
心に残る高品質な旅

季節到来！
ヨーロッパ・アルプスの旅

3コース

■ 4つの絶景山岳ホテルと氷河特急エクセレンスクラスの旅【11日間】
■ 圧巻のアレッチ氷河と花咲くエンガディンを歩く【10日間】
■ 花咲くアニヴィエの谷とベルザスカ スイスの秘境を歩く【10日間】

東京発2023・6 ▼8

●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。

「4つの絶景山岳ホテルと氷河特急エクセレンスクラスの旅」
でご宿泊いただく「ホテル・ベルビュー・デザルプ」。アイガー、
メンヒ、ユングフラウが並ぶ絶景の展望台に建ちます



1 2

スイスで最も人気の高い景勝鉄道である氷河特急は、2019年から登場した
プレミアム車両であるエクセレンスクラスをご用意しました。天井近くまで窓
が広がるパノラマ車両は、1-1の座席配列で全席が窓側という贅沢な設計で、
専用コンシェルジュや、位置情報や車窓の解説を日本語で見ることのできる
タブレット端末が各席に配置されるなど、至れり尽くせりのサービスも魅力で
す。また、特別仕立てになっているランチも楽しみのひとつで、スイス産の
食材にこだわったフルコースでは、沿線で作られた伝統のチーズやスイスワ
インなども味わえます。食事と共に、郷土の文化も知っていただくひと時を、
お楽しみください。

アイガー、メンヒ、ユングフラウが並ぶ絶景の展望台に建つ「ホテル・ベルビュー・デザルプ」

氷河特急のみどころのひとつランドヴァサー橋は、麓の展望スポットにもご案内します
©スイス政府観光局

人気が高く、部屋数も限られているため確保が難しい4つの山岳ホテ
ルに泊まり、朝夕の絶景を静寂の中で存分にお楽しみいただける特
別企画です。ベルニナ山群の主峰ピッツ・ベルニナを望むムオタス・
ムライユ、名峰マッターホルンを望むリュッフェルベルク、アイガー、
メンヒ、ユングフラウの三山を望むクライネシャイディックの絶景山岳
ホテルにはそれぞれ連泊滞在し、旅の締めくくりはピラトゥス山頂ホ
テルからルッツェルン湖を眺めます。また、話題の氷河特急プレミア
ム車両「エクセレンスクラス」と2022年に新車両として生まれ変わっ
た「ゴールデンパス・エクスプレス」、2つの最新鋭車両による景勝鉄
道も組み込み、贅沢にそして特別な時間をお楽しみいただきます。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ 1日20席限定のプレミアム車両　氷河特急エクセレンスクラスに乗
車します。

❷ 予約が難しい4つの人気山岳ホテル(計7泊)をご用意。8部屋限定の
特別な旅です。

❸ スイス三大鉄道すべてに乗車します。

エクセレンスクラス（イメージ）©Rhaetische Bahn

20席限定のプレミアム車両　氷河特急エクセレンスクラス

列車内とは思えないクオリティのコースラン
チが供されます（イメージ）

スイス

フランス

ティラーノ

フィリズール

ツェルマット
リュッフェルベルク（2泊）

クライネシャイデック（2泊）
ピラトゥス（1泊） チューリッヒ（1泊）　　　

レマン湖
モントルー サン・モリッツ
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ムライユ（2泊）

D
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イタリア
マッターホルン

ユングフラウ
メンヒ
アイガー

H

氷河特急

B ベルニナ鉄道

ゴールデンパスライン

インターラーケン ルツェルン

H

8部屋限定のスペシャルな旅　朝夕の美しい景観を山上から楽しむ

4つの絶景山岳ホテルと
氷河特急エクセレンスクラスの旅 11日間

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。

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食8回、昼食4回、夕食8回　■添乗員：羽田または成田空港ご出発時から羽
田または成田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：2ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

※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HOTELLERIE SUISSEの基準に基づきます。星の記載の無いホテルは格付け機関への
登録無しまたは未申請です。

利用予定航空会社：フィンエアー、ターキッシュエアラインズ、エールフランスグループ、ルフトハンザ
グループ、ブリティッシュエアウェイズ、スカンジナビア航空、日本航空 ツアーコード：EW077F

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田または成田空港集合・11日間】
7月23日（日） , 8月27日（日）

エコノミークラス利用

¥1,150,000
ビジネスクラス利用

¥1,590,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥200,000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にのみ適用）
燃油サーチャージ別途目安：￥103,600：1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。

氷河特急と共にスイス三大鉄道と称される
二つの景勝鉄道にも乗車します
ベルニナ鉄道では車窓に広がるモ
ルテラッチ氷河や展望台から圧巻の
ベルニナ山群の景観を。ゴールデ
ンパスラインはいくつもの湖に、の
どかな牧草地とスイスらしい木造の

シャレーなど絵画のような風景が魅
力です。2022年冬に新登場した新
型車両ゴールデンパス・エクスプレ
スに乗車します。

レマン湖畔のブドウ畑の中を走るゴールデン
パス・エクスプレス©David-Bochud

モルテラッチ氷河とベルニナ鉄道
©スイス政府観光局

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田または成田空港23：10発H
深夜、羽田または成田空港より、航空機にてヨーロッパ主要都市
へ。  （機中泊）ssk

2

ヨーロッパ主要都市
06：00着　07：55発H
チューリッヒ09：45着B
フィリズールB
ムオタス・ムライユ17：00着

着後、航空機を乗り継ぎ、チューリッヒへ。
着後、専用バスにてフィリズールへ。ランドヴァッサー・エキスプ
レスにて○ランドヴァッサー橋を見上げる展望ポイントを訪れま
す。その後、エンガディン地方へ。宿泊は美しい湖が続くエンガディ
ンの谷を見下ろすムオタス・ムライユ山頂にある山岳ホテルです。
 【2連泊】（ムオタス・ムライユ山頂：ロマンティックホテル・ムオタスムライユ泊）shy

3

ムオタス・ムライユ
（ベルニナ鉄道、アルプグ
リュム、ディアボレッツァ） 

午前、ベルニナ鉄道に乗車しアルプグリュムへ。パリュ氷河の眺
望を楽しみます。その後、ディアボレッツァまで戻り、ロープウェ
イにて標高2973ｍの○ディアボレッツァ展望台へ。ベルニナ山
群最高峰のピッツベルニナや眼下を流れるディアボレッツァ氷河の
雄大な景観をお楽しみください（注）。
午後、自由行動。ご希望の方はサンモリッツへご案内します。
 （ムオタス・ムライユ山頂：ロマンティックホテル・ムオタスムライユ泊）asy

4

ムオタス・ムライユ08：00発D
サンモリッツ08：51発D
（氷河特急エクセレンスクラス）D
ツェルマット17：10着D
リュッフェルベルク18：00着

朝、鉄道にてサンモリッツへ。着後、氷河特急エクセレンスクラ
スにてツェルマットへ。昼食は車内にて、沿線の食材をつかった
コースランチをスイスワインと共にお楽しみください。
着後、登山列車にて標高2582ｍに位置する○リュッフェルベル
ク展望台へ。マッターホルンを望む山岳ホテルに連泊です。
 【2連泊】（リュッフェルベルク：リュッフェルハウス1853泊）ahy

5

リュッフェルベルク
（ゴルナグラート） 

午前、登山列車にて○ゴルナグラート展望台へ。展望台からの景
色を楽しんだ後、ローテンボーデンからリュッフェルベルクまで
のハイキングにご案内します（約1時間30分）。午後、自由行動。
ご希望の方は添乗員がスネガ展望台へご案内します。
 （リュッフェルベルク：リュッフェルハウス1853泊）asy

6

リュッフェルベルク09：00発D
ツェルマットB
モントルー 12：35発
（ゴールデンパス・エクスプレス）D
インターラーケン15：50着D
クライネシャイディック17：00着

午前、列車とバスを乗り継いでレマン湖畔の街モントルーへ。
2022年に新車両として生まれ変わった最新鋭のゴールデンパス・
エクスプレスにてインターラーケンへ移動します。
着後、登山列車にて○クライネシャイディック展望台（2016ｍ）
へ。アイガー、メンヒ、ユングフラウの三山を望む展望台に位
置するクラシックな山岳ホテルに宿泊です（注）。
 【2連泊】（クライネシャイディック：ホテル・ベルビュー・デザルプ泊）ahy

7
クライネシャイディック
（ユングフラウヨッホ） 

登山列車にてヨーロッパ最高地点の駅○ユングフラウヨッホへ。
午後、自由行動。ご希望の方は2020年にオープンした新路線、
アイガーエクスプレスに乗車し、グリンデルワルドへご案内します。
 （クライネシャイディック：ホテル・ベルビュー・デザルプ泊）asy

8

クライネシャイディック
13：00発B
ルツェルンD
ピラトゥス17：00着

午前、ゆったりとお過ごしください。ご希望の方はクライネシャイ
ディック近郊のハイキングへご案内します。
午後、登山列車とバスにて湖畔の街ルツェルンへ。着後、街の散
策を楽しみます。
その後、世界で最も急勾配のラックレール式鉄道にてピラトゥス山
頂へ。美しい湖と山々を眺望する山岳ホテルに宿泊です。
 （ピラトゥス山頂：ホテル・ピラトゥス・クルム泊）asy

9

ピラトゥス10：00発R
ルツェルンB
チューリッヒ12：00着

午前、山上ホテルからの景観を楽しんだ後、ロープウェイにてピ
ラトゥス山を下山し、バスにてチューリッヒへ。
午後、チューリッヒの市内観光。シャガールのステンドグラスが美
しい●聖母聖堂、●大聖堂などご案内します。
 （チューリッヒ泊）ahy

10
チューリッヒ10：50発H
ヨーロッパ主要都市
14：35着　19：45発H

チューリッヒ空港より、航空機にてヨーロッパ主要都市へ。
着後、航空機を乗り継ぎ、帰国の途へ。
 （機中泊）ass

11 羽田または成田空港15：20着 
午後、羽田または成田空港に到着。着後、解散。
 kss

（注）天候によってはご覧いただけない場合もございます。
※日程表の時刻は羽田空港発着のフィンエアーの便を想定したものです。他の航空会社を
利用の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。

スイスが世界に誇る
山岳ホテルでのひとときを

■ ムオタス・ムライユ山頂 ： 
　 ロマンティックホテル・ムオタス・ムライユ
イン川が形成した深い谷の中に湖が点在す
るエンガディン地方の展望台に建つホテル。
特に夕景が素晴らしく、アルプスの風景を描
いた画家セガンティーニもここからの風景を
愛しました。

山岳ホテルといって侮ることなかれ。各部屋にトイレ、シャワーなど近代
的な設備を整え、かつシンプルながらもセンスの良いインテリアが光る
のがスイスの山岳ホテルです。本格的なコースディナーを楽しめるレス
トランを備えたホテルもあります。いずれのホテルも登山列車など山岳
交通を利用しなければアクセスできないため、終電後から始発前の時間
帯は宿泊客のみが景色を独占できる贅沢なひとときです。

■ リュッフェルベルク ： リュッフェル・ハウス1853 ★★★★
海抜2600mにあり、マッターホルンが最も美しく見えるとされる北西稜を正面に望み
ます。2014年にリニューアルされ、クラシックな雰囲気とモダンなデザインが融合した
ブティックホテルに生まれ変わっています。

■ クライネシャイディック ： 
　 ホテル・ベルビュー・デザルプ
標高2016ｍ、アイガー、メンヒ、ユングフラ
ウの三山を望む展望台に位置します。その
景観もさることながら、クラシックな内装も
素晴らしく、2011年にはスイスで最も優れ
た歴史的ホテルに選出されました。

■ ピラトゥス山頂 ： 
 　ホテル・ピラトゥス・クルム ★★★★
周囲に遮るものがない山頂に位置し、複雑に
入り組んだルツェルン湖を望む絶景が魅力
です。夕暮れとご来光の瞬間はとくに感動的
です。ホテルまでは世界で最も急勾配のラッ
クレール式鉄道でアクセスします。2010年
に改装が行われました。

■ チューリッヒ ： チューリッヒ：ザンクト・ゴッタルト ★★★★
街の中心に位置する散策に便利なホテル。

マッターホルンを望みながら入る
ジャグジーが名物です（イメージ）

特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
なお、航空会社の指定および便の指定はできません。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。
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迫力のアレッチ氷河を眺めるエッギスホルン展望台

世界遺産に登録されたヨーロッパ最長のアレッチ氷河の観光拠点
ベットマーアルプに滞在し、迫力ある氷河と可憐に咲く高山植物を
眺めながらのハイキングをお楽しみいただきます。名峰ユングフラ
ウから流れ出し、眼下で大きなうねりを見せながら流れる氷河は圧
巻のひと言です。旅の後半は湖畔の街サンモリッツで3連泊します。
便利な交通パスを利用してベルニナ山群と美しい湖の景観を様々な
交通機関を利用して楽しみます。馬車でフェックス谷を訪れたり、厳
選したハイキングルートを歩いたりと、変化に富んだエンガディン地
方の大自然を満喫ください。魅力の異なる2か所で3連泊とし、滞
在感のある旅に仕上げました。また、近年注目される山々に囲まれ
た神秘的な山上湖・エッシネン湖の訪問も楽しみです。

ツアープランナーより

アレッチ氷河やヴァリスアルプスの景観を
ハイキングで楽しみます

ここにご注目。旅のポイント

❶ 高山植物の季節に、こだわりのハイキング（初級編）ルートを歩きます。
❷ 2都市に3連泊。滞在感のある旅に仕上げました。
❸ 神秘的な山上湖・エッシネン湖も訪ねます。

リフトに乗って訪れるモースフルー
展望台からは氷河を隣に臨みなが
らの迫力あるハイキングルートを歩
きます。また、アレッチ氷河の麓に
点在する山上村をつなぐルートも魅

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。

力的です。周囲には自然保護指定
区が広がり、ガソリン車乗り入れ禁
止地区もある静かなルートを歩きま
す。ヴァリスアルプスの景観ととも
にお楽しみください。

神秘的な山上湖・エッシネン湖も訪ねる

圧巻のアレッチ氷河と花咲くエンガディンを歩く 10日間

アレッチ氷河の麓に3連泊。
氷河と名峰の絶景を満喫します
世界遺産アレッチ氷河は、秀峰ユングフラウを源に南側へ流れており、その
規模、長さともヨーロッパアルプス有数です。グリンデルワルトなど多くの観
光客が訪れるユングフラウの北側では氷河の姿を見ることができませんが、
このたびは南側に位置するベットマーアルプに宿泊し、アレッチ氷河の絶景を
様々な角度から堪能します。北側と比較し、観光客も少ないため落ち着いた
雰囲気の中、滞在できるのも魅力です。

雄大なヴァリスアルプスを眺めながらハイキングを楽しみます（イメージ）ベットマー湖

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食3回、夕食6回　■添乗員：羽田または成田空港ご出発時から羽
田または成田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：2ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

※いずれのホテルもシャワーのみのお部屋となります。
※星の数はHOTELLERIE SUISSE の基準に基づきます。星の記載の無いホテルは格付け機関へ
の登録無しまたは未申請です。

■ ベットマーアルプ ： ホテル・ヴァルトハウス ★★★
■ サンモリッツ ： ローディネラ ★★★★
■ チューリッヒ ： グロッケンホフ ★★★★

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：フィンエアー、ターキッシュエアラインズ、エールフランスグループ、ルフトハンザ
グループ、ブリティッシュエアウェイズ、スカンジナビア航空、日本航空 ツアーコード：EW079F

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田または成田空港集合・10日間】
6月20日（火） , 7月10日（月）

エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

¥1,038,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥95,000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にのみ適用）
燃油サーチャージ別途目安：￥103,600：1月1日現在

H

H

シルスマリア オスピッツォ・
ベルニナ

スイス

フランス イタリア

アンデルマット

カンデルシュテーク

サンモリッツ（3泊）

ベットマーアルプ（3泊）

チューリッヒ

エッシネン湖

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。

サンモリッツに3連泊
便利なベルクバーネン・インクルーシブをご用意しました
エンガディン地方の中心サンモリッ
ツに3連泊するこのツアーでは、ロー
プウェイや列車などが乗り放題にな
るベルクバーネン・インクルーシブを

ご用意しました（一部適用区間外有
り）。お天気を見ながら絶景ポイン
トへと何度も気軽に足を運べます。

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田または成田空港23：10発H
深夜、羽田または成田空港より、航空機にてヨーロッパ主要都市
へ。  （機中泊）ssk

2

ヨーロッパ主要都市
06：00着　07：55発H
チューリッヒ09：45着B
カンデルシュテークB
ベットマーアルプ17：00着

着後、航空機を乗り継ぎ、チューリッヒへ。
着後、専用バスにてカンデルシュテークへ。ゴンドラにて神秘的
な山上湖○エッシネン湖を訪ねます。その後、バスとロープウェ
イにて世界遺産・アレッチ氷河の観光拠点となるベットマーアルプ
へ。  【3連泊】（ベットマーアルプ泊）shy

3

ベットマーアルプ
（エッギスホルン展望台）

2日間にわたり迫力のアレッチ氷河の景観とハイキングを楽しみま
す。標高2869ｍの○エッギスホルン展望台へ。アレッチ氷河の
眺望をご覧いただきます（注）。その後、フィッシャーアルプから
ベットマーアルプまでヴァリスアルプスを眺めながらハイキング
をお楽しみください（約4㎞）。  （ベットマーアルプ泊）asy

4
ベットマーアルプ
（リーダーアルプ、モースフ
ルー展望台、ベットマー湖） 

本日はまず歩いてリーダーアルプへ（約3.6km）。その後、ゴン
ドラにて2334ｍの○モースフルー展望台へ上がり眺望を楽しみ
ます。その後、ベットマー湖までのハイキングへご案内します（約
2.5㎞）。  （ベットマーアルプ泊）asy

5
ベットマーアルプ09：00発B
フルカ峠B
アンデルマットB
サンモリッツ16：00着

午前、ロープウェイとバスにてアンデルマットへ。途中、フルカ
峠にて写真ストップ。アンデルマットにて昼食と町の散策。
午後、バスにてサンモリッツへ。
 【3連泊】（サンモリッツ泊）ahy

6

サンモリッツ
（ピッツネイル展望台、
ハイジフラワートレイル）

午前、○ピッツネイル展望台へ。エンガディンの湖とベルニナア
ルプスの眺望を楽しみます。その後、チャンタレッラ駅からシグ
ナール展望台までハイジフラワートレイルのハイキングへご案内
します（約1.5km）。
午後、自由行動。ご希望の方はサンモリッツ湖畔の散策へご案内
します。  （サンモリッツ泊）asy

7

サンモリッツ
（ベルニナ鉄道、ディアボレッ
ツァ展望台、ハイキング）

ベルニナ鉄道（2等車）に乗車します。途中、ディアヴォレッツァ駅
にて途中下車し、ロープウェイにて○ディアボレッツァ展望台を
訪れます。ベルニナアルプス最高峰のピッツ・ベルニナをはじめと
する山々の景観をお楽しみください（注）。その後、オスピッツォ・
ベルニナ駅へ。アルプ・グリュム駅までのハイキングをお楽しみ
いただきます（所要約2時間30分）。  （サンモリッツ泊）ass

8
サンモリッツ09：00発B
シルスマリアB
チューリッヒ17：00着

午前、ポストバスにてシルスマリアへ。馬車にてフェックス谷へ
ご案内します。復路はハイキングをお楽しみください（所要約2時
間30分）。
午後、バスにてチューリッヒへ。  （チューリッヒ泊）ahy

9
チューリッヒ10：50発H
ヨーロッパ主要都市
14：35着　19：45発H

チューリッヒ空港より、航空機にてヨーロッパ主要都市へ。
着後、航空機を乗り継ぎ、帰国の途へ。
 （機中泊）ask

10 羽田または成田空港15：20着 
午後、羽田または成田空港に到着。着後、解散。
 kss

（注）天候によってはご覧いただけない場合もございます。
※日程表の時刻は羽田空港発着のフィンエアーの便を想定したものです。他の航空会社を
利用の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。

サンモリッツおよび近郊からはいくつものケーブルカーや
ロープウェイで変化に富んだ展望台へ行くことができます

サンモリッツの街中からロープウェイでア
クセスするピッツネイル展望台

山や氷河湖をバックに花散歩
この季節、200種類以上の高山植
物が楽しめるハイジフラワートレイ
ルや、氷河や高山植物を馬車から
ゆっくりと眺めるフェックス谷など、
イチ押しのルートをハイキングで楽
しみます。また、ベルニナ鉄道の

オスピッツォ・ベルニナ駅からアルプ
グリュム駅間のハイキングルートは、
ベルニナ山群と高山湖のパノラマが
楽しめ、アルプス三大花のひとつで
あるアルペンローゼが群生するポイ
ントです。

花の宝庫フェックス谷（イメージ）　往路は馬車、復路はハイキングで楽しみます

アルプスの宝石と称えられるエッシネン湖を訪ねます
山間に隠れたエッシネン湖畔。はっ
とするような断崖と静寂にぐるりと
周囲を囲まれた湖面は、光の具合で
エメラルドグリーンやトルコブルー
といった様々な表情で出迎えてくれ
ます。

特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
なお、航空会社の指定および便の指定はできません。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。
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鮮やかなゼラニウムと家々のコントラストが美しい花の村グリメンツ

6月下旬から7月初旬、高山植物や湖畔を彩る花々が最も美しい絶
好の季節に、スイス再訪の方にもお楽しみいただける「知られざるス
イス」をご紹介します。テーマはスイスの秘境を歩くです。谷奥にひっ
そりと佇み、まるで中世時代にタイムスリップしたかのような村々は古
くも美しいスイスの原風景です。今回は、そんなスイスの原風景が
残るアニヴィエとベルザスカ、2つの谷を訪ねます。宿泊は花の村
グリメンツと風光明媚な湖畔のルガーノともに3連泊とし、ゆとりのあ
る日程としました。また、深い渓谷を走るチェントヴァッリ鉄道やスイ
スを鉄道と船で縦断するルートなど、変化に富んだ景観を車窓から
お楽しみいただきます。

ツアープランナーより

アニヴィエの谷で3連泊ここにご注目。旅のポイント

❶ スイスの原風景が残る知られざる秘境を楽しみます。
❷ 花咲く季節に2つの花の村、グリメンツとイヴォワールを訪ねます。
❸ チェントヴァッリ鉄道やアルプスの峠越えの鉄道、クルーズなど変化
に富んだ移動も楽しみです。

グリメンツが位置するアニヴィエの
谷はツェルマットがあるマッター谷
の西隣ながら、交通機関が未発達
であることから訪れる観光客の数が
少なく、手つかずの自然が残ってい
ることが魅力です。谷の最奥に位置
するツィナールからロープウェイで
2438ｍのソルボア展望台へ登ると、
ヴァイスホルンをはじめとする4000
ｍ級の峰々を間近に望むことができ
ます。また、ミルキーブルーに輝く

モアリー湖周辺は夏になると高山植
物が可憐に花を咲かせます。

モアリー湖畔のアルペンローゼ

山の中腹にひっそりとたたずむコリッポ村（ベルザスカの谷） ソルボア展望台から望むヴァイスホルン

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。花咲くアニヴィエの谷とベルザスカ

スイスの秘境を歩く 10日間

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食6回、夕食6回　■添乗員：羽田または成田空港ご出発時から羽
田または成田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：2ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

※いずれのホテルもシャワーのみのお部屋となります。
※星の数はHOTELLERIE SUISSE の基準に基づきます。星の記載の無いホテルは格付け機関へ
の登録無しまたは未申請です。

■ グリメンツ ： ホテル・アルピナ
■ ルガーノ ： ベルビュー・オ・ラック ★★★★
■ ルツェルン ： ラディソン・ブリュ ★★★★

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：フィンエアー、ターキッシュエアラインズ、エールフランスグループ、ルフトハンザ
グループ、ブリティッシュエアウェイズ、スカンジナビア航空、日本航空 ツアーコード：EW078F

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田または成田空港集合・10日間】
6月26日（月） , 7月3日（月）

エコノミークラス利用

¥658,000
ビジネスクラス利用

¥1,098,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥135,000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にのみ適用）
燃油サーチャージ別途目安：￥103,600：1月1日現在

ジュネーブ

ニヨン

イヴォワール
H

H

グリメンツ（3泊）

シンプロン峠

ドモドッソラ

ロカルノ

ルガーノ（3泊）

スイス

フランス
イタリア

ゴッタルド峠

フリューエレン

ルツェルン（1泊）

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 羽田または成田空港23：10発H
深夜、羽田または成田空港より、航空機にてヨーロッパ主要都市
へ。  （機中泊）ssk

2

ヨーロッパ主要都市
06：00着　08：05発H
ジュネーブ10：05着B
ニヨンF
イヴォワールB
グリメンツ17：00着 

着後、航空機を乗り継ぎ、ジュネーブへ。
着後、バスにてレマン湖畔のニヨンへ。ニヨンから船にてレマン
湖の景色を楽しみながらイヴォワールへ。着後、可憐な花の村の
散策と昼食を楽しみます。
その後、バスにてスイスの秘境アニヴィエの谷に位置する花の村
グリメンツへ。  【3連泊】(グリメンツ泊）shy

3

グリメンツ
（ツィナール、ソルボワ展望台）

朝、鮮やかなゼラニウムで飾られたグリメンツの散策をお楽しみ
ください。その後、バスにてアニヴィエの谷最奥の村ツィナール
へ。空中ケーブルにて○ソルボワ展望台へ。皇帝の王冠と称さ
れる4000ｍ級のアルプス山脈の眺望や展望台周辺の散策をお楽
しみください。  （グリメンツ泊）ahy

4
グリメンツ
（サンリュック、
テニューザ展望台、
モアリー湖）

午前、バスにて天文の里サンリュックを訪ね、ケーブルカーで○
テニューザ展望台へ。惑星の道と名付けられたハイキングルート
を歩きます（約6km）。午後、バスにて標高2249ｍのモアリー
湖へ。湖畔の散策を楽しみます。  （グリメンツ泊）asy

5

グリメンツ09：00発B
シンプロン峠B
ドモドッソラ
（チェントヴァッリ鉄道）D
ロカルノB
ルガーノ16：30着

午前、バスにてシンプロン峠を越え、ドモドッソラへ。
午後、百の谷という意味のチェントヴァッリ鉄道に全線乗車しロカ
ルノへ。絶景ルートを車窓からご覧ください。
着後、バスにてルガーノへ。

 【3連泊】(ルガーノ泊）ahy

6
ルガーノ
（ベルザスカの谷）

終日、中型バスにて秘境ベルザスカの谷へ。途中、山の中腹に
あるスイスで最も小さな村の一つコリッポ村を徒歩で訪ねます（往
復約1時間）。また、ローマ橋や中世の雰囲気残る村ブリオネ、
最奥の村ソノーニョの散策を楽しみます。  （ルガーノ泊）ahs

7

ルガーノ
（ガンドリア、モンテ・
サン・サルヴァトーレ） 

午前、ルガーノ湖の遊覧船にてブレ山の斜面にある美しい村ガン
ドリアを訪ねます。その後、ケーブルカーにて○モンテ・サン・サ
ルヴァトーレの展望台へ。
午後、自由行動。ルガーノ湖畔の散策などをお楽しみください。
 （ルガーノ泊）ahy

8

ルガーノ09：02発D
フリューエレン
10：48着　12：00発F
ルツェルン14：47着

午前、ルガーノから鉄道（2等車）にて、アルプス越えの名所ゴッ
タルド峠の下を通るゴッタルドトンネルを抜けてフリューエレン
へ。
その後、ルツェルン湖のクルーズを楽しみながらルツェルンへ向
かいます。着後、ルツェルンの街歩きへご案内します。
 （ルツェルン泊）aly

9
ルツェルン08：00発B
チューリッヒ10：50発H
ヨーロッパ主要都市
14：35着　19：45発H

午前、バスにてチューリッヒ空港へ。
チューリッヒ空港より、航空機にてヨーロッパ主要都市へ。
着後、航空機を乗り継ぎ、帰国の途へ。
 （機中泊）ask

10 羽田または成田空港15：20着 
午後、羽田または成田空港に到着。着後、解散。
 kss

※日程表の時刻は羽田空港発着のフィンエアーの便を想定したものです。他の航空会社を
利用の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。

スイス最後の秘境ベルザスカ
スイス南部、イタリアとの国境近く
に位置するベルザスカの谷には、青
く透き通った清流が流れ、石造りの
家々が肩寄せあうように並びます。
昔ながらの素朴な生活の雰囲気を
今に残していることから、スイス最
後の秘境とよばれます。一般的な観
光地では味わえないスイスの素顔と
もいえる風景です。終日かけて谷に

点在する村や景勝地をゆっくりと訪
れます。

谷には驚くほど透明度の高い水が流れています

チェントヴァッリ景勝鉄道に乗車
百の谷という意味を持つ山間の絶景
ルート、チェントヴァッリ鉄道に全線
乗車します。左右には深い渓谷があ
り、ハイライトは高さ102メートル
の鉄橋。変化に富んだ景観をお楽
しみください。

写真のような鉄橋をいくつも渡り谷間を進みます

花咲く季節に2つの花の村を訪ねます
レマン湖畔のイヴォワールでは、中
世の城や城壁を季節の花々が彩る
様子をお楽しみください。そして春
から夏にかけて村中の建物や花壇、
道端が花で飾られ、その美しさから

花の村と呼ばれるグリメンツには3
連泊します。日に焼けて黒ずんだ木
造の家々と鮮やかな花々のコントラ
ストは見事です。

レマン湖畔の花の村イヴォワール木造の家とのコントラストが美しいグリメンツ

特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
なお、航空会社の指定および便の指定はできません。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。


