
ストラスブール（イメージ）
「スイスとアルザスの美しき町と村」で訪ねます

心に残る高品質な旅

エミレーツ航空でゆく

ヨーロッパの旅
3コース

■ イギリス湖水地方とウェールズの旅【10日間】
■ スイスとアルザスの美しき町と村【9日間】
■ ベルギー・ワロンの里と
　　　　　　　ザンクトガレン滞在の旅【9日間】

関空発2023・6 ▼9

●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追
加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記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）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税等
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又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。 当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。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
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。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●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＝航空機�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
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。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

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による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

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 ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 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

●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、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2023年1月25日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
（旅行開始前）までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

海外旅行「安心」への取り組み 万が一のコロナウィルス罹患に備えて

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

全参加者が3回のワクチン接種済
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。
※PCR検査の必要はありません。事前に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」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」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、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のため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。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
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%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、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席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

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、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。

各地からの参加プラン

前泊のホテルには、関空に直結のホテル日航
関西空港（朝食付き）をご用意しました。

※但し付帯条件がございます。
   詳しくは最寄りの支店・営業所の窓口へお尋ねください。

【名古屋】追加代金：無し
（往復エミレーツ航空無料シャトルバス利用）
　往路：名古屋駅16：00発B関西空港19：20着　
　復路：関西空港20：30発B名古屋駅23：50着

【福井】追加代金：￥25,000
（特急サンダーバード、特急はるか（各自由席）往復+後泊ホテル代）

【広島】追加代金：￥30,000
（新幹線、特急はるか（各自由席））

【福岡】追加代金：￥20,000（往復国内線）
【札幌】追加代金：￥20,000（往復国内線）

成田発ドバイ合流も可能です。
全国よりお気軽にご参加ください。
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コンウィ

エミレーツ航空を利用しドバイからマンチェスターに入り、旅が始まり
ます。これによって、ロンドン・ヒースローでの煩わしい乗り継ぎを回
避することができます。またマンチェスターを起点にすることによって、
湖水地方へも約2時間と訪ねやすく、ロンドンから移動するより快適
にご案内できるのもポイントです。湖水地方には3連泊しますので、
疲れを癒し、湖水地方の自然美を十分にご堪能いただけます。さら
にウェールズ・コンウィとチェスターに連泊するゆとりの日程。英国を
代表するボドナントとダルメイン邸、2つのイングリッシュガーデンへ
ご案内するのも魅力です。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ マンチェスターから始まる、工夫を凝らしたゆとりのある日程でご案
内します。

❷ 湖水地方に3連泊。北
のケズィックまで足を
延ばし英国屈指の自然
美を堪能。「イギリスで
一番美しい庭」と称され
るダルメイン庭園も楽
しみです。

❸ ウェールズ滞在では世界
遺産コンウィに連泊し、
保存鉄道に乗車します。

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。

英国屈指の景勝地
湖水地方は北部まで足を延ばすゆとりの行程
湖水地方は英国を代表する景勝地。
氷河湖と周辺の丘陵地帯が織り成す
風景は、夏の日射しを受けるといっ
そう輝きを増します。通常、湖水地
方はロンドンに近いウィンダミア湖
周辺を訪ねることが多いです。ピー
ター・ラビットの作者ビアトリクス・ポ
ターや、詩人ワーズワースの家を訪
ねながら、ゆったりと美しい景色に
浸るひとときをお過ごしいただきま
す。さらにこのツアーでは行程にゆ
とりがあるため、北のケズィックま
で足を延ばします。700年以上の歴

史を持つ街の中心、マーケットスク
エアを訪ね、湖上に浮かぶ島々が風
景にアクセントを添えるダーウェント
ウォーター湖畔を散策。世界遺産の
自然美をご満喫いただきます。

ヨーロッパ美しき自然と町々

イギリス湖水地方とウェールズの旅 10日間

ダルメイン庭園を訪ねます

ウィンダミア 湖水地方の眺望　英国人に愛される水辺の景色が広がります

ケズィック近郊のキャッスルリッグ・ス
トーンサークル

■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：関西空港ご出発時から関西空港ご到
着時まで同行します。　■パスポート必要残存有効期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：見開き
2ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

花盛りのイングリッシュガーデンをめぐります

※チェスター以外のホテルはシャワーのみの客室となります。
※ホテルの星の数は、イギリス自動車協会、および英国政府観光庁の基準に基づきます。記載
のないホテルは登録未申請です。

■ 湖水地方ウィンダミア ： ロウ・ウッド・ベイ　リゾート＆スパ ★★★★
■ コンウィ ： クウェイ・ホテル＆スパ ★★★★
■ チェスター ： レオナルド・ホテル ★★★★

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：エミレーツ航空 ツアーコード：EB024Q
集合・日数・出発日 旅行代金

【関西空港集合・10日間】
6月18日（日） , 7月23日（日）
8月6日（日） , 9月3日（日）発

エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

¥998,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥105,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本～ドバイ～マンチェスター間往復
燃油サーチャージ別途目安：￥94,000：1月1日現在

H

D

B

B

スノードニア
国立公園

カナーヴォン

スランディドノ

ウィンダミア（3泊）

イギリス
ウェールズ

チェスター（2泊）

　

スノードン
登山鉄道

コンウィ（2泊） マンチェスター リバプール

H

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 関西空港23：45発H 夜、関西空港よりエミレーツ航空にてドバイへ。
 （機中泊）ssk

2

ドバイ04：50着
07：30発H
マンチェスター 12：10着B
リバプールB
ウィンダミア17：30着 

着後、航空機を乗り換えマンチェスターへ。着後、リバプールへ。
着後、町の観光。リバプール中央駅とライム・ストリート駅の間を
散策し、往時の繁栄を今に伝える街並みや建物をご覧いただきま
す。また、宗派の異なる2つの大聖堂もご覧いただきます。
午後、バスにて湖水地方・ウィンダミアへ。
 【3連泊】（湖水地方・ウィンダミア泊）kky

3
ウィンダミアB
（ウィンダミア湖周辺）

【湖水地方・ウィンダミア湖周辺の観光】
午前、ワーズワースが暮らした●ダブコテージへご案内します。
午後、●ヒルトップとホークスヘッドの散策にご案内します。
 （湖水地方・ウィンダミア泊）ahs

4

ウィンダミアB
（湖水地方北部） 

【湖水地方北部】
午前、湖水地方北部のケズィックへ。町の散策とダーヴェント
ウォーター湖畔の散策。その後、ケズィック近郊の〇キャッスルリッ
グ・ストーンサークルを訪れます。
午後、12世紀からの歴史を持つ●ダルメイン邸とヒストリックガー
デンを訪ねます。「歴史ある庭」に与えられる最高賞を受賞した庭園
をお楽しみください。  （湖水地方・ウィンダミア泊）ahs

5

ウィンダミアB
コンウィ 

午前、バスにて世界遺産のコンウィへ。途中、ボドナント・ガーデ
ンに立ち寄ります。
午後、日本旅行業協会が選ぶ「ヨーロッパの美しい町30選」に選
ばれたコンウィの散策。保存状態のよい〇コンウィ城を訪ねます。
 【2連泊】（コンウィ泊）ahy

6
コンウィ
（スランディドノ） 

午前、公共交通機関を利用し、アイリッシュ湾沿いのリゾート、
スランディドノへ。
午後、自由行動。  （コンウィ泊）ass

7

コンウィB
スノードンB
カーナヴォンB
チェスター 

午前、スノードン山麓スランベリスへ。スノードニア登山鉄道に
乗車しスノードン山頂へ。
午後、世界遺産カーナーヴォン城へ。●城内を散策します。その後、
世界で最も長い名前の駅に立ち寄り、チェスターへ。
 【2連泊】（チェスター泊）ahy

8 チェスター 午前、世界遺産のチェスターの散策。
午後、自由行動。  (チェスター泊）asy

9 チェスター 10：00発B
マンチェスター 14：05発 

午前、マンチェスター空港へ。
着後、エミレーツ航空にてドバイへ。  （機中泊）ask

10
ドバイ00：20着
03：00発H
関西空港17：15着 

着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。
夕刻、関西空港に到着後、解散。
 kss

※日程表の時刻は、エミレーツ航空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。
※成田空港より、ドバイにて現地合流し、ツアーへご参加いただくことも可能です（同料金）。
往路：成田22：30発Hドバイ04：10着／復路：ドバイ02：40発H成田17：35着
（注）原則として成田往復となります。

初夏から夏にかけては英国も花盛
り。伝統の庭園めぐりも楽しい季節
です。ウェールズのボドナントガー
デンは英国には珍しく丘陵地に広が
り、世界中から集めた植物や花々が
まるで自然庭園のように配置されて
います。また湖水地方のダルメイン
庭園は、17世紀から代々受け継が
れてきたヘーゼル家の屋敷の庭園。
自然の地形や池や川を活かしたデザ

インが秀逸で、NHKの番組で取り
上げられるなど名庭園として知られ
ています。

広大な敷地を誇るボドナントガーデン

英国随一の美しき名城コンウィと城下町の散策
かつてイングランド王がウェールズ
征服の証として築いたコンウィ城。
難攻不落の名城は、目の前にアイリッ
シュ海、背後には小高い山々という
自然環境を生かした中世の城郭様式
を色濃く残しています。コンウィは
その城下町として、また漁港として
栄えてきました。街路には三角屋根
の家々が建ち並び、中世にタイムト
リップしたかのようです。「イギリスで

最も保存状態の良い中世の街」とい
われる街の散策をお楽しみください。

かわいらしい家並みの先にランドマークの
コンウィ城がどっしりとかまえます

注目されています　産業革命を支えた港町リバプール
湖水地方へ訪ねる前には、ビートル
ズの生まれた街としても知られるリ
バプールに立ち寄ります。19世紀、
港町リバプールと綿工業で産業革命
の中心となったマンチェスターとの
間には世界で最初の鉄道が敷設さ
れました。現在、大英帝国を支えた、
この海洋商都のドック群と歴史的市
街地が注目されています。ツアー
ではリバプール中央駅から世界最古
の現役ターミナルであるライムスト

リート駅まで、歴史ある街並みを散
策します。

大英帝国の絶頂期、海洋交易の中心となっ
たリバプールのアルバートドック。世界遺
産に登録をされています

ハーフティンバーの建物が残るチェスター
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ベルン

街に滞在しながらヨーロッパの美しい自然にふれ、山 に々抱かれた村
めぐりを楽しむ、そんな夏にぴったりな旅を企画しました。スタートは
ストラスブールに連泊。車窓風景を愛でながらワイン街道を進みコ
ルマールへ。そこから国境を越えてスイスは世界遺産の首都ベルン
に4連泊します。スイスの街の中ではずば抜けて美しい古都であり、
中世の面影残る街並みもさることながら、地理的なロケーションも抜
群です。その地の利を生かして周囲の4つの見どころへ鉄道を利用
して出かけます。また終日の自由行動日を設け、アイガー、ユング
フラウなどベルナーオーバーラントのアルプスの山 を々訪ねることも
できます。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ アルザス地方ではスト
ラスブールに連泊し人
気のコルマールも訪ね
ます。

❷ 石造りの旧市街全体が
世界遺産に登録されて
いるベルンに4連泊し
ます。

❸ スイストラベルパスを
利用してベルンから日
帰り鉄道旅行に出かけ
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。

フランス

スイス

ドイツ
ストラスブール

（2泊）

ベルン（4泊）

コルマール

チューリッヒ
ビエンヌ（ビール）
ヌーシャテル

グリュイエール
フリブール

フランクフルト

フランクフルトより
B

B

H

H

ストラスブールに2連泊
木骨組みの家々が残る街をゆっくりと散策
フランスの北東部に位置する、フランスで一番小さな地方、アルザス。ライン
川を挟んでドイツと向き合い、中世よりフランスとドイツがその領有を争ってき
ました。それゆえ、中心となるストラスブールも、洗練されたフランスらしさ
とドイツの地方都市のような雰囲気を併せ持っています。レストランやカフェ、
お土産屋などが立ち並び、天を貫くような大聖堂に木骨組みの家並みが残る
地区など、ゆっくり散策を楽しみたい街です。

ヨーロッパ美しき自然と町々

スイスとアルザスの美しき町と村 9日間

ストラスブールのプティット･フランス地区　運河沿いに木骨組みの家々が立ち並びます

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食2回、夕食4回　■添乗員：関西空港ご出発時から関西空港ご到
着時まで同行します。　■パスポート必要残存有効期間：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

中世の町並みがそのまま残るコルマール

※いずれのホテルもシャワーのみの客室となります。
※星の数はフランスはフランス観光省の基準、スイスはHOTELLERIE SUISSEの格付け基準に
基づきます。

■ ストラスブール ： メゾン・ルージュ ★★★★★
■ ベルン ： NHベルン・ザ・ブリストル  ★★★★

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：エミレーツ航空 ツアーコード：EM195Q
集合・日数・出発日 旅行代金

【関西空港集合・9日間】
7月7日（金） , 21日（金）
8月4日（金） , 18日（金）発

エコノミークラス利用

¥588,000
ビジネスクラス利用

¥988,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥100,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（往路：日本～ドバイ～フランクフルト、復路：チューリッヒ～ドバイ～日本）
燃油サーチャージ別途目安：￥94,000：1月1日現在

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 関西空港23：45発H 夜、関西空港よりエミレーツ航空にてドバイへ。
 （機中泊）ssk

2

ドバイ04：50着
08：25発H
フランクフルト13：15着B
ストラスブール17：30着 

着後、航空機を乗り換えフランクフルトへ。
着後、バスにてフランス・アルザス地方のストラスブールへ。

 【2連泊】（ストラスブール泊）kky

3

ストラスブール 午後、世界遺産ストラスブールの旧市街散策。プティット・フラン
ス地区や●ノートルダム大聖堂などを訪れます。
午後、自由行動。ストラスブールでの散策をお楽しみください。
 （ストラスブール泊）ahy

4

ストラスブール09：00発B
コルマールB
ベルン17：00着 

午前、バスにて木骨組みの家々が美しいコルマールへ。
着後、プティット・ヴェニス地区や●ウンターリンデン美術館など
コルマールの旧市街散策。
午後、バスにて国境を越えスイスのベルンへ。
 【4連泊】（ベルン泊）ahy

5

ベルンD
（グリュイエール、フリブール）

３日間有効のスイストラベルパスをお渡しします。鉄道でスイス
の小さな田舎町への小旅行を楽しみます。
午前、鉄道にて中世の面影を残すグリュイエール村へ。
着後、●チーズ製造所（ラ・メゾン・デュ・グリュイエール）の見学
や●グリュイエール城など旧市街散策へ。
午後、鉄道にて古都フリブールへ。プチ・トランにて町を巡ります。
夕刻、再び鉄道にてベルンへ戻ります。  （ベルン泊）ass

6

ベルンB
（ヌーシャテル、ビエンヌ）

鉄道でヌーシャテル湖畔の町ヌーシャテルへ。旧市街の散策を楽
しみます。
午後、ビエンヌへ。旧市街はカラフルな壁の家々で、おとぎ話の
世界のよう。スウォッチグループの本社がある時計産業の町で、
新市街には高級時計のブティックが並びます。
夕刻、再び鉄道にてベルンに戻ります。  （ベルン泊）ass

7

ベルン 終日、自由行動。ご希望の方は、実費にてアイガー、ユングフ
ラウなどベルナーオーバーラントのアルプスの山々へ。話題の
アイガーエクスプレスでユングフラウヨッホまで上ることもできま
す。  （ベルン泊）asy

8
ベルン11：00発B
チューリッヒ15：25発H
ドバイ23：45着 

午前、チューリッヒ空港へ。
午後、エミレーツ航空にてドバイへ。
 （機中泊）ask

9 ドバイ03：00発H関西空港17：15着 
着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。
夕刻、関西空港に到着後、解散。  kss

※日程表の時刻は、エミレーツ航空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。
※成田空港より、ドバイにて現地合流し、ツアーへご参加いただくことも可能です（同料金）。
往路：成田22：30発Hドバイ04：10着／復路：ドバイ02：40発H成田17：35着
（注）原則として成田往復となります。

フランスの町々の中でも屈指の美し
さを誇る、アルザスの珠玉コルマー
ル。町のつくりも大きすぎず小さす
ぎず、そして戦災を受けず、中世か
らのオリジナルの町並みが保存され
る貴重な町です。カラフルな木組み
の家が並ぶプティット･ヴェニス地区
を散策し、傑作『イーゼンハイムの
祭壇画』を所蔵するウンターリンデ

ン美術館を鑑賞します。

絵本に出てくるような町並みが広がるコル
マール

古都風情溢れる世界遺産の首都、ベルンに4連泊
アーレ川に囲まれた小高い丘に築か
れたベルン。スイスの首都でありな
がら近代的な高層ビルはほとんど見
当たらず、石畳が続く昔ながらの旧
市街は世界遺産に登録されていま
す。12世紀の城壁を基礎とする時
計塔や点在する噴水、美しいアー
ケードなど見どころに溢れます。ス
イスはアルプスの大自然に注目が集
まりますが、4連泊して街も魅力的

であることを発見していただけるこ
とでしょう。

世界遺産のベルン旧市街の中心部　町のシ
ンボルの時計塔が目をひきます　

「スイス・トラベルパス」をご用意
ベルンから4つの美しい町や村へ日帰り鉄道旅行
ツアーでは3日間有効の「スイストラベルパス」をご用意しました。これを活用
してベルン滞在中に近郊の町や小さな町や村へ日帰り鉄道旅行に出かけま
す。それぞれの風土とともにある魅力的な町や村めぐりをお楽しみください。

サリーヌ川のほとりに家々が連なるフリブール

自然に囲まれたグリュイエール

グリュイエール
山に湖に囲まれ、伝統的な牧畜農家
の暮らしが今も息づいています。そ
してなんといってもこの町の名を冠
したチーズが有名です。本場のチー
ズ製造所の見学にご案内します。

フリブール
サリーヌ川のほとりにあり、この川
を堺にドイツ語圏とフランス語圏に
分かれています。12世紀に遡るス
イスの古都であり、大聖堂や屋根付
きの橋など往時の佇まいを残してい
ます。

ビエンヌの町

ヌーシャテル湖畔のヌーシャテル

ヌーシャテル
レマン湖の北に横たわるスイス最大
の湖ヌーシャテル湖畔の町です。丘
上にそびえる古城とジュラ山脈で取
れた薄黄色の石で造られた建物が
印象的です。ワイン産地としても知
られています。

ビエンヌ（ビール）
ドイツ語圏とフランス語圏の境界辺
りに位置し、標識や駅名など二言語
で併記されています。ローマ時代
の遺跡があちこちに残され、オメガ
やスウォッチなど時計産業が盛んな
町として知られます。
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ディナン

ベルギー南部のワロン地方はフランス語圏に属し、北のブルージュ
などオランダ語圏とは異なる、ベルギーのもうひとつの魅力的な文
化圏です。公共交通機関が少なく、個人旅行が難しい地域であり、
ツアーでぜひお訪ねいただきたいスポットです。前半の2泊をここで
過ごして南下。フランスのメッスに1泊して、後半はボーデン湖南東
部に位置するドイツ国境にも近いザンクトガレンに3連泊。かわいらし
い旧市街を散策して世界遺産の修道院を訪ね、翌日には近郊のス
イスの原風景が残るアッペンツェル地方へ日帰り旅行に出かけます。
ヨーロッパの小さな町がお好きな方におすすめいたします。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ ワロン地方に連泊して「世界一小さな町」デュルビュイを訪ねます。
❷ 壮麗な大聖堂も魅力　フランス・ロレーヌ地方のメッスにも宿泊します。
❸ ドイツ国境にほど近い世界遺産の修道院を持つザンクトガレンに3
連泊します。

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。

絵本に出てくるようなかわいらしい町
デュルビュイとディナン
ナミュールからはデュルビュイとディ
ナンへ。デュルビュイは人口は500
人足らず、「世界一小さな町」と称さ
れます。石畳の小道に石造りの家が
連なり、かわいらしい装飾があちら
こちらに。中世の雰囲気も色濃く残
り、散策が楽しめます。美食の町と
しても知られ、ツアーでは昼食をお
楽しみいただきます。ディナンはムー
ズ川が造り出した断崖の麓に広が
る、一度見ると忘れられないような
印象的な町です。ロープウェイで断

ヨーロッパの美しき自然と町々

ベルギー・ワロンの里とザンクトガレン滞在の旅 9日間

デュルビュイ　石畳の道に古色を帯びた家
並みが続きます。小さな町の散策をお楽し
みください

ディナン　シタデルから見下ろすディナンの街並みと橋、ムーズ川の立体的な眺め

崖の上のシタデル（山城）へ上り、街
並みとムーズ川が織り成す風景をお
楽しみいただきます。

「世界一小さな町」デュルビュイ

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食3回、夕食4回　■添乗員：関西空港ご出発時から関西空港ご到
着時まで同行します。　■パスポート必要残存有効期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：見開き
2ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

※ナミュール、メッスのホテルはシャワーのみの客室となります。
※星の数はHOTREC、フランス観光省、HOTELLERIE SUISSE の基準に基づきます。

■ ナミュール：ロイヤル・スネイル ★★★★
■ メッス ： メルキュール・メッス・サントル ★★★★
■ ザンクトガレン ： アインシュタイン ★★★★

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：エミレーツ航空 ツアーコード：EW028T
集合・日数・出発日 旅行代金

【関西空港集合・9日間】
6月30日（金） , 7月14日（金）
9月8日（金）

エコノミークラス利用

¥588,000
ビジネスクラス利用

¥988,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥100,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（往路：日本～ドバイ～フランクフルト、復路：チューリッヒ～ドバイ～日本）
燃油サーチャージ別途目安：￥94,000：1月1日現在

ナミュール（2泊）

フランス

スイス

ベルギー
ドイツ

メッス（1泊）

ザンクトガレン（3泊）

B

B

H

H

フランクフルトディナン

デュルビュイ

チューリッヒ

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 関西空港23：45発H 夜、関西空港よりエミレーツ航空にてドバイへ。  （機中泊）ssk

2

ドバイ04：50着
08：25発H
フランクフルト13：15着B
モンシャウB
ナミュール17：30着

着後、航空機を乗り換えフランクフルトへ。
着後、専用バスでベルギー・ワロン地方のナミュールへ。途中、
ドイツ屈指の美しい村、モンシャウに立ち寄ります。
夕刻、ナミュールに到着。
 【2連泊】（ナミュール泊）kky

3

ナミュール
（リエージュ） 

午前、「ムーズ川の真珠」と称されるナミュールの散策。○シタデ
ルや昔ながらの雰囲気が残る旧市街の散策へご案内します。
午後、リエージュの観光。○プランス・エベック宮殿の中庭や○ペ
ロンの噴水、「ベルギー七大秘宝」のひとつである洗礼盤がある●聖
バルテルミー教会などへご案内します。  （ナミュール泊）ahy

4
ナミュール08：30発B
ディナンB
デルビュイB
メッス16：30着 

午前、ムーズ川沿いに開けた小さな町ディナンの散策。その後、「世
界一小さな町」デルビュイへ。
着後、昼食と散策をお楽しみください。
午後、フランス・ロレーヌ地方のメッスへ。  （メッス泊）ahs

5

メッス13：00発B
ザンクトガレン18：30着 

午前、メッスの観光へ。シャガールの手掛けたステンドグラスが
残る●サン・テティエンヌ大聖堂へご案内します。
午後、バスにてライン川を越え、スイスの高原都市ザンクトガレ
ンへ。宿泊は旧市街の散策にも便利な「アインシュタイン」に3連
泊です。  【3連泊】（ザンクトガレン泊）ahy

6 ザンクトガレン 午前、ザンクトガレンの旧市街を観光。●修道院付属図書館など
を見学します。午後、自由行動。　 （ザンクトガレン泊）ass

7

ザンクトガレン
（アッペンツェル） 
（ウルネッシュ村） 

【近郊の町へ鉄道小旅行】
終日、鉄道にてアッペンツェルやウルネッシュ村を訪れます。町
の散策やロープウェイにてセンティス山へご案内します。天気が
良ければユングフラウやアイガーなどが見渡せます。昼食はセン
ティス山の展望台にあるレストランにてご自由にお召し上がりくだ
さい。  （ザンクトガレン泊）asy

8
ザンクトガレン10：30発B
チューリッヒ15：25発H
ドバイ23：45着 

午前、チューリッヒ空港へ。
着後、エミレーツ航空にてドバイへ。
 （機中泊）ask

9 ドバイ03：00発H関西空港17：15着 
着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。
夕刻、関西空港に到着後、解散。  kss

※日程表の時刻は、エミレーツ航空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。
※成田空港より、ドバイにて現地合流し、ツアーへご参加いただくことも可能です（同料金）。
往路：成田22：30発Hドバイ04：10着／復路：ドバイ02：40発H成田17：35着
（注）原則として成田往復となります。

ワロン地方の連泊は「ムーズ川の真珠」ナミュールにて
ワロン地方の東部はアルデンヌの深
い森に覆われた丘陵地帯が広がり、
西部には広大な平原に幾筋もの清
流があり、それぞれの自然に調和し
たかわいらしい町が点在します。ツ
アーでは「ムーズ川の真珠」と名高
いナミュールに連泊。町の歴史を遡
ると、15世紀にはブルゴーニュに
支配され、その後17世紀にはスペ
イン領ネーデルランド、さらにはフ
ランス、イギリス、オランダ、さら
にはオーストリアなど様々な国の支

配を受けてきました。そのため様々
な時代の教会などの建築が残され、
多様な魅力を持っています。

ムーズ川とサンブル川の合流地点に開けた
ナミュールの町並み　©WBT-JPRemy

壮麗な大聖堂も魅力　フランス・ロレーヌ地方のメッス
4日目にはナミュールを離れて、フ
ランスのメッスへ。フランスとドイ
ツとの国境沿いにある多くの町と同
様、このメッスもドイツ領だった歴
史を持ちます。ドイツ皇帝のヴィル
ヘルム二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も有
名です。シャガールが手がけたステ
ンドグラスがあるサン・テティエンヌ
大聖堂などにご案内します。 サン・テティエンヌ大聖堂

中世の面影残す高原都市ザンクトガレンに3連泊
後半の3泊はさらに南下して、ボー
デン湖を挟んでドイツと国境を接す
るザンクトガレンへ。「知の宝庫」とも
呼ばれますが、それは世界遺産に
登録されている、ザンクトガレン修
道院の付属図書館に負うところが大

きいでしょう。スイス最古の図書館
で中世初期からの本や手稿が保存
されています。また旧市街は出窓
の付いた家々が立ち並び、童話の
世界さながらの街並みの散策を楽し
めます。

ザンクトガレン修道院の付属図書館　16万冊の蔵書を誇ります
©Switzerland Tourism By-line: swiss-image.ch/Christoph Schuerpf


