
日本航空 直行便
プレミアムエコノミークラス

ビジネスクラスで世界へ
日本航空で世界へ。その和の心溢れるおもてなしは、世界でトップクラスの評価を誇ります。

このたびは日本航空のビジネスクラス、そしてプレミアムエコノミークラスを利用する旅をご用意しました。
もちろん、各コースとも上級クラスの旅にふさわしい内容として、旅程は慌ただしくならないように、

そして、ホテルやレストランの選択にも配慮し、上質な旅をお楽しみいただけるよう工夫を凝らしています。
お席に限りがございますので、どうぞお早めのご予約をお願いいたします。

日本航空ビジネスクラス
寝心地にこだわったフルフラットシート。全席通路アクセスと個室感の高いプライベート空間。
ゆとりある上質の機内でおくつろぎください。

JALサクララウンジ　ビジネスクラス、そしてプレミアムエコノミークラスのお客様も、羽田/成田空港に設け
られている「サクララウンジ」をご利用いただけます。出発前のひととき、上質で贅沢な憩いの時間をお過ごしく
ださい。 ※サクララウンジは一部の曜日・時間帯に限って一時営業を停止しております。詳しくはJALWEBサイトをご確認ください。

日本航空
プレミアムエコノミークラス
機能性、プライバシー性に配慮したプレミ
アムシート。前席の背もたれが倒れてこな
い構造により、さらにゆとりのある上質な居
住空間を実現しました。
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日本各地よりご参加ください
日本航空にて、各地〜東京（羽田・成田）
の国内線を、片道5,000円でご利用い
ただけます。

羽田　サクララウンジ5階スカイラウンジ 成田　サクララウンジ



心に残る高品質な旅

日本航空上級クラス利用

ヨーロッパの旅
特選5コース

東京発2022・10 ▼12

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7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）

https://www.wastours.jp
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。

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％

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、
レベル3からレベル2へと引き下げられました。さらに5月26日からはレベル2の国の一部はレベル1に変更されました。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ています。

■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）

■フランス入国時 ： 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。（2022年5月1日現在）

■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。３千円～２万円。国や地域によって
異なります。）日本帰着の際、スマートフォンが必携ではなくなりました。MYSOSや
COCOAのアプリケーションをダウンロードすることで日本帰国時の手続きの一部を
簡略化出来ますが、上記手続きをせずに帰国しても入国時の時間差は現状ほとんど
ありません。ご不安点や疑問点がある場合は最寄りの店舗までお気軽に問い合わせ
ください。

※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。

■ ２つのオペラ座を楽しむ　秋色のサヴォワ・ブルゴーニュとパリの旅【9日間】
■ ２つのオペラ座を楽しむ　ロワールの古城とパリのMOFの世界に浸る旅【9日間】
■ ２つのオペラ座を楽しむ　煌めくアルザスのクリスマスと冬のパリの旅【8日間】
■ モーゼル河畔の美しい町と煌めきのロレーヌ地方の旅【9日間】
■ ミュージアム大国オランダとクリスマスの旅【9日間】

ストラスブールのクリスマス（イメージ）

日本各地より、日本航空にて東京（羽田・成田）までの国内線を 片道 5,000円
でご利用いただけます。

日本航空上級クラス
ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス利用
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1875 年に誕生したパリ・オペラ座。ナポレオン三世により推し進められたパリ大改造の時代に建てられ、今でもオペラ地区のランドマークです

実りの秋を迎えた10月、世界遺産
都市リヨンを拠点に秋景色の美し
いアルプスの山麓と美しい湖が点
在するアヌシー周辺などのサヴォワ
地方、ブルゴーニュ地方を巡りま
す。その後のパリではオペラ・ガル
ニエ、オペラ・バスティーユと2つ
のオペラ劇場でオペラとバレエの
鑑賞とともに、パリの名店や老舗
の味覚巡りを楽しみます。17世紀
に誕生したパリ・オペラ座は、現在
は2つの劇場を本拠地として、バ
レエやオペラ、音楽を上演してい
ます。今回ご覧いただくバレエは
パリ・オペラ座初演『マイヤリング』。
『うたかたの恋』で知られる物語
で、“初演”、“名作”、“オペラ・ガル
ニエでの上演”と三拍子揃った上
演とあって話題の人気作です。バ
スティーユ劇場ではオペラ『サロ
メ』をご観賞いただきます。共に
ドラマティックな物語と壮大なセッ
トが圧巻です。また、パリを訪れ
るうえで外せないのが「グルメ」で
す。今回のツアーでは2022年バ
ゲットコンクール1位に輝いたパン屋
「フレデリック・コミン」や老舗のビ
ストロ、老舗パティスリー巡りにご
案内します。「とっておきの」味覚を
ぜひお楽しみください。

世界遺産都市リヨンや
郊外の町を散策

ここにご注目。旅のポイント

❶ オペラ・ガルニエ、オペラ・バスティーユと2つのオペラ座でバレエとオペ
ラを鑑賞します。

❷ パリのバゲット部門1位のパン屋や老舗ビストロ、パティスリーなどとび
きりの味覚巡りへご案内。

❸ サヴォア地方やブルゴーニュ地方の秋景色ドライブと秋ならではの味覚を
堪能します。

旅の前半は世界遺産の古都リヨンに3
連泊。町のシンボルの大聖堂が建つフ
ルヴィエールの丘から、セーヌ川とロー
ヌ川がゆったりと流れる美しい景色や、
旧市街と郊外の赤茶色のレンガ屋根で
統一された街並みの散策をお楽しみく
ださい。さらに郊外へも足を延ばし、
秋色の景色の中をドライブ。中世の町
並みがかわいらしいアヌシーや、ブルー
ジェ湖畔のオートコンブ修道院などを
ご案内します。

サヴォア家と縁の深いオートコンブ修道院

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。

ツアープランナーより

秋色に包まれるソーヌ川沿いの世界遺産リヨ
ンの町並み

ブルゴーニュ地方では
ワインやトリュフなど
秋の味覚を味わいます

コート・ドールの森でのトリュフ狩りを楽しみます

リヨンからはブルゴーニュへ。ブルゴー
ニュ公国として発展したこの地方では、
ワイン文化のほか、宮廷文化がもたら
す食文化も大いに発展しました。ブル
ゴーニュワインの首都ボーヌでは旧市
街のグルメ散歩にご案内。さらにグラン・
クリュ街道をドライブし、コート・ドール
の森でトリュフ狩り体験もお楽しみいた
だきます。豊かな森で育まれたトリュフ
の芳香は格別。展望台から望むブドウ
畑の景観も秋の味わいに彩を添えてく
れます。

日本航空直行便
上級クラス利用

２
つ
の
オ
ペ
ラ
座
を
楽
し
む

　

秋
色
の
サ
ヴ
ォ
ワ・ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
と
パ
リ
の
旅     

9
日
間

できたてのバゲットに老舗の味わい。
パリのとびきりの味覚を楽しみます

このたびは「とびきりのパリの味」と
して、パリで人気のパン屋、ビストロ、
パティスリーをご案内します。パン屋
「フレデリック・コミン」は2022年パ
リのバゲットコンクールで1位を獲得
した名店。パリパリ、モチモチのバ
ランスが絶妙な、できたてのバゲッ
トを味わってみましょう。「エスカル
ゴ・モントルグイユ」は創業1832年
の老舗のビストロ。名前の通り、エ
スカルゴが美味しいと評判の店で、
ここでは昼食をご用意しました。「ス
トレー」は創業1730年の老舗で、

現存するパリ最古のパティスリーと
言われています。この店で生まれた
とされるお菓子など、パリっ子たち
はもちろん、世界中の甘いもの好
きが訪れる名店です。

■最少催行人員：8名様　■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：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以上必要

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08：30発H
パリ16：45着
17：59発D
リヨン20：00着 

午前、羽田空港より航空機にてパリヘ。
着後、空港ターミナルよりTGVにてリヨンへ。
着後、ホテルへ。
 【3連泊】（リヨン泊）skk

2
リヨン 午前、世界遺産の街リヨンの散策へ。ルネッサンス期の建築家に

よって造られたトラブール巡りへご案内します。その後、ケーブ
ルカーにて●ノートルダム・ド・フルヴィエール聖堂へ。
午後、自由行動。  （リヨン泊）ahy

3

リヨン
（アヌシー、
オートコンブ）

終日、サヴォワ地方の秋景色の中のドライブを楽しみます。
午前、アヌシーの散策へ。運河の中州に建つパレ・ド・リールなど、
愛らしい中世の町並みをお楽しみ下さい。
午後、ブルージェ湖畔のオートコンブ修道院へ。その後、リヨン
に戻ります。  （リヨン泊）ahs

4

リヨンB
ボーヌB
ディジョン

午前、ブルゴーニュワインの中心地ボーヌへ。着後、●オスピス・
ド・ボーヌやボーヌのグルメ散歩にご案内します。
午後、郊外のコート・ドールの森へ。トリュフ狩り体験へご案内し
ます。その後、グランクリュ街道を走り、ディジョンへ。
 （ディジョン泊）ahy

5
ディジョン午後発D
パリ午後着 

午前、ディジョンの町歩きへ。かつてのブルゴーニュ公の大公宮
殿であった●ディジョン美術館を訪れます。
午後、ＴＧＶにてパリヘ。着後、ホテルヘ。
 【3連泊】（パリ泊）asy

6

パリ 本日はパリのグルメ散策にご案内します。朝、2022年のパリの
バゲットコンクールで1位に輝いたパン屋のフレデリック・コミン
へ。出来立てのバゲットを食べてみましょう。その後、MOF（国
家最優秀職人章）のショコラトリーなども訪れます。その後、セー
ヌ川のクルージングや再オープンした1870年創業の百貨店サマ
リテーヌにご案内します。昼食は老舗のビストロ「エスカルゴ・モ
ントルグイユ」にて。
午後、オペラ座・パレ・ガルニエにてバレエ『マイヤーリンク』をご
鑑賞いただきます。（14：30 ～） （パリ泊）ahs

7

パリ 午前、サント・ウスタッシュ聖堂や老舗のパティスリーストレーにご
案内します。
夕刻、少し早めの夕食にご案内します。
夜、オペラ座・バスティーユにてオペラ『サロメ』をご鑑賞いただ
きます。（20：00 ～） （パリ泊）asy

8 パリ19：00発H 出発まで自由行動です。  (機中泊）ask

9 羽田空港15：45着 午後、成田空港に到着。着後、解散。  kss

※日程表の時刻は日本航空、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。

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

利用予定航空会社：日本航空 ツアーコード： ET157T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港・9日間】
10月27日（木）

プレミアムエコノミークラス利用

￥728,000
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￥140,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（日本発着の国際線区間のみの適用）
燃油サーチャージ別途目安：￥94,000：8月1日現在

パリ（3泊）

アヌシー

オートコンブ修道院

ボーヌ
ディジョン（1泊）

リヨン（３泊）

フランス

H

B

H

モネの絵画にも出てくる巴里の胃袋と称されるモ
ントルグイユ通りにある老舗お菓子屋ストレー

■ リヨン ： ボスコロ・ホテル＆スパ・リヨン ★★★★
※シャワーのみの客室となります。

■ ディジョン ： オセアニア・ル・ジュラ・ディジョン ★★★★
※シャワーのみの客室となります。

■ パリ ： ホテル・ウェストミンスター ★★★★
ホテルはオペラ座まで徒歩5分弱という好立地。ヴァンドーム広場のオベリスクも見え
ていてチュイルリー公園までも約10分。途中にショッピングに便利なサントノレ通りが
あり、連泊滞在には適したホテルです。

ご宿泊ホテル

※星の数は、フランス政府の格付け基準に基づきます。

日本各地からのご参加をお待ちしております
日本各地より、日本航空にて東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円
でご利用いただけます。
※羽田～成田空港間のリムジンバス代金はお客様ご負担となります。その他、付帯条件がござ
いますので、詳しくはお問い合わせください。

フランスが誇る芸術の殿堂、オペラ・ガルニエと
バスティーユの2つのオペラ座でバレエ鑑賞
■ガルニエ宮：バレエ『マイヤリング』　

■バスティーユ劇場：オペラ『サロメ』
　　　　　　　　　　作 /リヒャルト・シュトラウス

2 回のチケット付き

パリ・オペラ座の本拠地ガルニ
エ宮は1875年、パリ大改造の
時代に誕生。ネオ・ゴシック建築
の壮麗な建物、優雅な総大理
石の大階段、ガラスと鏡をふん
だんに使ったホワイエはまさに
宮殿の名にふさわしく、モーツァ
ルトなどのオペラ作品を題材と
したシャガールの天井画も必見
です。そして最新設備を備えた

オペラ・バスティーユは、フラ
ンス革命200周年の1989年に
オープン。現在は主に小型オペ
ラや現代舞踊をガルニエ宮で、
大規模なオペラや全幕バレエは
バスティーユ劇場で上演してい
ます。このたびはガルニエ宮で
オペラ『マイヤリング』を、バス
ティーユ劇場ではオペラ『サロ
メ』を鑑賞します。

「宮殿」と称される劇場・ガルニエ宮（オペラ・ガルニエ）は、ネオ・ゴシッ
ク建築の傑作とされ、外観もさることながら、その内部も美の殿堂
にふさわしいものです。来場者を迎える大階段は総大理石。開演前
や幕間を過ごすホワイエはセレブリティ達の社交場として設計され、
ガラスと鏡をふんだんに使ったホールは舞踏会場を思わせます。必
見はシャガールが描いた劇場内の天井画。1964年、当時の文化大
臣アンドレ・マルローが依頼したもので、ベートーヴェンやモーツァル
トなど、14人の音楽家に因む絵が描かれています。この華麗な劇
場で上演される『マイヤリング』は『うたかたの恋』をもとにしたバレエ
で、オペラ座初演。華麗な「宮殿」でこそ見たい名作です。

◆ガルニエ宮でオペラ座の初演『マイヤリング』を
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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。

パリのオペラ・ガルニエとオペラ・
バスティーユの2つの劇場でオペ
ラ鑑賞を楽しみながら、フランス
のMOF（国家最優秀職人章）を
受勲した職人の手掛けるチョコレー
ト屋、パティスリー（お菓子屋）、
ビストロなど、こだわりの名店にご
案内します。17世紀に誕生したパ
リ・オペラ座は、現在オペラ・ガル
ニエと近代的なバスティーユ劇場
の2つを本拠地として、バレエや
オペラ、音楽を上演しています。
今回はオペラ・ガルニエでモーツァ
ルトの名作オペラ『フィガロの結
婚』を、バスティーユ劇場ではプッ
チーニ作曲『トスカ』をご覧いただ
きます。またパリではMOFの技が
光る味覚の数 を々堪能。MOFシェ
フのビストロなど、フランスの誇る
文化を存分に味わう贅沢な旅で
す。さらに旅のはじめはロワール
地方やロワールの古城めぐりへ。
シャンボール城に隣接するホテル
「ルレ・シャンボール」に連泊し、
シュノンソー城や藤田嗣治ゆかり
の「メゾン・アトリエ・フジタ」などを
訪れます。新しい視点のパリ巡り
を加えた旅をお楽しみください。

ツアープランナーより

フランス

H

D
B

B

D

H

ロワール川

パリ（4泊）

ル・マン
（１泊）

シャンボール
（2泊）

シュノンソー

ヴィリエ・
ル・バークル

オルレアン

ルレ・シャンボールの敷地の目の前に世界遺産のシャンボール城が

パリのMOF（国家最優秀職人章）の技が光る、
こだわりの名店を巡る
今回の旅ではミシュランの星などとは別に、パリ散策中にMOF（国家最優
秀職人）の称号を与えられたパン屋さん、お菓子屋さん、レストランなどを
訪ね、クロワッサンであったり、チョコレートであったり、お料理であったり
様々なMOFを技、味を訪ねてみることにしました。
ただ単にお店巡りをするのではなく、いわばフランス版人間国宝のMOFの
職人のお店やレストランを訪ね、じっくりと「一流のフランス」に触れていた
だきます。国を挙げ、しっかりと職人の技術の伝承を守り、気軽に最高の
技術を持った職人の味に触れることが出来るのはなんともフランスらしい体
験ではないでしょうか。是非お楽しみください。

パリに3店舗展開する
人気のパティシエ、ロー
ラン・デュシェーヌ氏の
お店も訪ねます。
©Laurent Fau

MOF認定のパン屋
さん、ショコラトリー
などへご案内します

ここにご注目。旅のポイント

❶ オペラ・ガルニエとオペラ・バ
スティーユ、2つのオペラ座で
オペラを鑑賞。

❷ フランスの食文化の真髄を支
える、国家最優秀職人章MOF
受勲の職人の名店へ。

❸ ロワール地方では、名城シャン
ボール城に隣接するルレ・シャ
ンボールに宿泊。

日本航空直行便
上級クラス利用
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■最少催行人員：8名様　■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か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以
上必要

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08：30発H
パリ16：45着
18：47発D
ル・マン20：31着  

午前、羽田空港より日本航空プレミアムエコノミークラスにてパ
リヘ。
着後、空港ターミナルよりTGVにてル・マンへ。着後、ホテルへ。
 （ル・マン泊）sks

2

ル・マン11：30発B
シュノンソーB
シャンボール16：30着 

午前、ル・マンの観光。ノルマンディー公国時代の中世の城壁や塔、
木骨組の家並みなど雰囲気たっぷりの旧市街の散策にご案内しま
す。ゴシックの荘厳な●サン・ジュリアン大聖堂もご覧いただきま
す。
午後、水の城●シュノンソー城へ。ご宿泊は、シャンボール城の
隣に位置するルレ・シャンボールです。
 【2連泊】（シャンボール：ルレ・シャンボール泊）ahy

3

シャンボール 朝はゆっくりとお過ごしください。そして、●シャンボール城の庭
園の散策をお楽しみください。
午前、●シャンボール城を見学。
午後、庭園の散策などシャンボールでゆっくりとお過ごしください。
 （シャンボール：ルレ・シャンボール泊）ahy

4

シャンボール09：00発B
オルレアンB
ヴィリエ・ル・バークルB
パリ15：30着

午前シャンボールを出発。午後、オルレアンへ。散策及び昼食です。
その後、ヴィリエ・ル・バークルにある藤田嗣治の最後の住居兼ア
トリエである「メゾン・アトリエ・フジタ」へ。壁にはランスのフジ
タの礼拝堂に描かれたフレスコ画の習作が描かれています。その
後、パリへ。MOF（国家最優秀職人章）受勲の職人のパティスリー
を訪ねます。（注） 【4連泊】（パリ泊）ahs

5

パリ 本日はパリの散策にご案内いたします。
午前、紅葉の美しいルクセンブール公園や○サンシュルピス教会、
フランス革命前からのパッサージュの雰囲気残るクール・デュ・コメ
ルス・サンタンドレ小路の散策。その後、MOFのショコラティエ
を訪ねます。昼食はMOFシェフのエリック・トロションの味が楽し
めるビストロノミー・レストランにて。
午後、自由行動。夜、バスティーユのオペラ座にてオペラ「トスカ」
をご鑑賞いただきます。  （パリ泊）ahs

6
パリ 本日は自由行動です。パリ・ミュージアムパス（48時間）をお配り

致しますので、パリの美術館や博物館などをお楽しみ下さい。
夜、オペラ座・パレ・ガルニエにてオペラ「フィガロの結婚」をご鑑
賞いただきます。  （パリ泊）ass

7 パリ 本日は自由行動です。パリ・ミュージアムパス（48時間）を利用し、
お楽しみください。  （パリ泊）asy

8 パリ19：00発H 出発まで自由行動です。夜、日本航空プレミアムエコノミークラ
スにて帰国の途へ。  (機中泊）ask

9 羽田空港15：45着 午後、羽田に到着。解散。  kss

※日程表の時刻は日本航空、羽田空港発着を想定したものです。
（注）ほかの日にご案内する場合もございます。

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

利用予定航空会社：日本航空 ツアーコード： ET154T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港・9日間】
11月17日（木）

プレミアムエコノミークラス利用

￥638,000
ビジネスクラス利用

￥838,000
（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：（日本発着の国際線区間のみの適用）
燃油サーチャージ別途目安：￥94,000：8月1日現在

■ ル・マン ： オテル・コンコルディア・ルマン・サントル・ガール ★★★★
■ シャンボール ： ルレ・シャンボール ★★★★
■ パリ ： ホテル・ウェストミンスター ★★★★
ホテルはオペラ座まで徒歩5分弱という好立地。ヴァンドーム広場のオベリスクも見え
ていてチュイルリー公園までも約10分。途中にショッピングに便利なサントノレ通りが
あり、連泊滞在には適したホテルです。

ご宿泊ホテル

※星の数は、フランス政府の格付け基準に基づきます。
※パリ以外のホテルはシャワーのみの客室となります。

「メゾン・アトリエ・フジタ」で藤田の世界を垣間見る
牧歌的な風景や自然が残るパリ近
郊のイル・ド・フランス地方は、この
地を愛した多くの芸術家が居を構
え、創作活動を行いました。藤田嗣
治（レオナール・フジタ）もその一人
で、喧噪から離れて創作活動をする
ため、1960年にヴィリエ・ル・バーク
ル村の農家だった建物を購入しまし
た。ここは「メゾン・アトリエ・フジタ」

とよばれ、藤田が1年近くを費やし
自分好みに改造した家の装飾、家具
などに藤田の世界が凝縮されている
のが見て取れます。君代夫人と暮ら
していた時のままに家具や生活用品
が並ぶほか、2階のアトリエの壁に
はランスのフジタの礼拝堂のフレス
コ画を描くための習作が壁一面に残
されており、圧巻です。

ロワールの古城を訪れ、
世界遺産のシャンボール城の高級ホテルに泊まる
旅の始まりはパリからロワール地方のル・マンへ。荘厳なゴシック教会、サン・
ジュリアン大聖堂をご案内したのち、ロワール河の古城を巡ります。水の城
といわれるシュノンソー城をご覧いただき、シャンボール城に隣接するホテル
「ルレ・シャンボール」に連泊。朝夕にシャンボール城の庭園などをゆっくり訪
ねていただき、秋色に染まる古城の風景をお楽しみいただきます。

シャンボール城

藤田嗣治が晩年暮らし、創作活動を行った農家を改装したアトリエ。今でも藤田が愛用し
た美術道具が残ります

日本各地からのご参加をお待ちしております
日本各地より、日本航空にて東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円
でご利用いただけます。
※羽田～成田空港間のリムジンバス代金はお客様ご負担となります。その他、付帯条件がござ
いますので、詳しくはお問い合わせください。

フランスが誇る芸術の殿堂、オペラ・ガルニエと
バスティーユの2つのオペラ座でバレエ鑑賞
■ガルニエ宮：オペラ『フィガロの結婚』　作 / モーツァルト
■バスティーユ劇場：オペラ『トスカ』　作 /プッチーニ

2 回のチケット付き

パリ・オペラ座の本拠地ガルニ
エ宮は1875年、パリ大改造の
時代に誕生。ネオ・ゴシック建築
の壮麗な建物、優雅な総大理石
の大階段、ガラスと鏡をふんだ
んに使ったホワイエはまさに宮
殿の名にふさわしく、モーツァル
トなどのオペラ作品を題材とし
たシャガールの天井画も必見で
す。そして最新設備を備えたオ
ペラ・バスティーユは、フランス
革命200周年の1989年にオー
プン。現在は主に小型オペラや
現代舞踊をガルニエ宮で、大

規模なオペラや全幕バレエはバ
スティーユ劇場で上演していま
す。このたびはガルニエ宮でオ
ペラ『フィガロの結婚』を、バス
ティーユ劇場ではプッチーニの
オペラ『トスカ』を鑑賞します。

フランス革命の象徴の地バスティーユ
に建てられたオペラ座。近代的外観が
印象的です
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毎年この時期には、ストラスブールのクレベール広場に大きなクリスマスツリーが設置されます
（イメージ）

焼失の悲劇を乗り越え、パリ・ノートルダム大聖堂前ではクリスマスマーケットが開かれます（イメージ）　©Cédric Helsy-Paris Tourist Offi  ce 

観劇シーズンの12月、フランスが
世界に誇るパリ・オペラ座のバレエ
を、オペラ・ガルニエとバスティー
ユ劇場の2つの劇場で楽しみなが
ら、クリスマスシーズンならではの
見どころをご案内します。パリ・オ
ペラ座は17世紀、太陽王ルイ14
世により設立された世界最古のバ
レエ団。現在は2つの劇場をとも
に本拠地として、古典バレエや現
代舞踊、オペラなどを上演してい
ます。今回ご覧いただく古典の名
作『白鳥の湖』はパリ・オペラ座で
活躍した名ダンサー、ルドルフ・ヌ
レエフ振付によるオペラ座ならで
はの作品です。 また、この季節
はパリの街中がイルミネーションで
輝く季節。テュイルリー庭園で開
かれるクリスマスマーケットの訪問
や、2021年に新装開店した老舗
デパート「サマリテーヌ」など、コ
ロナ禍を経て誕生した見どころも
加えました。ツアー前半は、フラ
ンスのクリスマス文化の中心地・ア
ルザス地方からスタートし、この
国最古かつ最大のストラスブール
のクリスマスマーケットをお楽しみ
いただきます。歴史と伝統に彩ら
れた煌めきの旅です。 

アルザスでフランス最大の
クリスマス市を

ここにご注目。旅のポイント

❶ ガルニエ宮とバスティーユ、2
つのオペラ座でバレエ鑑賞。

❷ パリではテュイルリー庭園のク
リスマスマーケットなど新名所へ。

❸ フランスのクリスマス文化の
中心地アルザス地方へもご案
内。

フランスのクリスマス文化の中心地、
アルザス地方。11世紀、この地方で
クリスマスツリーが初めて飾られたとさ
れ、ヨーロッパのクリスマスを語るうえ
では欠かせない地です。ツアーではア
ルザスの主都、ストラスブールでフラ
ンス最古にして最大のクリスマスマー
ケットへ。この街に2連泊し、大聖堂前
広場、歴史的な建物が並ぶプティット・
フランス地区のマーケットを巡ります。

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。

ツアープランナーより 近郊の小さな町
コルマールへも
アルザス地方ではストラスブールの近
郊の町、コルマールへも足を延ばし、
木骨組みのかわいらしい町並みが並ぶ
プティット・ヴェニス地区を散策。ウン
ターリンデン美術館では必見の名作、
グリューネヴァルトが描いた「イーゼン
ハイムの祭壇画」をご覧いただきます。

コルマールのクリスマスマーケット（イメージ）
©Offi  ce de Tourisme de Colmar

日本航空直行便
上級クラス利用
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クリスマスイルミネーション輝くパリ
新スポットへもご案内します

フランスが誇る芸術の殿堂、オペラ・ガルニエと
バスティーユの2つのオペラ座でバレエ鑑賞

パリのクリスマスシーズンは市民も
待ちこがれる冬の風物詩。シャンゼ
リゼ大通りの有名なライトアップや
デパートやブティックのクリスマス
ディスプレイなどはこの季節がもっ
とも華やぎます。ツアーではノート
ルダム大聖堂前や、新たなスポット、
テュイルリー庭園のクリスマスマー
ケットなどをご案内。屋台に並ぶク
リスマスグッズなど、眺めているだ
けでもワクワクする散策をお楽しみ
いただきます。市内観光では2021
年にリニューアルオープンした老舗

パリ・オペラ座は350年余の歴
史を誇る、世界最古のバレエ団。
本拠地の一つ、オペラ・ガルニ
エは19世紀のパリ大改造の折、
街の新たなランドマークとして
誕生します。宮殿の舞踏会場
のようなホワイエ、総大理石の
大階段、シャガールの天井画な
ど、豪華絢爛な内装は舞台芸術
の殿堂にふさわしいもの。しか
し近年舞台設備の大型化などで
ガルニエ宮は手狭になり、フラ
ンス革命200周年の1989年、
約3000人を収容できる最新設
備を有するバスティーユ劇場が

オープンしました。現在はこの
2つの劇場を拠点に、主に小規
模オペラや現代舞踊をオペラ・
ガルニエで、大規模オペラや全
幕バレエをバスティーユ劇場で
上演しています。このたびはバ
スティーユ劇場でルドルフ・ヌレ
エフ振付『白鳥の湖』を、オペラ・
ガルニエではドイツの名舞踏家
ピナ・バウシュの現代舞踊『コン
タクトホーフ』をご覧いただきま
す。ダンスホールを舞台に、す
れ違う男女の記憶や人生の断片
が次々と繰り広げられる作品で
す。

■最少催行人員：10名様　■食事：朝食6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：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以上必要

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08：30発H
パリ16：45着
パリ17：28発D
ストラスブール19：34着  

午前、羽田空港より日本航空直行便・プレミアムエコノミークラス
にてパリヘ。
着後、空港ターミナルよりTGVにてストラスブールへ。
着後、ホテルへ。  【2連泊】（ストラスブール泊）sks

2
ストラスブール 終日、ストラスブールの散策。大聖堂やプティット・フランス地区、

歴史あるクリスマス・マーケットをお楽しみ下さい。
 （ストラスブール泊）ahy

3

ストラスブール08：30発B
コルマール14：01発D
パリ16：35着 

午前、バスにてコルマールへ。●ウンターリンデン美術館や戦禍
を免れた木骨組の家々が立ち並ぶプティット・ベニス地区のクリス
マス・マーケットをお楽しみ下さい。
午後、コルマール駅へ。TGVにてパリヘ。
着後、ホテルヘ。  【4連泊】（パリ泊）ahs

4

パリ 午前、少しゆっくりの出発でクリスマスの雰囲気のパリの散策へ。
昨年新しくオープンした1870年創業の百貨店サマリテーヌやス
テンドグラスの美しいサント・シャペルなどにご案内します。
午後、ノートルダム大聖堂前のクリスマス・マーケットを散策後、
シテ島より、セーヌ川クルーズにご案内いたします。船からのク
リスマスの雰囲気をお楽しみください。下船後、テュイルリー庭
園で開かれるクリスマス・マーケットへご案内いたします。また、
MOFのショコラトリーも訪れます。
夜、オペラ座・パレ・ガルニエにてコンテンポラリーバレエ作品の
「コンタクトホーフ」をご鑑賞いただきます。  （パリ泊）ahl

5
パリ 本日は自由行動です。パリ・ミュージアムパス（48時間）をお配り

致しますので、パリの美術館や博物館などをお楽しみ下さい。
夜、バスティーユのオペラ座にてルドルフ・ヌレエフ振付の「白鳥
の湖」をご鑑賞いただきます。  （パリ泊）asl

6
パリ 本日は自由行動です。パリ・ミュージアムパスを利用し、お楽しみ

下さい。最後の夕食は新鮮なシーフード・プラッターをご用意しま
した。  （パリ泊）ahy

7
パリ19：00発H 出発まで自由行動です。

午後、バスにて空港へ。
夜、日本航空直行便・プレミアムエコノミークラスにて羽田空港
へ。  （機中泊）ask

8 羽田空港15：45着 午後、羽田空港に到着。着後、解散。  kss

※日程表の時刻は日本航空、羽田空港発着を想定したものです。
※出発日によって観光の順序や観劇の日が変わります。予めお含みおきください。

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

利用予定航空会社：日本航空 ツアーコード： ET155T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港・8日間】
12月20日（火）

プレミアムエコノミークラス利用

￥628,000
ビジネスクラス利用

￥828,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥110,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【羽田～パリ間往復】）
燃油サーチャージ別途目安：￥94,000：8月1日現在

パリ（4泊）
コルマール
（コルマールよりＴＧＶでパリへ）

ストラスブール（2泊）

フランス

H
D

B

H

ステンドグラスが美しいサントシャペル 

■ ストラスブール ： メゾン・ルージュ ★★★★★
ストラスブールの中心部に位置するホテルで、町中の散策にもとても便利です。近年、
改装を終え5つ星ホテルとして生まれ変わりました。

■ パリ ： ホテル・ウェストミンスター ★★★★
ホテルはオペラ座まで徒歩5分弱という好立地。ヴァンドーム広場のオベリスクも見え
ていてチュイルリー公園までも約10分。途中にショッピングに便利なサントノレ通りが
あり、連泊滞在には適したホテルです。

ご宿泊ホテル

※星の数は、フランス政府の格付け基準に基づきます。

ソ連の天才ダンサー、ルドルフ・ヌレエフは1961年、ガルニエ宮で行わ
れたキーロフバレエ（現マリインスキーバレエ）の公演後にパリへ亡命し
ます。その当時、ガルニエ宮のシャガールの天井画はまだありませんで
したが、華麗な客席は当時の
まま。そこにひしめく観客を
魅了したヌレエフは、のちにオ
ペラ座の芸術監督に就任。後
進を育てながら、このたびご
覧いただく『白鳥の湖』など、
パリ・オペラ座のための作品を
振り付けました。 

◆ガルニエ宮に足跡を残したヌレエフ 

日本各地からのご参加をお待ちしております
日本各地より、日本航空にて東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円
でご利用いただけます。
※羽田～成田空港間のリムジンバス代金はお客様ご負担となります。その他、付帯条件がござ
いますので、詳しくはお問い合わせください。

荘厳なガルニエ宮の装飾とシャガールの天井
画は必見です

百貨店「サマリテーヌ」をご覧いただ
くほか、美しいステンドグラスで有
名なサントシャペルへも。コロナ禍
をはさみ、変わらぬパリ、新たに生
まれたパリなど、様々な顔をご覧く
ださい。

■ガルニエ宮：バレエ『コンタクトホーフ』  振付 /ピナ・バウシュ
■バスティーユ劇場：バレエ『白鳥の湖』  振付 / ルドルフ・ヌレエフ

2 回のチケット付き



7 8

古都トリアーもクリスマスの雰囲気に包まれます

スイスとフランスの国境を源流とし、コブレンツでライン川に合流するまで
ゆったりと流れるモーゼル川。旅の前半は「母なるモーゼル」とも称される
この川沿いの美しい自然景観や、コッヘムやベルンカステル・クース、或
いはトリアーといった美しい街や村を訪ねます。旅の後半はフランスのモー
ゼル河畔の美しい街メッスへ。美しいイルミネーションから「光の町」とも
称される、この町を拠点にバカラ、サンルイ、ラリックなどフランスを代表
するガラス芸術の数 を々訪ねます。いずれも小さな村から世界的なブラン
ドにまで発展しておりますが、その原点の地で芸術作品を訪ねることで特
別な感慨を抱くことでしょう。アルザス、ロレーヌ地方の美しい街や村と
共にお楽しみください。

「光の街」メッスで
イルミネーションに酔いしれる

モーゼル河畔の美しい街や村を訪ねる

メッスのサンテティエンヌ大聖堂

ここにご注目。旅のポイント

❶ ドイツでも屈指の美しい自然景観と街や村が点在するモーゼル河畔を旅
する。

❷ ロレーヌ地方の中心地イルミネーション輝く「光の町」メッスを満喫。
❸ バカラ、サンルイ、ラリックなどフランスを代表するがガラス芸術の粋
を原点の地で訪ねる。

フランスとドイツとの国境沿いにある
多くの街同様、かつてはドイツ領であっ
た歴史を持つメッス。ドイツ皇帝ヴィ
ルヘルム2世によって建てられた「フラ
ンスの最も美しい駅」として知られるネ
オロマネスク建築のメッス駅や、フラ
ンドル、フランス、ドイツの様々な建
築様式が混在しているメインストリート
などへご案内します。この時期に開催
されるクリスマスマーケットは５つの広
場で開催されている大規模なもので、
これまで「ヨーロッパのベストクリスマ
スマーケット」ランキングでもトップ１０
入りする程の人気を誇ります。シャガー
ルのステンドグラスで知られる、サン
テティエンヌ大聖堂の見学と共にお楽
しみください。

シャガールのステンドグラスも見どころです

古代から交通の要、そして自然の要害
であったモーゼル川。河畔の街や村は
ドイツならではの木骨組みの家々が旧
市街に建ち並び、河畔の風景と共に美
しさに花を添えてくれます。ベルンカ
ステル・クースやコッヘムなど珠玉の村
巡りをお楽しみください。訪ねる機会
の少ないトリアーも必見。ドイツの国
土の多くは古代世界においてゲルマン
人の土地であったこともあり、国内に
ローマ遺跡はあまりありません。モー
ゼル河畔の古都トリアーはそんなドイ
ツにあって珍しくローマ時代の遺構が
数多く残る街です。必見は、ローマ時

代の威容を今に伝える、世界遺産の塔
門ポルタ・ニグラ。ドイツでも屈指の
古い街並みなどお楽しみください。

木骨組みの家々が可愛らしいコッヘムの旧市街 
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日本航空
上級クラス利用

ツアープランナーより

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

※リューデスハイム、メッスはシャワーのみの客室となります。
※星の数はドイツ・ホテル・レストラン協会、及びフランス観光省の基準に基づきます。

■ リューデスハイム ： ホテル・トラウベ ★★★★
■ トリアー ： ベストウェスタン・トリア・シティ ★★★★
■ メッス ： ホテル・ラ・シタデル ★★★★
■ ナンシー ： メルキュール・ナンシー・センター・スタニスラス ★★★★
■ ストラスブール ： メゾン・ルージュ ★★★★★
ストラスブールの中心部に位置するホテルで、町中の散策にもとても便利です。近
年、改装を終え、５つ星ホテルとして生まれ変わりました。 ■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食4回、夕食5回　■添乗員：成田空港ご出発から成田空港ご到着まで

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：2ページ以上必要

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
成田空港09：15発H
フランクフルト17：50着B
リューデスハイム 

成田空港より日本航空直行便・上級クラスにてフランクフルトへ。
着後、ライン河畔のリューデスハイムのホテルへ。
 （リューデスハイム泊）skk

2
リューデスハイム09：00発B
コッヘムB
ベルンカステル・クースB
トリアー 16：30着 

午前、モーゼル渓谷の奥に佇むコッヘムの見学。
午後、中世の美しい町ベルンカステル・クースへ。その後、ドイ
ツ最古の町、トリアーへ。
 （トリアー泊）ahy

3

トリアー 13：00発B
メッス14：30着 

午前、トリアーの旧市街観光へ。○ポルタ・ニグラ、●大聖堂など。
その後、「光の街」メッスへ。
午後、建築家の坂茂氏設計のポンピドゥーセンター別館を見学。
その後、フランス最古のオペラ座の○メッス歌劇場（外観）にご案
内します。  【2連泊】（メッス泊）ahy

4

メッス 午前、クリスタル製造の中心として知られる、アルザス北部の森へ。
18世紀にルイ15世の命を受け、王立のガラス製造所としてスター
トし現在はエルメスの傘下の●サンルイの工房へ。その後、ナン
シーを中心にガラス工芸作家として活躍したルネ・ラリックの●ラ
リック美術館を訪ねます。
午後、メッスに戻ります。夕刻、クリスマス・イルミネーションの
美しい旧市街の散策へ。  （メッス泊）asy

5

メッス09：00発B
ナンシー 14：00着 

午前、メッスの観光。シャガールのステンドグラスで有名な、●
サンテティエンヌ大聖堂、ジャン・コクトーのステンドグラスが残る
●サン・マクシマン教会へ。
午後、アールヌーヴォーの町ナンシーへ。再オープンしたアール
ヌーヴォーの邸宅博物館●ヴィラ・マジョレル、●ナンシー派美術
館へご案内します。  （ナンシー泊）ahs

6

ナンシー 09：00発B
バカラB
ストラスブール17：30着 

午前、○スタニスラス広場周辺の散策へ。その後、クリスタルで
知られるバカラ村へ。着後、バカラ本店の見学。その後、第二
次世界大戦後の1953年に再建された●サンレミ・ド・バカラ教会
へ。壁を埋め尽くすステンドグラスは全てバカラのクリスタルで
す。その後、フランスの美しい村エギスハイムに立ち寄り、アル
ザスワイン街道を通り、ストラスブールへ。
 【2連泊】（ストラスブール泊）ahy

7
ストラスブール 終日、ストラスブールの散策。●大聖堂やプティット・フランス地

区、フランスの中でも最古といわれる歴史あるクリスマス・マー
ケットをお楽しみ下さい。  （ストラスブール泊）asy

8
ストラスブールB
フランクフルト19：40発H

出発まで自由行動。午後、フランクフルトへ。
夜、日本航空直行便・上級クラスにて帰国の途へ。
 (機中泊）ask

9 成田空港16：10着 夕刻、成田空港に到着。着後、解散。  kss

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

利用予定航空会社：日本航空 ツアーコード：ET156T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港・9日間】
11月30日（水） , 12月7日（水） , 14日（水）

プレミアムエコノミークラス利用

￥598,000
ビジネスクラス利用

￥798,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥100,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【成田～フランクフルト間往復】）
燃油サーチャージ別途目安：￥94,000：8月1日現在

ストラスブール（2泊）

ナンシー（1泊）

トリアー（1泊）

メッス（2泊）

リューデスハイム（1泊）

モーゼル川 ラ
イ
ン
川

バカラ

コッヘム

ベルンカステル・クース

ドイツ

フランス
エギスハイム

フランクフルト

H

B

B

B

B

H
ロレーヌのガラス芸術作品とナンシーのアールヌーボー
知名度の高いシャンパーニュとアル
ザス地方に挟まれており、意外に
訪れることが少ないのがロレーヌ地
方です。あまり知られておりません
が、ロレーヌ地方は世界に冠たるガ
ラスの芸術品、バカラ、サンルイ、
そしてラリックが生まれた場所であ
り、実は大変多くの見どころがあり
ます。いずれも小さな村から世界
的ブランドになりましたが、その発
祥の地で触れる芸術作品の数々に
は深い感慨を抱かれることでしょう。
少し南のナンシーでは、ナンシー派

美術館はもちろん、街中に点在する
アールヌーボー建築にもご案内。こ
の地方ならではの様々な芸術に触れ
てください。

アルザスの森の中に佇む、
ガラスの巨匠ルネ・ラリックの美術館
アルザス地方とロレーヌ地方では、
ガラス産業に必要な木材が豊富な
ヴォージュの森が広がることから、
古くからガラス産業が栄え、現在で
もラリックやバカラなどフランスを
代表するガラス製品が造り続けられ
ています。パリでジュエリーデザイ
ナーとして成功したルネ・ラリックは
元々ガラス製造の盛んだったアルザ
ス地方北部のヴィンゲン・シュル・モ
デールに1921年工場を建設し、効
率的にガラス製品を製造しました。
工場では、現在も日々ラリック作品
が造られており、隣接するラリック
美術館には初期のアールヌーヴォー
様式のジュエリー作品や、直線美

が印象的なアール・デコ様式を用い
た初期のガラス工芸、そしてラリッ
クの弟子により引き継がれた作品の
数々が約650点あまり展示されてお
り見事です。ツアーでは美術館を
ゆっくりと鑑賞します。

クリスマスイルミネーション輝くストラスブール
このコースのもう一つの楽しみがス
トラスブールでの滞在です。旧市
街には運河沿いに木骨組の家々が
建ち並び、まるで童話の世界に迷い
込んだような美しい街並みを見せて
くれます。これらの建物は16世紀か
ら17世紀のアルザス地方の典型的
な建築様式で建てられたもので、旧
市街の中心に宿泊して世界遺産に登
録される可愛らしい街の散策をたっ
ぷりとお楽しみいただきます。また、
ストラスブールはフランスで最大の
クリスマスマーケットが開かれる街。
大聖堂の周辺は実に美しいイルミ

ネーションで彩られます。街で一番
大きなクリスマスツリーが立つクレ
ベール広場など様々な場所で開催
されているクリスマスマーケット巡り
もお楽しみください。

日の出の風景の櫛　©Musée Lalique

優美なステンドグラスの展示なども見ごた
えがあります

覗いて歩くだけでも楽しいクリスマスマー
ケット

日本各地からのご参加をお待ちしております
日本各地より、日本航空にて東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円
でご利用いただけます。
※羽田～成田空港間のリムジンバス代金はお客様ご負担となります。その他、付帯条件がござ
いますので、詳しくはお問い合わせください。

全ホテル、クリスマスマーケットまで至近の立地です。
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人々でにぎわうマーストリヒトのクリスマスマーケット(イメージ)

あまり知られていませんが、オランダは九州程の国土に700以上の美術
館がある、美術館密度世界一のミュージアム大国です。冬のオランダは
訪れる観光客の数も減り、美術館見学にぴったりな季節です。レンブラ
ント、フェルメールなど、著名な画家の作品をゆっくりと楽しみ、ご希望
の方はコンセルトヘボウで世界に誇る良質な音楽を聴きながら夜を過ごす
…。とても贅沢な時間が流れて行きます。また、この時期だからこそお楽
しみいただけるイベントが、クリスマスマーケット。ファルケンブルク洞窟
内で催される特徴的なマーケットや、クリスマスを楽しむ人々で賑わうケ
ルンやアムステルダムなども楽しみます。アーヘンやマーストリヒトなど見
所が豊富でありながら訪ねる機会の少ない場所にもご案内します。

個性豊かなクリスマスマーケット、
ファルケンブルクとマーストリヒト

ミュージアム大国オランダを満喫

人々でにぎわうマーストリヒトのクリスマス
マーケット(イメージ)

ここにご注目。旅のポイント

❶ 国内に700以上の美術館がある、“美術館密度世界一位”のを誇る美術館
大国、オランダの美術館をじっくりとご案内。

❷ ファルケンブルクやケルンなど各地の美しいクリスマスマーケットにご案内。
❸ 公共交通機関無料、多くの施設が無料見学可能なアイ・アムステルダム・
シティ・カードをご用意。見所の宝庫、アムステルダムをお楽しみください。

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。

ファルケンブルクをはじめ、オランダ
でも多くの町でクリスマスマーケットは
開催されますが、今回は特徴的なマー
ケットを2つご案内いたします。マース
トリヒトから15キロほど離れた場所に
あるファルケンブルクでは、マール石
を切り出してできた洞窟を使って、洞
窟内でのクリスマスマーケットが行わ
れます。また、国境に近いマーストリ
ヒトではヨーロッパ中から集まる人々
で賑わい、イルミネーションやアトラク
ションが輝く、まるで遊園地のような
クリスマスマーケットにご案内いたしま
す。それぞれの個性をお楽しみくださ
い。

ファルケンブルクは洞窟内にある珍しいマー
ケットです
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世界的な画家を輩出してきたオランダ
訪問の際、有名美術館で絵画をご覧
になったことがある、という方は多い
かと思います。しかし、知名度は低く
とも見逃せない作品を収蔵する美術館
がまだまだ多数あります。今回のコー
スでは、アムステルダム国立美術館な
ど知名度の高い美術館はもちろんの
こと、モネ、ピカソ、モンドリアンな
ど近代絵画で知られるハーグ市立美術
館、ゴッホ美術館、あるいはバンクシー
の作品が展示されるMOCO美術館な
ど様々な美術館へご案内します。冬の

時期に美術館を訪れると、他の季節と
違い観光客も減るために、ゆっくりと
絵画を鑑賞することが出来ます。

アムステルダム国立美術館では、レンブラント
の傑作「夜警」も間近で鑑賞することができます

日本航空
上級クラス利用

ツアープランナーより

知られざる美しい町並み、
オランダ最古の町マーストリヒト 

アーヘン、ケルン。訪れる機会の少ない
ドイツ西部の見どころへ

ヨーロッパを代表するゴシック建築
ケルンの大聖堂

オランダは有名観光地の大半が沿
岸部にあり、また都市間の距離が
近い事もあり、見どころが多い町だ
けをコンパクトに訪ねがちです。そ
のため、どうしても紹介しきれない
町が出てきてしまいます。マースト
リヒトもその一つ。実はここはオラ
ンダ国内では一番古い歴史を持つ
町。ケルト人がマース川の浅瀬に町

ベルギーとオランダとの国境にほど
近い距離にあるアーヘン。フランク
王国のカール大帝が都を置いた町で
あり、歴代の神聖ローマ帝国皇帝が
戴冠式を行った大聖堂は世界遺産に
登録されています。この大聖堂を中
心に、古い石畳やレンガ造りの建物
が並ぶ旧市街は趣があります。カー
ル大帝も好んだといわれるドイツ有
数の温泉保養地として知られ、飲泉

を作ったことに端を発し、ローマ時
代には橋が架けられたことで、この
町は非常に栄えました。現在もオラ
ンダ最古の石橋が残り、マース河
畔の細い路地の町並みから、聖セ
ルファース教会や市庁舎前の広場に
面した整然とした町並みまで、時代
の流れを感じさせる風景が広がりま
す。 

も人気です。一方のケルンはローマ
帝国によって造られたライン河中流
の都市。4 世紀に建設されたケルン
大聖堂が町のシンボルです。完成ま
でに634年を要したという世界最大
級のゴシック建築は、美しい装飾が
施されたファサードと天を衝くかのよ
うな 2 つの尖塔を持ち、荘厳な雰囲
気を醸し出しています。

ご宿泊ホテル

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食4回、夕食4回　■添乗員：成田空港ご出発から成田空港ご到着まで
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：2ページ以上必要

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
成田空港09：15発H
フランクフルト17：50着
20：09発D
ケルン21：05着 

午前、日本航空直行便・上級クラスにてフランクフルトへ。
着後、高速列車ＩＣＥにてケルンへ。着後、ケルン中央駅前に建つ
名門ホテルエクセルシオールへ。
 【2連泊】（ケルン：名門ホテルエクセルシオール泊）skk

2
ケルン 午前、ケルンの市内観光。●大聖堂や付属の●宝物館を見学。

ゴシック教会建築の最高傑作と見事な聖具の数々を見学。
午後、自由行動。ルートヴィヒ美術館などを訪れてみてはいかが
でしょうか。  （ケルン：名門ホテルエクセルシオール泊）ahs

3

ケルン08：00発B
（アーヘン）
（ファルケンブルク）B
マーストリヒト12：30着 

午前、カール大帝の居住地、アーヘンへ。○大聖堂など簡単な
散策にご案内。その後、ファルケンブルクで幻想的な美しさで知
られる「洞窟内クリスマスマーケット」を楽しみ、マーストリヒトへ。
昼食後、オランダ最古の国境の街、マーストリヒトの観光。美し
い広場や●聖セルファース教会、世界一美しい本屋○ブックハン
デル・ドミニカネンなどへご案内。「マジカル・マーストリヒト」として
名高いクリスマス・マーケットの散策もお楽しみください。
 （マーストリヒト泊）ahy

4
マーストリヒト08：30発B
ハーグ12：00着 

午前、専用バスにてハーグへ。昼食後、フランドル絵画の珠玉の
作品で知られる●マウリッツハイス美術館の見学です。フェルメー
ル『真珠の首飾りの少女』、レンブラント『テュルプ博士の解剖学
講義』など名画の数々をご覧下さい。  （ハーグ泊）ahy

5

ハーグ09：30発B
アムステルダム 

午前、●ハーグ市立美術館へ。モネ、ピカソ、モンドリアンなど
近代絵画を見学。その後、アムステルダムへ。着後、●アムス
テルダム国立美術館へ。
夕刻、ホテルへ。ご宿泊はミュージアム地区まで徒歩7分ほど、
抜群の立地を誇る高級ホテル・マリオットです。
 【３連泊】（アムステルダム:マリオット泊）ahy

6

アムステルダム
（ゴッホ美術館）
（MOCO美術館） 

午前、市電にて●ゴッホ美術館への見学をお楽しみ下さい。その
後、バンクシーの作品が展示される●MOCO美術館にもご案内
します。午後、自由行動。夜、幻想的にライトアップされた運河
を巡るクルーズにご案内。
 （アムステルダム:マリオット泊）ass

7

アムステルダム 終日、自由行動。公共交通機関に乗り放題で多くの観光箇所が無
料で入場出来る、便利なアイ・アムステルダム・シティ・カードをお
渡しします。のんびりとお楽しみください。ご希望の方はアムス
テルダム滞在中、コンセルトヘボウのコンサート鑑賞へ実費にて
ご案内いたします。  （アムステルダム:マリオット泊）asy

8
アムステルダム12：38発D
フランクフルト16：17着
19：40発H

出発まで自由行動。午後、高速列車ＩＣＥにてフランクフルトへ。
夜、日本航空直行便・上級クラスにて成田空港へ。
 (機中泊）ask

9 成田空港16：10着 夕刻、成田空港に到着。着後、解散。  kss

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

※マーストリヒト、ハーグはシャワーのみの客室となります。
※星の数は、ドイツホテル・レストラン協会、Nederlandse Hotel Classifi catie の基準に基づ
　きます。

利用予定航空会社：日本航空 ツアーコード： EO024T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港・9日間】
12月2日（金） , 9日（金） , 16日（金）

プレミアムエコノミークラス利用

￥698,000
ビジネスクラス利用

￥898,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥100,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【成田～フランクフルト間往復】）
燃油サーチャージ別途目安：￥94,000：8月1日現在

H

B

B

H

ケルン（2泊）
ファルケンブルク

フランクフルト

アーヘン
マーストリヒト（1泊）

ハーグ（1泊）

オランダ

ドイツ

ベルギー

アムステルダム（2泊）

■ ケルン：エクセルシール・ホテル・エルンスト★★★★★
1863年創業、中央駅の目の前に立つケルンを代表する名門ホテル。真向いには世
界遺産のケルン大聖堂が立ち、散策にも至極便利です。

■ マーストリヒト：クラウン・プラザ ★★★★
■ ハーグ：ホリデイ・イン ★★★★
■ アムステルダム：マリオット ★★★★★
国立美術館などが集まる「ミュージアム広場」まで徒歩７分程。抜群の立地を誇る高
級ホテルです。

マーストリヒトの町並み

アーヘンも大聖堂など見どころの多い町で
す　©Neuwieser

日本各地からのご参加をお待ちしております
日本各地より、日本航空にて東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円
でご利用いただけます。
※羽田～成田空港間のリムジンバス代金はお客様ご負担となります。その他、付帯条件がござ
いますので、詳しくはお問い合わせください。




