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名他出発l▲砧rム

パリではラデュレのマカロンクーポン付き▼
ローマではジェラートクーポン付き▼
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パリ・ローマ・フィレンツ豊

バルセロナ・マドリード

ブリュッセル・アムステルダム

ウィーン・ロンドン

貫周早期お申込みキャンペーン

60日前までにご予約完了の場合、

糀雷馬主8
※出発の60日前を切ってのコース変更、名前の訂正及び変更の場合は上記

割引は対象外となります。　※幼児は対象外です。
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60日前までに
ご予約完了の場合、

旅行代金より

85．000円聖
※出発の60日前を切ってのコース変更、名前
の雪丁正及び変更の土暑合は上記割引は対慮外
となります。　※幼児は対象外です。

彪咤多汐戸

特製の箱に入ったマカロン4個♪マカロンの種類、
箱は選べません。ラデュレ・シャンゼリゼ店にて。

山コ㌻■二に“ジェラードクーポン

王∴‾二二二∴二＿

田85．000円蓋

※対象区間．椙潤一アムステルダム閏の往復（ヨーロッパ内

区間は、座席が離れる場合があります。）　※2・3名での
ご予約に限ります。但し、2・3名だけの席とは限りません。
※通路側、窓側などのご希望はお受けできません。また事前

に座席番号の回答はできません。　※3名でご参カロの場合、
通路をはさんでの並び席または繹並びの組合わせになること
があります。　※乳児ベッド（バシネット）、牽いすなど特別
のご希望のない場合に限ります。　※ご出発当日、福岡空港
に集合後、利用便1．5時間前までに搭乗手続きをお済ませ下
さい。遅れた場合には並び席・お近く席のご用意が出来ない
場合があります。その際の返金はありません。※ビジネスク
ラスの場合は対象外です。　粟ご利用の機材により座席配置
が異なりますので、一例は参考としてご覧ください。　※満席

等により並び席・お近く席が手配できない場合があります。

オプショナルツアーは、それぞれの運行業者の所属する国（州）または地域の法に準拠して実施するものであり、当社の旅行条件は適用されません。また旅行規約【ま当社らがお客様
に完了となった旨を通知したときに成立します。※自由行動中などにお客様ご自身で申し込まれた、当社または現地指定企画・実施会社以外の現地オプショナルツアー参加中に生じ

た事故・傷害に関わる損害については、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。
■お申し込み　●日本出発の10日前（土・日・祝日含まず）までにお申し込み下さい。

※出発日の10日前を切ってから日本にて出発前にお申込みをされる場合、緊急手数料1．000円を申し受けます（手数料の返金はございません）。

■料金　●料金は2013年7月現在有効な料金です。現地事情により変更となる場合があります。●各ツアーに記載された嗣光に伴うバス代、ガイド（またはアシスタントまたは通

訳）料、入場料、チップ、食事代が含まれています。●子供料金は明記しているものを隙き、ツアー実施日を基準に、満2歳以上12歳未満に適用されます。
■ツアーの異旛　●明記された最少催行に満たない場合、ツアーは実行されません。●日本でご予約いただいた場合でも、ツアー最終決定は現地で行われます。●他のお客様と

一緒になる場合があります。●手配上の都合により最少催行人員に達していても実施できない場合があります。●現地祝祭日、特別行事などにより、目的となる観光箇所への入

場ができない場合、設定を中止する場合があります。●天候・天災・ストライキなど不可抗力の事由により、実施日・内容・スケジュールを変更、もしくはツアーを中止する場合があり
ます。●定員となりご希望のツアーにご参加いただけない場合があります。●所要時間、出発・帰着時間は現地事情により変更になります。

■九台・離散場所　●集合場所まで、および解散場所からの移動はお客様ご自身となります。

■その他　●掲載のオプショナルツアーでは、参加の取り消しには次の取り消し料が必要となります。●ミキトラベル実施日の（士・日・祝日・年末年始を含まず）3日前以降50％、2巳前以降は全顔。

㊦シティラマ社実施日の5日前20％、4日前40％、3日前以降全顔。●マイパス郎∂日本出発の7日前以降4日前まで30％、3日前以降2日前まで50％、前日以降は全額

●⑳GOLDENTOURS、コンサートチケット美術館のチケットはお申し込み後tl00％　㊧MEETlNGTHEFRENCH変更取消料として5日前以降100％
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パ闇発、オブシヨナ砂ツアーのご案内

毎日（12／25、1／Ll／6～24除く）07’30～約14時間
世界遺産ヴェルサイユ宮殿へ。鏡の間やアポ

世界遺産モンサンミッシェルへ。修道院見学　ロンの間などを日本語オーディオガイドを間
と島内の自由散策付き。（日本語ガイドオム　きながら自由散策。（食事なし）

レツの昼食付き）　　運行事業者ミキトラベル

（3～17歳）21，300円・（0～2歳〉17，700円

毎日（10／13除く）08：30～約14時間
※12／24、25、31、1／1は料金、条件が異なります。

フットレスト付きのゆったりパス利用。オム
レツの昼食とボンレヴェック村でノルマンデ
ィー料理の夕食付き（日本語ガイド付き）

運行事業者　ミキトラベル
、　、　＼・∴　∴　√　ご　　＿、、　L’　一、、’　■■■　　　・・、■　二

運行事業者　ミキトラベル

大人5，500円、（4～17歳）3，300円
毎日（12／24・31除く）19■00～約4時間

日本語テープでの案内を聞きながら美しく
ライトアップされたパリの主要観光スポッ
トを巡り、夜のセーヌ河クルーズを楽しめる
ロマンチックなツアーです。（クルーズは約
1時間／ハト一・パリジャンまたはパト一・ム
ーシュ／食事なし）　運行事業者シティラマ④

※オプショナルツアーの「ご案内・ご注意」は1ページをご覧下さい。
※特に記載があるものを除き最少催行人員1名

徒歩でルーヴルへ。サモトラケのニケ、モナリザ、ミロ
のヴィーナスは必見。軒！光後、ルーブル美術館内のカ
フェ・リシュリュー（アンジェリーナ）にてランチ。ルーヴ

ルで解散。（日本語ガイド付き）運行事業者ミキトラベル

［亘頭］大人23，000円、（4～17歳日3，800円

匹頭大人25，900円、（4～17歳）15，600円

静かな川面に浮かぶルネッサンスの古城シュ
ノンソー城、左右対称なつくりが印象的なシ
ャンポール域、シュヴェルニー城を巡ります。

（日本語ガイド付き／11月～3月のみ昼食付き）
運行事業者シティラマ㊥

パスティーユ広場近くの屋根付き市場アリー
クル広場のマルシェを日本語ガイドと巡る。市
場内のカフェでミントティー付き
最少催行：2名　運行事業者MEETINGTHEFRENCH㊧

響卜＝　‥二．・・
8，900円

月～土曜（ほ／25、1／1除く）

月～金曜14：OD（土曜は13‘00～）～約2時間

有名なパティスリーやショコラティ工、老舗のパン
屋さんも多いサンジェルマンエリアを日本語ガイ
ドと一緒にスイーツショップを巡りながら、試食し
たりおしゃべりしたりするツアー。訪れるショップ
はその日によって違います。（日本語ガイド付き）
最少催行：2名　　　運行手蔓者．M［訂NGmEFRENC嶋
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6 日 �8 日 �KLMオランダ航空利用 � �大韓航空利用 

月・木・土曜出発 � �毎日出発 

1 �1 �llO：25～11：05予定l福岡発す （アムステルダム乗継）す 麺頭重］パリ着。 ☆現地係員（現地語ドライバー チェックイン手続きはお客 　パリ泊□ � �匝垂頭］福岡発す 

（ソウル乗継）す 

匝垂堕］パリ着。 
）がホテルへ専用車でご案内。 

さま自身で行って下さい。 

園□ �パリ泊□固□ 
2 ； 4 �2 i 6 �匪司自由行動 �パリ泊厘□□ 

5 �7 �☆お客様自身にて空港へ。 追加代金にて「出発日送迎 匡画パリ発す （アムステルダム乗継）す 　機中泊函 �プラン」をご用青。 

□函 �復路のフライトが選べます ◎［亘垂頭］パリ発す ◎蜃∈重囲Ju発す 　機中泊囲□画 

6 �8 �匝室三重空至司福岡着解 　　認 �散 □□ �匝画頭重］ソウル着 匝直垂重要釘ソウル発す 匝垂三重垂福岡着解散固□□ 

※航空機・現地事情によりスケジュールが変更になる場合があります。

日本発着時の利用航空会社 �KLMオランダ航空 ���大韓航空 

出発日 �［画月七曜莞［画月・木・土曜発 ���毎日出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 

食　事 �囲朝食4回・昼食0回・夕食0回 
［麺画朝食5回・昼食0回・夕食0回 

最少催行人員 �2名 �添乗員 �同行しません。 
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冥ミ下記ホテルのいずれかとなり、ホテルの希望・指定はお受けできませんけ；；≒シャワーのみのお部屋になる喝合があります〃

◎カステイリオーネ

◎ノルマンディ

⑳マンサール
◎リッチモンドオペラ

⑳サン・ペテルプルグ

◎ドゥミニー・ヴアンドーム

◎マドレーヌ・プラザ

◎ル・ベラ
◎ミレニアム・オペラ

①ワシントンオペラ

◎ニューホテル・ロプラン

■出発日カレンダー～KLMオランダ航空利用～画月・土曜発匡画月・木・土曜発

チヤリング・クロス
ヴィクトリア
コロナ・オペラ
テイモテルリてレ・ロワイヤル

⑬テイモテル・ルリレープル
テイモテル・オペラ・マドレーヌ
マドレーヌ・オスマン
パヴイヨンサン・オーギュステイン
ベストウエスタン・ロンセレ一・オペラ

コンフォートオペラ・ドゥルオー
プラザ・オペラ
アストリア・オペラ
クオリティ・オペラ・サンラザール
ベルジェール・オペラ

2014年3月

「‾雨宮白面　～KLMオランダ航空利用～施行代金表　　　　　　　　　　　　　　　　　‾ ���������� � 
1人部屋 追加代金 �廷泊代金 （鞘食付） 

ホテル �コースコード �日数 �A �8 � �D �E � �G 

地区指定なし スタンダードクラス �臥‘P（8 �6 �17占．800 �178．800 �185．800 �202．800 �185．800 �209．800 �288．800 �24．000 �8．000 

tLllく8 �8 �188．800 �190．800 �203．800 �214．800 �203．800 �227．800 �304．800 �38．000 

オペラ地区 スタンダードクラス �【uPく0 �6 �182．800 �184．800 �193．800 �208．800 �193．800 �217．800 �294．800 �32，000 �8．000 

【18lIく0 �8 �198．800 �202．800 �215．800 �224．800 �215．800 �239．800 �318．800 �48，000 

オペラ地区 スーペリアクラス �【l●P（P �6 �193．800 �195′800 �216．800 �219．800 �218．800 �240．800 �317．800 �40．000 �10．000 

tuP（P �8 �213．800 �219．800 �250．800 �239．800 �250．800 �274．800 �351．800 �‘0．000 

アストラ・オペラ �臥▲l⊂▲ �6 �227．800 �258．800 �229．800 �235．800 �271′800 �275．800 �352，800 �80，000 �15．000 
tuP仏 �8 �257．800 �308．800 �259．800 �2°5．800 �323．800 �327．800 �404．800 �90，000 

ホテルリレテシア �【LiPくく �6 �249′800 �294．800 �251′800 �257，800 �279．800 �283′800 �380－800 �80′000 �20．000 
【L8Pくく �8 �289．800 �360．800 �291．800 �297．800 �335．800 �339．800 �418．800 �120，000 

スクリープ �tL‘PくS �6 �281．800 �293－800 �283，800 �289．800 �318′800 �320．800 �397．800 �118．000 �29，000 
札8P（S �8 �339．800 �357．800 �341．800 �347．800 �390．800 �394．800 �471．800 �174．000 

ハイアット マドレーヌ �tLiP（H �6 �284．800 �300．800 �285．800 �292．800 �357．800 �381．800 �438．800 �118．000 �29．000 

tL8P（H �8 �342．800 �388．800 �343．800 �350．800 �453．800 �457．800 �534．800 �174．000 

ご案内・ご注意 �※上記、旅行代金には空港税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）と現地空港税8．350円（エコノミークラス席利用の場 �燃油サーチャージ を含みます 合）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。 
※延泊代金は1吉8屋を2／3名でご利用いただく場合の1名様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要です。 

腰多野♭コ睾ロ㌔亭□㌔鼻□㌔曇□㌔書式〕■□㌔■□㌔■□㌔■□㌔■占㌔■□㌔●□㌔■□㌔l
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・サン・ラヴ叩ル断　雲蔓言霊；卜

◎　聖ポッ碑。　オペラ亨ルニエ

サントギュスタン広場　¢
○　も。00

成う．。ミック座

．一、二　。

議音伽ノ→畑・洪ルノー憫

リヴ才り通り

●国立図書館
◎

◎
ヴァンドアム広場

パレ・コワイヤル

0　　　●

◎　ピラミッド広場

パリの街をゆったり歩こうJ
凱旋門からシテ島ノートルダム寺院まで、どこにも立寄

らなければ歩いて約2時間。カフェやショップ、美術館な

ど立寄りながら、ゆったり街を歩く。歩き疲れたら、セーヌ

川から角度を変えてパリを眺めてみる。川沿いの建物が

ライトアップされて美しい夜のクルーズもステ牛。

帰㌣iyiだ

棺hotographeStむhさneさQuerbes，

◎タマリス⑳ア三才ット
◎キリヤードイクリ一・ゴブリン
⑳カンパニール・ラづイレット
⑳ヒポテルナシオン
◎コンフォートダヴナシオン
⑳テイモテル・モンパルナス

◎キリヤードベルシー・ヴィラージュ
①イリーアデ・モンマルトル
①フォレストラヴイレット

①メディアン・パリ・ボルトド
ヴェルサイユ

⑳ルレデュ・マレ

雷出発日カレンダー～大韓航空利用～匡至麺］毎日出発
2013年10月　　　　　　　　2013年11月 2013年12月

オペラ地区のデラックスホテル

1895年にリュミエール兄弟が映画を発

明した歴史ある建物。20－25ポの広さ
の客室も優雅な雰囲気。

サンジェルマン・デプレに滞布

オペラ地区のデラックスホテル

マルゼルブ通りに立地。20～25ポの広
さの客室も快適。

オペラ地区のスWぺリアホテル

セ一列ll左岸、サンジェルマン・デフレに立　オペラ地区のスーペリアホテル。館内
地。1910年創業のアールデコ様式のホ　WiFiFree。
テル。

2014年2月 2014年3月

Ⅶ　6瀾閲～大韓航空判断旅醐会衆馴掛減・舶一　馴 �����������蒋＝バリ20：うう～21 　　お1人6 ��1‥00発902億利用の場合 itlllll】ll闇jll ��� � � 
6 ホ‾ル　コースコード旧教　A　BLこ■‾　DiEiF　G■■■lEl■－ �������������ll■　＿‾ ���品琶 �廷泊代金 （朝食付） �：日 

／＼フ‾ 地区指定なし スタンタ－ドクラス �【K‘PCB �6 �184800 �170800 �179800 �179．800 �181．800 �181．800 �183，800 �190．800 �198．800【207．的0 ��207，800 �216．800 �248′800 �24′000 �も000 �士・目 口㌫ 仰00 

tK7Pく8 �7 �170800 �17d800 �188．800 �188．800 �187．800 �187．800 �190．800 �199．800 �204．800 �216．800 �213．800 �225．800 �255．800 �30．000 

オペラ地区 スタンダードクラス �川‘†く0 �6 �170800 �け6800 �187800 �187．800 �187．800 �187′800 �191－800 �198．800 �204．800 �215－800 �213．800 �224．800 �254－800 �32．000 �印00 

【K7Pく0 �7 �178800 �184800 �198．800 �198．800 �195．800 �195．800 �200．800 �209－800 �212，800 �228′800 �221．800 �235－800 �285．800 �4叩∞ 

オペラ地区 スーペリアクラス �【K‘P（P �6 �181800 �187800 �210，800 �210′800 �198，800 �198．800 �202．800 �221．800 �215．800 �238．800 �224′800 �247－800 �277′800 �40．000 �叫000 

【K7P（：P �7 �191．800 �197，800 �227．800 �227．800 �208，800 �208．800 �214．800 �238．800 �225．800 �255．800 �234．800 �264′800 �294．800 �50′000 

アストラ・オペラ �【K丘PtA �6 �197．800 �203′800 �203．800 �245，800 �214．800 �214．800 �247，800 �214′800 �231′800 �273．800 �240．800 �282β00 �312．800 �叫800 �15′080 
【K7PtA �7 �212′800 �218，800 �218，800 �271′800 �229′800 �229．800 �271′800 �229，800 �248′800 �299′800 �255，800 �308′800 �338′800 �7印∞ 

ホテル・ルテシア �【K‘Pくく �6 �219．800 �225．800 �225．800 �253．800 �23‘′800 �238′800 �253．800 �238．800 �253．800 �281′800 �282′800 �290．800 �320．800 �80．m �20．000 
【K7Pくく �7 �239800 �245800 �245′800 �281′800 �256′800 �256．800 �286．800 �256′800 �273′800 �309，800 �282，800 �318′800 �348′800 �1叫000 

スクリープ �【K併くS �6 �251800 �257．800 �257′800 �290，800 �288′800 �288，800 �282′800 �288′800 �285′800 �318′800 �294′800 �327－800 �357，800 �11印80 �29－000 
【K7P（S �7 �280，800 �2鋸．800 �286．800 �327′800 �297．800 �297，800 �314′800 �297，800 �314′800 �355．800 �323．800 �384′800 �394′800 �145，000 

ハイアット マドレーヌ �川肝（H �6 �254800 �280′800 �260．800 �331．800 �271，800 �271．800 �289′800 �271．800 �288．800 �359．800 �297．800 �388′800 �398．800 �11叫00 �29′000 

【K7PくH �7 �283′800 �289．800 �289．800 �379，800 �300．800 �300．800 �323，800 �300．800 �317，800 �407．800 �326，800 �418．800 �4鵬．800 �145．008 

ご案内・ご注意 �※上記、旅行代金には空港税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）と韓国旅客サービス料（1．900円）と現地空港税 �燃油サーチャージ を含みます 6，950円（エコノミークラス席利用の場合）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。 
※延泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく場合の1名様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍顔必要です0 
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