）

【鉄道での小旅行】午前、塩の町として知られるリューネブルクへ
（片道約30分）。
着後、〇市庁舎やイルメナウ川沿いに建つ〇木製クレーンなどを
見ながら、旧市街の散策へご案内します。午後、再び鉄道にてハ
ンブルクへ戻ります。  （ハンブルク泊）ahy

5 ハンブルク10：01発D 
ミュンヘン15：43着

午前、ハンブルク駅へ。ハンブルクよりドイツの新幹線ICEにてミュ
ンヘンへ。  【4連泊】（ミュンヘン泊）asy

6 ミュンヘン 午前、ミュンヘンの市内観光へ。マリエン広場や、●レジデンツ
などへご案内します。午後、自由行動。  （ミュンヘン泊）ass

7
ミュンヘン
（レーゲンスブルク）

【鉄道での小旅行】午前、レーゲンスブルクへご案内します（片道
約１時間30分）。着後、●大聖堂や旧市街の散策。昼食には、レー
ゲンスブルガーソーセージをご用意しました。午後、鉄道で再び
ミュンヘンに戻ります。  （ミュンヘン泊）ahs

8
ミュンヘン
（ドナウヴェルト）

【鉄道での小旅行】午前、ロマンチック街道上の町ドナウヴェルトへ
ご案内します（片道約1時間30分）。着後、旧市街の散策へ。午後、
再び鉄道にてミュンヘンへ戻ります。  （ミュンヘン泊）ahy

9
ミュンヘン18：45発H
イスタンブール22：30着

出発まで自由行動。
午後、バスにてミュンヘン空港へ。夜、ターキッシュエアライン
ズにてイスタンブールへ。  （機中泊）ask

10 イスタンブール02：20発H羽田空港19：20着
イスタンブール着後、航空機を乗換え、帰国の途へ。
夜、羽田空港に到着。着後、解散。  sks

【ハンザの女王　リューベック】
赤茶色のレンガの教会や家屋が立
ち並び、統一された色彩感に美しさ
を感じるのがリューベックです。そ
れほど大きくない町ですが、目抜き
通りをそれてガングと呼ばれる小路
歩きが楽しいので、探検にも出かけ
ましょう。

レンガの色が美しいリューベックの街並み

【塩で栄えたハンザの古都　
リューネブルク】
製塩で栄えたリューネブルクは、製
塩業でどれだけの富を得られたのか
が容易に想像できる内陸の小さな
町とは思えない瀟洒な建物が立ち
並ぶハンザの町です。現在は製塩
業は営まれていませんが、繁栄した
時代の面影が随所に残ります。

リューネブルクの古い街並み

【中世が見える　レーゲンスブルク】
レーゲンスブルクの象徴と言えば、
大河ドナウに架かる石橋とその向こ
うに並ぶ美しい街並みでしょう。近
年改修工事でその姿を見られなかっ

1000年近く変わらない姿を残す石橋と
レーゲンスブルクの町並み

城壁と町が一体となったドナウヴェルトの
外縁　©GNTB_Francesco Carovillano

【ロマンチック街道とドナウが出会う
町　ドナウヴェルト】
ドナウ河とヴェルニッツ川が合流す
る地点に作られたドナウヴェルトは、
古来、交通の要衝、戦略的な観点
から重要視された町。ロマンチック
街道上にもあり、カラフルな可愛ら
しい家や立派な木骨組みの家も立
ち並んでいます。

【ヴィッテルスバッハ家の栄華を
感じる　ミュンヘン】
ミュンヘンの名前を聞いて思い起こ
すものはビール、自動車、サッカー、
ドイツそのもののイメージと言って
も過言ではありません。しかし、旧
市街には神聖ローマ帝国時代からの
建築が多く並び、バイエルンの栄光
を至る所で感じられます。巨大なレ
ジデンツやマリエン広場に面する新
市庁舎も堂々と変わらぬ姿を誇って
います。時代に流されない町をお楽
しみください。

た石橋ですが、コロナ禍の間にその
工事も終わり、再び美しい姿を取り
戻しました。

重厚な造りのレジデンツ外観
裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ ツアーコード：EM401T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・10日間】
7月27日（水） , 8月3日（水） , 8月24日（水）

エコノミークラス利用

¥558,000
ビジネスクラス利用

￥918,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥90,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【羽田 ～イスタンブール～ハンブルク間／ミュンヘン～イスタンブール～羽田間】）
燃油サーチャージ別途目安：￥75,000：6月1日付

地方発着追加料金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。
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4連泊で楽しむ「花の都」フィレンツェ

近年、環境問題に敏感な欧州で大きく見直されている交通手段のひとつ
が鉄道です。地球環境に優しく、実際の所要時間が短いことに加え、や
はり列車ならではの旅情を味わえることが大きいのかもしれません。この
コースではミラノとフィレンツェという魅力溢れる都市に宿泊しながら、鉄
道を利用した小旅行で周辺の見所にご案内します。ミラノからは風光明媚
なマジョーレ湖畔の町、ストレーザや中世の町並みが残る大学町、パヴィ
アへ。一方のフィレンツェではエトルリア時代にまで遡り、ルネサンス期に
はフィレンツェやシエナに次ぐ文化の中心地の一つアレッツォや、城壁に
囲まれた美しい中世の町ルッカなど、大きすぎず、小さすぎず、半日程
度で十分ご覧いただける場
所へご案内いたします。も
ちろん、いずれの街も大変
見所が豊富。市内観光はも
ちろんのこと、自由時間も
十分に設けておりますので、
ご自身のペースでイタリア
散歩をお楽しみください。

ツアープランナーより

周辺の町々への鉄道でのアクセスが良
く、街自体にも見どころが多いミラノ
とフィレンツェを起点に、周辺の町々
などを訪ねます。また、ミラノでは街
の中心部にあるドゥオモや、北イタリ
アのルネサンス期の作品などを多く所
蔵するブレラ美術館を、フィレンツェ
ではウフィツィ美術館へご案内し、ご
自身でも街歩きを楽しんでいただける
よう、それぞれの街で半日自由行動も
設けています。鉄道で訪問する周辺の
町々は、それぞれの街から片道１時間
～1時間半程度で気軽に訪れることの
できる町を選んでご案内します。

ミラノ、フィレンツェには
連泊でゆっくりと滞在

鉄
道
で
の
小
旅
行
も
楽
し
む

北
イ
タ
リ
ア
マ
ジ
ョ
ー
レ
湖
畔
と
ト
ス
カ
ー
ナ     

10
日
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ミラノではドゥオモやブレラ美術館へご案内見どころの多いウフィツィ美術館 (添乗員撮影)

ここにご注目。旅のポイント

❶ 鉄道を利用してミラノやフィレンツェ周辺の町々を訪れます。
❷ ミラノを起点に湖水地方やパヴィアに足を延ばします。
❸ フィレンツェでは４連泊。市内観光やトスカーナの町も訪れます。

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

フィレンツェでは駅に近いホテルを確保
■ ミラノ：スターホテルズ・エコー ★★★★
ミラノ中央駅の近くに位置するホテルです。※シャワーのみのお部屋となります。

■ フィレンツェ：
　 グランドホテル・バリオーニ ★★★★
4連泊となるフィレンツェではサンタ・マリア・
ノヴェッラ駅にほど近いホテル確保しまし
た。駅へのアクセスや中心部の散策に便利
な立地が魅力です。パノラマレストランから
はフィレンツェの全景が望めます。

ミラノからの鉄道小旅行
マジョーレ湖畔のストレーザと大学町パヴィア
ミラノの北部には、いくつもの湖が
点在する湖水地方が広がっていま
す。鉄道を利用し、約１時間で訪問
することのできるストレーザは、風
光明媚なマジョーレ湖畔の町です。
駅から中心部までの距離も近く、湖
畔の散策なども楽しめます。湖畔か
らは湖に浮かぶボッロメオ島までの
遊覧船も出ています。一方、パヴィ
アは、中世の町並みが残る大学町。

アレッツォ

ストレーザ

ルッカ

ボローニャ

パヴィア

フィレンツェ
（3泊）

ミラノ（3泊）

H

H

Dイタリア

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食5回、夕食4回　■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到
着まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：見開き2
ページ以上

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H 深夜、羽田空港よりターキッシュエアラインズにてイスタンブー
ルへ。  （機中泊）ssk

2
イスタンブール05：15着
イスタンブール07：55発H
ミラノ09：50着

イスタンブールにて航空機を乗り換えミラノへ。
着後、ミラノの市内観光へ。●大聖堂や●ブレラ美術館へご案内
します。  【3連泊】（ミラノ泊）khy

3
ミラノ(ストレーザ ) 【鉄道での小旅行】

本日は、湖水地方のストレーザにご案内します（片道約1時間）。
着後、散策を楽しみます。
午後、再び鉄道にてミラノへ戻ります。  （ミラノ泊）ahs

4
ミラノ (パヴィア ) 【鉄道での小旅行】

本日は、パヴィアへご案内します（片道約50分）。
着後、旧市街の散策へご案内します。
午後、再び鉄道にてミラノへ戻ります。  （ミラノ泊）ahs

5
ミラノD
フィレンツェ

午前、自由行動。
昼頃、ミラノより鉄道にてフィレンツェへ。(約2時間)
着後、ホテルへ。  【4連泊】（フィレンツェ泊）asy

6
フィレンツェ 午前、徒歩にて、フィレンツェの市内観光。

●ウフィツィ美術館やシニョーリア広場などへご案内します。
午後、自由行動。  （フィレンツェ泊）ass

7

フィレンツェ
(アレッツォ )

【鉄道での小旅行】
本日は、トスカーナ地方のアレッツォへご案内します（片道約1時
間）。
着後、旧市街の散策や、●サンフランチェスコ教会などを訪れま
す。
午後、再び鉄道にてフィレンツェへ戻ります。
 （フィレンツェ泊）ahs

8

フィレンツェ
(ルッカ )

【鉄道での小旅行】
本日は、ルッカへご案内します（片道約1時間20分）。
着後、城壁に囲まれた中世の町の散策へご案内します。
午後、再び鉄道でフィレンツェへ戻ります。
 （フィレンツェ泊）ahy

9
フィレンツェB
ボローニャ19：00発H
イスタンブール22：35着

出発まで自由行動。
午後、バスにてボローニャへ。
夜、ターキッシュエアラインズにてイスタンブールへ。
 （機中泊）ask

10 イスタンブール02：20発H羽田空港19：20着
イスタンブール着後、航空機を乗換え、帰国の途へ。
夜、羽田空港に到着。着後、解散。  sks

※日程表の時刻は、ターキッシュエアラインズの羽田空港発着を想定したものです。他航空
会社利用の場合、発着空港および時刻は異なります。

※星の数はイタリア観光省の基準に基づきます。

大学町パヴィアでは旧市街を散策します

ストレーザではマジョーレ湖畔の散策もおすすめです

いずれの町も大きすぎず、半日程
度で十分の散策が楽しめます。

フィレンツェからの小旅行
中世の城壁が残る町アレッツォとルッカ
フィレンツェから鉄道で訪ねるアレッ
ツォは、城壁に囲まれた美しい中世
の町です。その歴史は古く、紀元
前のエトルリア時代にまで遡り、ル
ネサンス期にはフィレンツェやシエ
ナに次ぐ文化の中心地の一つとなり
ました。小さな町なので、駅から散
策を楽しみながらサン・フランチェス
コ教会やグランデ広場などへご案内
します。また、17世紀に築かれた

城壁が現存する町ルッカでは、旧市
街の散策をお楽しみください。

アレッツォではサン・フランチェスコ教会
などを訪れます

城壁に囲まれた町ルッカ

ホテルのレストランからの眺め（イメージ） 裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ ツアーコード：ES218T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・10日間】
8月30日（火） , 9月12日（月）

エコノミークラス利用

¥558,000
ビジネスクラス利用

￥918,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥120,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【羽田 ～イスタンブール～ミラノ間／ボローニャ～イスタンブール～羽田間】）
燃油サーチャージ別途目安：￥75,000：6月1日付

地方発着追加料金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。
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コッツウォルズ地方で最も美しい村のひとつ、カッスルクーム。のんびりと散策をお楽しみください

緑美しき夏の英国イングランドを、優雅な石造りの建物とエイボン川に囲
まれた、古代ローマからの温泉の町バースと、進化を続けるロンドン、と
いうふたつの街にゆったり滞在する旅。このたびは、ブリットレイル（4日間）
のパスをご用意しておりますので、わずらわしさ無くバースとロンドンを拠
点にスーツケースはそのままに小さなリュックひとつで、南コッツウォルズ
地方やウェールズの首都カーディフ、或いは東イングランド地方やロンドン
近郊などへ、鉄道の旅を楽しみながらの行程といたしました。 周遊コー
スとは全く違い、バースやロンドンでも、ちょっと暮らすような感覚で落ち
ついた気分を味わえる
ことと思います。ヒー
スロー空港からバー
スへは途中古都ウィン
チェスターに、バース
からロンドンでは、謎
の古代巨石建造物ス
トーンヘンジやオール
ドセラムなど、バス移
動を利用して訪ね、バ
ラエティに富む内容に
仕立てました。

ツアープランナーより

緑豊かな丘陵地帯に、はちみつ色の石
灰岩で造られた素朴な家々が並ぶコッ
ツウォルズ地方。中世そのままの村々
と牧歌的な田園風景が人気で、世界
中から訪れる観光客はもとより、週末
にはロンドンっ子たちが訪れる人気の
場所です。「コッツウォルズ地方で最も
美しい」とうたわれるカッスルクームの
散策へご案内。そのコッツウォルズの
拠点は、ローマ以来の歴史を持つ温
泉街バース。18世紀にヨーロッパの
貴族の間で温泉が流行った際に現在の
バースの統一された美しい街並みが築
かれました。その後急速に温泉ブーム
が廃れたため、バースの街並みは18
世紀の時代を今に留めています。この
コースでは街中の徒歩散策やエイヴォ
ン川クルーズへご案内します。

コッツウォルズの田園と
世界遺産の古都

カッスルクーム　©VisitEngland_Visit Wiltshire_Chris

ここにご注目。旅のポイント

❶ コッツウォルズで3連泊。世界遺産の古都と田園の村を訪ねる。
❷ ロンドンで4連泊。ボートや電車、市バスで近郊を巡る。
❸ オールドセラムなどこだわりの見どころにもご案内。

ローマ時代からの歴史を誇るバース

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。
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■ バース：ザ・フランシス・ホテル
大聖堂やローマンバスなどの見どころまで徒歩約5分ほど。バースの中心に位置する、
散策に便利なホテルです。　※シャワーのみの客室となります。

■ ロンドン：ヒルトン・ロンドン・ケンジントン
ケンジントン地区、ロイヤルクレセントの前に建つホテル。

H

バース（3泊）カーディフ

ウィンチェスター
チラム村

カッスルクーム

ソールスベリー

オールドセラム
ストーンヘンジ

カンタベリー

H

D

B

B

D

B

イギリス

ロンドン（4泊）

■最少催行人員：8名様（最大14名）　■食事：朝食7回、昼食4回、夕食4回　■添乗員：羽田空港ご出発から
羽田空港ご到着まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：滞在日数以上（6か月以上が望ましい）
■パスポート査証未使用欄：見開き2ページ以上

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H 深夜、羽田空港よりターキッシュエアラインズにてイスタンブー
ルへ。  （機中泊）ssk

2

イスタンブール05：15着
イスタンブール07：55発H
ロンドン09：50着
ウィンチェスターB
バース17：00着

イスタンブール着後、航空機を乗り換え、ロンドンへ。
ロンドンより専用バスで●ウィンチェスター（小川の古都）へ。昼
食と簡単な散策を楽しみます。その後バースへ。
夕刻、バースのホテルにチェックイン。
 【3連泊】（バース泊）khy

3

バースD
カッスルクームB
バース
（エイボン川クルーズ）

【鉄道での小旅行】鉄道でチップナム駅へ（15分）。ここから公共バ
スでコッツウォルズの古い町のひとつ、カッスルクームへ。散策
を楽しみます。
午後、3時頃にバースに戻り、バースの街並み散策とエイボン川
クルーズ（60分）へご案内。  （バース泊）ahs

4

バースD
カーディフ
（セントファガンス
国立歴史博物館 )

【鉄道での小旅行】鉄道でウェールズの首都カーディフへ（約90
分）。近郊の●セントファガンス国立歴史博物館はウェールズの昔
の村を40もの建築物で再現したイギリス最大規模の野外博物館
へ。（公共バスで25分）その後、●カーディフ城、〇カーディフマー
ケットなどの観光。
夕刻、鉄道でバースに戻ります。  （バース泊）asy

5

バース09：00発B
ソールスベリーB
ストーンヘンジB
オールドセラムB
ロンドン17：00着

専用バスにて、大聖堂に見守られる町●ソールスベリー、近郊の
●ストーンヘンジ、かつてのこの地域の中心●オールドセラムを
訪ね、ロンドンへ。

 【4連泊】（ロンドン泊）ahy

6
ロンドンD
カンタベリーB
チラム村

【鉄道での小旅行】鉄道の旅で、英国国教会の総本山カンタベリーへ
（約90分）。着後、●カンタベリー大聖堂の見学。その後、公共
バスで25分の中世の香りが漂う●チラム村へ。ランチタイムです。
夕刻、ロンドンに戻ります。  （ロンドン泊）ahs

7

ロンドン（自由行動） 本日はロンドンで自由行動。ニュースポット「スカイガーデン」（155
メートル）からのロンドン眺め（予約制）、リニューアルした大英博
物館、バラマーケットでのランチタイム、セントジェームズパーク
からバッキンガム宮の眺め…など、●最新のロンドンをお楽しみく
ださい。  （ロンドン泊）ass

8

ロンドン
（リッチモンド）
（キューガーデン）

本日は、ボートと鉄道の旅。往きはウェストミンスターピアからボー
トでテムズ川を上り、リッチモンドへ（約90分）。
着後、テムズ河畔の優雅なリッチモンドでのひとときを。お洒落
なカフェやパブも多数あります。その後、●キューガーデンでこ
の季節の花々をたっぷりと楽しみます。
帰りは鉄道で、ロンドン市内へ戻ります。  （ロンドン泊）asy

9 ロンドン18：20発H 出発まで、自由にお過ごしください。
ロンドンより航空機にてイスタンブールへ。  （機中泊）ask

10
イスタンブール00：10着
イスタンブール02：20発H
羽田空港19：20着

イスタンブール着後、航空機を乗換え、帰国の途へ。
夜、羽田空港に到着。着後、解散。
 sks

英国随一の聖地
カンタベリーとチラム村
英国各地から様々な階層の市民が
カンタベリー大聖堂へお詣りするた
め、カンタベリーを目指す「カンタベ
リー物語」。そこに描写された通り、
英国国教会の総本山であるカンタ
ベリーは、英国人にとっての重要な
聖地。旧市街の幾重にも入り組ん
だ脇道や、木骨組みの家が建ち並
ぶ門前町で、風情ある散策をお楽し
みください。今回のコースでは、カ
ンタベリー近郊のチラム村も訪問。
城主の領地の門の外が広場となり、
その周りに家が集まる、チューダー
朝時代の英国中世荘園の典型的な
形式が残っています。16世紀頃に

英国国教会の総本山、世界遺産カンタベ
リー大聖堂。英国ゴシック様式の荘厳な空
間をお訪ねください。

建てられた木骨造りの家並みは、風
情ある独特の景観を作り出し、数々
の映画やテレビドラマのロケ地とも
なっている必見の村です。

オールドセラムなど
知られざる見所も訪ねる
英国の魅力は各地域における文化
の多様性と、様々な時代の歴史や
遺構に触れられる点にあります。今
回のコースは鉄道の利用を主体とし
ておりますが、ロンドンとコッツウォ
ルズ間の移動は敢えてバス利用と
し、様々な見所へご案内します。９
世紀頃にはイングランドの首都とし
て栄え、ゴシック様式の大聖堂では
世界最長の身廊と全長を持つウィン
チェスターの大聖堂、マグナ・カル
タの所蔵で知られるソールスベリー
大聖堂、そして１２世紀頃まではソー
ルスベリーの前身があり、当時の町

のつくりがよく分かる遺構がそのま
ま残されているオールドセラム遺跡
など知られざる見所が豊富にありま
す。都市滞在と合わせて、郊外の
見所もお楽しみください。

ソールスベリーの前身、12世紀の遺跡が
綺麗に残されたオールドセラム

裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

テムズ河クルーズと
花咲くキューガーデン散策
ロンドン中心部を流れるテムズ河に
はタワーブリッジをはじめ個性あふ
れる橋がかかり、それがロンドンの
魅力を引き立ててくれています。こ
のテムズ河をクルーズ船で上流に進
むと、緑豊かな丘陵風景の中に入り、
両岸には小さな町や村が点在する
心和む風景が広がります。このあた
りは週末にロンドンっ子が訪ねます
が、中でも人気は1759年創立の王
立植物園、キューガーデンズ。東京
ドーム40個分という広大な敷地に、
巨大温室から庭園、森林などを備
え、約3万種という野生植物のコレ

クションを誇ります。自由時間も含
めてゆっくり時間をお取りしますの
で、巨大温室パームハウスを訪ねた
り、ティータイムを楽しんだり、思
い思いにお過ごしください。

ロンドン市内から、郊外への小旅行にはク
ルーズ船も利用。

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ ツアーコード：EB059T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・10日間】
7月10日（日） , 24日（日）
8月14日（日） , 8月21日（日）

エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

￥958,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥90,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【羽田 ～イスタンブール～ロンドン間／ロンドン～イスタンブール～羽田間】）
燃油サーチャージ別途目安：￥75,000：6月1日付

地方発着追加料金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。
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アイガーエクスプレスの完成でアイガーの眺め方も一変しました（イメージ）©jungfrau.ch

夏のスイスアルプスをゆったり日程で、鉄道やロープウェイ、ケーブルカー
などを利用して楽しむ旅。2020年の12月に開業した話題の新ロープウェ
イ「アイガーエクスプレス」からのアイガー、ユングフラウなどが眼前に迫
る大絶景は、これ迄に無かったアングルからの新しいハイライトです。終
日自由行動日もご用意しましたので、天候と相談しながら、便利なパスを
活用して、思う存分それぞれのマイペースで、たっぷりアルプスに浸って
いただきたいものです。（ご希望の方は実費となりますが、ツェルマット、マッ
ターホルンまで、添乗員が同行いたします。）
後半は、チューリッヒを拠点にしての鉄道の旅。ヨーロッパ最大の「ライン
の滝」と、宝石のようなライン河畔の町シュタインアムラインへ。そして日
曜日には、美術館が幾つも楽しめるヴィンタートゥールへのアートの旅もご
用意しました。久しぶりのヨーロッパへ。海外再開は、夏のスイスアルプ
ス絶景の旅からスタートされてはいかがでしょうか。

ツアープランナーより

スイスは四国ほどの面積を持つ国です
が、その山がちな国土に関わらず、縦
横無尽に鉄道網が整えられています。
JR四国の営業キロ数で約850キロメー
トル、スイス国鉄の営業キロ数で約
3,170キロメートルなので、その規模
は容易に想像していただけると思いま
す。登山列車も無数に存在するので気
軽にアルプスの大パノラマを楽しめま
すし、川や湖に沿って路線も整えられ
ており、湖水の風景も楽しめるのがス
イス鉄道の醍醐味です。今回はスイス
の鉄道やロープウェイ、船などがほぼ
乗り放題になるパスをご用意して、ス
イスを駆け巡ります。

鉄道大国スイスで
山岳鉄道とローカル鉄道の旅
も楽しみます

アイガーエクスプレス（イメージ）
©jungfraujoch.chダイナミックな景色の中を進んでゆくスイスの鉄道（イメージ）

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。
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ここにご注目。旅のポイント

❶ 鉄道大国スイスで山岳鉄道とローカル鉄道の旅を楽しみます。
❷ インターラーケンに4連泊し、スイスアルプスの絶景を巡ります。
❸ チューリッヒからはライン河畔の美しい町や風景を満喫します。
❹ 移動の際も魅力ある町に立ち寄ります。

■ インターラーケン：メトロポール ★★★★
■ チューリッヒ：クラウンプラザ ★★★★
※シャワーのみのお部屋となります。

インターラーケンに4連泊し、
スイスアルプスの絶景を巡ります
スイスを代表する山々は数多くありますが、山頂近くまで簡単にアクセスでき
るのは、何と言ってもユングフラウ三山。今回は、インターラーケンに滞在
し、この周辺展望台を楽しむ内容にしました。ヨーロッパ最高地点に位置する
ユングフラウヨッホ駅には、2020年に完成した「アイガーエクスプレス」を利
用してアクセス。これまでに訪れたことがある方でも、空中散歩を楽しみな
がらぜひアイガー北壁を眺めていただきたいです。また、ユングフラウ三山
を別角度で眺められるシルトホルンにもご案内します。終日自由行動時には、
ご希望の方はツェルマット（マッターホルン）にも足を運ぶことができますので、
アルプスを満喫できるプログラムです。

スイス

チューリッヒ（3泊）

インターラーケン（4泊）

ルツェルン湖

イタリア

ドイツ

オーストリア
H

H

ユングフラウ
メンヒ
アイガー
B

B

D

ベルン

トゥーン

ミューレン

ビュルゲンシュトック
ルツェルン

ヴィンタートゥール

シャフハウゼン

シュタインアムライン

■最少催行人員：8名様（最大14名）　■食事：朝食7回、昼食4回、夕食3回　■添乗員：羽田空港ご出発から
羽田空港ご到着まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：帰国時3ヶ月以上
■パスポート査証未使用欄：見開き2ページ以上

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H 深夜、羽田空港よりターキッシュエアラインズにてイスタンブー
ルへ。  （機中泊）ssk

2

イスタンブール05：15着
イスタンブール07：25発H
チューリッヒ10：00着B
ビュルゲンシュトックB
ルツェルンB
インターラーケン17：00着

イスタンブール着後、航空機を乗り換えチューリッヒへ。
チューリッヒ着後、専用バスにてビュルゲンシュトックへ。ルツェ
ルン湖を見渡せるレストランにてランチです。
午後、遊覧船にてルツェルンへ。
着後、旧市街の散策にご案内します。その後、インターラーケンへ。
夕刻、ホテルに到着。
 【4連泊】（インターラーケン泊）khy

3
インターラーケン
（アイガーエクスプレス）
（ユングフラウヨッホ）
（グリンデルワルド）

【鉄道での小旅行】2020年12月に新たに運行がスタートした「ア
イガーエクスプレス」と登山電車を利用して、ユングフラウヨッホ
へ。復路は電車でグリンデルワルドへ。終日のアルプスプログラ
ムです。  （インターラーケン泊）ass

4
インターラーケン
（ミューレン）
（アルメントフーベル）
（シルトホルン）

【鉄道での小旅行】登山電車、ロープウェイ、ケーブルを利用して、
ミューレン、アルメントフーベル、そして360度の大パノラマを
楽しめるシルトホルンの山頂展望台への、終日アルプスプログラ
ム。  （インターラーケン泊）ass

5

インターラーケン
（終日自由行動）

終日、自由行動の日です。静かなヴェンゲン村、花々の美しいシー
ニゲプラッテ、ハイキングの起点メンリッヒェンなど、ユングフラ
ウパスを活用して、ご自由にどうぞ。（希望者は鉄道（片道2時間
30分ほど）にて実費で添乗員とツェルマット（マッターホルン）へ。）
 （インターラーケン泊）asy

6
インターラーケン09：00発B
トゥーンBベルンB 
チューリッヒ17：00着

午前、専用バスにて、トゥーン（城下町）に立ち寄り、ベルンへ。
着後、古都ベルンの観光と散策。
夕刻、チューリッヒのホテルにチェックイン。
 【3連泊】（チューリッヒ泊）ahy

7
チューリッヒ
（ヴィンタートゥール）

【鉄道での小旅行】IC（インターシティ）で約30分、美術館の街
として知られるヴィンタートゥールへ。
午後、チューリッヒに戻り、散策などでゆっくりお過ごしください。
 （チューリッヒ泊）ass

8
チューリッヒ
（ラインの滝）
（シャフハウゼン）
（シュタインアムライン）

【鉄道での小旅行】鉄道の旅で、シャフハウゼン（約1時間）と「ライ
ンの滝」。その後、鉄道で、宝石のような町シュタインアムライ
ンへ。帰りはボートに乗ってライン河をシャフハウゼンまで戻りま
す。  （チューリッヒ泊）ahs

9 チューリッヒ18：45発H
イスタンブール22：45着

午前、自由行動。
フェアウェルランチをゆったり楽しみ、空港へ。
夜、ターキッシュエアラインズにてイスタンブールへ。
 （機中泊）ahk

10 イスタンブール02：20発H羽田空港19：20着
イスタンブール着後、航空機を乗換え、帰国の途へ。
夜、羽田空港に到着。着後、解散。  sks

※星の数はHOTELLERIE SWISS の基準に基づきます。

ユングフラウ三山を一望する「ピッツ・グロリア」とアルプスのパノラマ © Schilthorn Cableway Ltd

チューリッヒからは
ライン河畔の美しい町や風景を満喫します
アルプスの絶景ばかりが注目される
スイスですが、美しい町や村も多く
あります。チューリッヒに3連泊して
いる間には、ライン河畔に点在する
珠玉の町にご案内。ラインの船運
で栄えたシャフハウゼンや「ラインの
宝石」と称されるシュタインアムライ
ンなども鉄道で気軽に訪れることが
可能です。また、鉄道だけでなく、
ライン上流のクルージングもお楽し
みいただきます。また、小さくも展
示の素晴らしい美術館も多いので、

アートの町ヴィンタートゥールにもご
案内。様々な魅力が詰まる、チュー
リッヒ以北の地域を探訪します。

絵本の世界が飛び出したかのようなシュタ
イン・アム・ライン　©Luca Casartelli

裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

移動の際も魅力ある町に
立ち寄ります
スイスも日本も一緒ですが、山岳
国家は人が住める場所が限られるた
め、おのずと町と町の間隔が狭くな
ります。今回の旅では、チューリッ
ヒ～インターラーケン間の移動があ
りますが、その間にも魅力あふれる
街が数多く存在します。到着した日
は、オードリー・ヘップバーンが結婚
式を挙げた地としても有名なビュル
ゲンシュトックでランチ。その他に
も、首都ベルンやルツェルン、トゥー
ンといった古都にも足を運びます。
それぞれ町の造りが異なり、それぞ
れに味わいがある訪問地です。

趣向を凝らした噴水が立ち並ぶベルンの目
抜き通り

ルツェルン湖を眼下に見下ろすビュルゲン
シュトックの絶景

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ ツアーコード：EW075T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・10日間】
7月11日（月） , 18日（月） , 25日（月）
8月1日（月）

エコノミークラス利用

¥578,000
ビジネスクラス利用

￥938,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥70,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【羽田 ～イスタンブール～チューリッヒ間往復】）
燃油サーチャージ別途目安：￥75,000：6月1日付

地方発着追加料金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。



リスボンで最も古い、アルファマ地区。ぶらぶら散歩で街並みに触れてください

6日間有効のユーレイル・ポルトガルパス（２等）をご用意し、南北の主要
都市、リスボンとポルトの美しい町での滞在と、周辺への鉄道の小旅行
を楽しむコースです。大航海時代の面影を色濃く残すリスボンでは、当
時の繁栄の面影を残す史跡だけではなく、レトロな市電に乗って郷愁溢れ
るアルファマ地区の散策にもご案内。リスボン郊外の王族避暑地シントラ
や、エヴォラへの小旅行と共にお楽しみください。北部の町ポルトではレ
コンキスタの時代の面影や、美しい自然景観で知られるドウロ川上流域
や祈りの町ブラガへご案内。ポルトガル各地の駅にはその土地の風土や
歴史を伝える美しいアズレージョで彩られています。観光地を訪ねるだけ
でなく、独特の駅の旅情も楽しめることも鉄道で旅する醍醐味のひとつで
す。郷愁のポルトガルを是非お訪ねください。

ツアープランナーより

■ リスボン：チボリ アヴェニーダ リベルダーデ リスボア ★★★★★
リーディングホテルに加盟する、リスボンを代表する高級ホテルのひとつ。リベルダー
デ大通り沿いに建ち、市内散策にも便利です。

■ ポルト：ペスターナ ポルト - シティ センター＆ヘリテージ ★★★★★
ポルトの中心部、ドン・ジョアン広場近くに建つ新しい高級ホテル。美しいアズレージョ
で知られるサン・ベント駅までも徒歩５分ほどです。

リスボンでは市の中心部、リベルダー
デ大通り沿いの好立地ホテルを4泊確
保。多くの店が立ち並ぶ通りの散策
や下町エリアの散歩も楽しめる場所で
す。ここを拠点に、郷愁の町並みと大
航海時代の面影を訪ねます。テージョ
川沿いを西に進んだベレン地区には大
航海時代の面影が残る場所です。ジェ
ロニモス修道院などにご案内します。 
リスボンで最も古い地区の一つ、アル
ファマには、レトロな市電28番に乗車
して訪問。まるで迷路のような狭い道
の散策や、生活感あふれる町並みは「こ
れぞポルトガル」という風情。敢えてノ
スタルジックな市電を利用し、石畳の
道をゴトゴトとのんびり走ることでポル
トガルならではの旅情をお楽しみいた
だきます。

大航海時代の面影と
郷愁の町並みを訪ねて

リスボンから足を伸ばして、
シントラ王宮とエヴォラへ
リスボンからの小旅行は2か所へご
案内。赤茶けた大地と一面のコルク
林が広がるアレンテージョ地方では
城壁の町、世界遺産エヴォラへ。こ
こではローマ時代からの歴史を今に
伝える神殿や、町並みの散策へご
案内します。一方の世界遺産の町シ
ントラは標高も高く、緑豊かな王侯
貴族の避暑地。町の中心に位置す
るムデハル様式のポルトガル王家の
夏の離宮に加え、フェルナンド２世（ノ
イシュヴァンシュタイン城を建てた
ルートヴィヒ2世の従兄弟にあたる

リスボンでは市電を利用して町歩きを楽し
みます

■最少催行人員：8名様（最大14名）　■食事：朝食7回、昼食5回、夕食2回　■添乗員：羽田空港ご出発から
羽田空港ご到着まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：滞在期間＋3か月
■パスポート査証未使用欄：見開き2ページ以上

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H 深夜、羽田空港よりターキッシュエアラインズにてイスタンブー
ルへ。 � （機中泊）ssk

2

イスタンブール05：15着
イスタンブール07：25発H
リスボン10：20着

イスタンブール着後、航空機を乗り換え、リスボンへ。
リスボン着後、市内観光。フィゲイラ広場からトラム(15番)に乗
車し、テージョ河畔を西へ。ベレン地区にて●ジェロニモス修道
院や〇発見のモニュメントへご案内。
� 【4連泊】（リスボン泊）khy

3

リスボン（エヴォラ）【鉄道での小旅行】
城壁に囲まれたアレンテージョ地方の古都エヴォラへ(約1時間30
分)。●カテドラル、〇ディアナ神殿、●ロイオス修道院などへ
ご案内。
夕刻、再び鉄道にてリスボンへ戻ります。
� （リスボン泊）ahs

4

リスボン（シントラ） 【鉄道での小旅行】風光明媚な王家の避暑地シントラへ（約40分）。
様々な時代様式の融合した不思議な●ペーナ宮殿や●王宮などへ
ご案内。
夕刻、再び鉄道にてリスボンへ戻ります。 �（リスボン泊）ahs

5

リスボン
(アルファマ地区)

レトロな市電28番に乗り、アルファマ地区へ。リスボンで最も古
い街並みで、迷路のような路地や白壁の家々のぶらぶら散歩へご
案内します。
午後、自由行動。 � （リスボン泊）ass

6
リスボン10：09発D
ポルト12：58着

高速鉄道アルファ・ペンドゥラールにてポルトへ（約3時間）。
ポルト着後、市内観光。●ボルサ宮、●サン・フランシスコ教会
ご案内します。 � 【3連泊】（ポルト泊）ahs

7

ポルト（ピニャオン）【鉄道での小旅行】ドウロ渓谷沿いの美しい段々畑状のブドウ畑な
どお楽しみください。ポルトガルで最も美しい駅のひとつ、ピニャ
オンにも立ち寄ります（約２時間）。昼食はレクアにて。
夕刻、再び鉄道にてポルトへ戻ります。
� （ポルト泊）ahs

8

ポルト（ブラガ） 【鉄道での小旅行】レコンキスタの時代から「祈りの町」として知ら
れるブラガへ（約1時間）。●カテドラルなどへご案内。
その後、列車にてポルトへ戻ります。
午後、自由行動。 � （ポルト泊）asy

9
ポルト16：10発H
イスタンブール22：45着

出発まで自由行動。バスにてポルト空港へ。
ポルトより航空機にてイスタンブール空港へ。
� （機中泊）ask

10 イスタンブール02：20発H
羽田空港19：20着

イスタンブール着後、航空機を乗換え、帰国の途へ。
夜、羽田空港に到着。着後、解散。 � kss

※星の数はポルトガル政府の基準に基づきます。

エヴォラの大聖堂

血筋です）によって、イスラム、ゴシッ
ク、ルネサンス、マヌエルなど各様
式を融合させた独特の建築様式で
知られるペーナ宮殿も訪れます。自
然環境や町並みなど全く趣の異なる
町の見学をお楽しみください。

ポルトに３連泊。ドウロ渓谷上流域と
レコンキスタ時代に触れる
ポルトガル創成期の歴史は、レコン
キスタの歴史。北部に行くほど歴史
は古く、無骨な中世風の山城や歴
史ある町並みが増えます。中心都
市ポルトとその周辺にはエンリケ航
海王子の足跡など、海洋国家へ道
を進む前の時代の息吹が感じられま
す。ポルト滞在中、「祈りの町」とし
て知られるブラガへの鉄道小旅行に
加え、世界遺産にも登録されるドウ

ロ渓谷の上流域へもご案内。ドウロ
河畔には段々畑に植えられたブドウ
畑がどこまでも続き、まれに中世以
来の地主の豪邸が点在する場所で
す。ここを走る鉄道路線はそもそも
1878年にワインの出荷を目的に建
設された路線で、畑や川沿いギリギ
リを走り、ポルトガルでも特に風光
明媚な路線として知られます。

世界遺産にも登録される風光明媚なドウロ川上流域

裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

懐かしさを感じさせる食事
とお菓子も楽しみです
お食事はオリーブオイルやニンニク
の使用は控えめで、派手さは無い
ものの、新鮮な食材の良さを生かし
た素朴な味付けは日本人の口にもよ
く合います。国土の自然環境や歴
史文化を反映してか、郷土料理には
シーフードも多く、特に様々な料理
で使われる塩漬けの干しダラ「バカ
リャウ」が有名です。各地の特徴あ
るワインと共にぜひ、お召し上がり
ください。 また、ポルトガル各地で
作られるお菓子も絶妙です。甘すぎ
ず、大きすぎず、しかしながら濃厚
なカスタードが病みつきになるエッ
グタルトをはじめ、シントラのチー
ズタルト「ケイジャーダ」、カステラ ポルトガルを代表する銘菓のひとつ、パス

ティス・デ・ナッタ

リスボン（4泊）

ポルトガル

スペイン

ポルト（3泊）

エヴォラ

ブラガ

ピニャオン

シントラ

H

H

D

肉食が多いヨーロッパにあって、シーフー
ドが発達しているポルトガル。日本人の口
に合うと評判です

様々な時代様式の建築が不思議と調
和をしているシントラのペーナ宮殿

の原型「パン・デ・ロウ」など南蛮貿易
以来の日本とのつながりを感じさせ
てくれます。

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

ご宿泊ホテル
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利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ� ツアーコード：EU111T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・10日間】
8月22日（月）
9月12日（月） , 9月28日（水）

エコノミークラス利用

¥568,000
ビジネスクラス利用

￥928,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥130,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【羽田〜イスタンブール〜リスボン間／ポルト〜イスタンブール〜羽田間】）
燃油サーチャージ別途目安：￥75,000：6月1日付

地方発着追加料金 大阪・名古屋〜東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌〜東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

ここにご注目。旅のポイント

❶ レトロな市電で郷愁の町並みと大航海時代の面影を訪ねる。
❷ リスボンに４連泊中、王族の避暑地シントラやエヴォラも訪問。
❸ ポルトに３連泊。ドウロ渓谷上流域とレコンキスタ時代に触れる。




