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■出発日カレンダー～KLMオランダ航空利用～　匡画月・土曜先回月・木・土曜発

2013年10月 2013年11月 2013年12月 2014年1月

ヒロナ＆マ咽：彊6・8日間 
6 �8 �KLMオランダ航空利用 

日 �日 �月・木・土曜出発 

1 �1 �10：25－11：05予定l福岡発す（アムステルタム乗継）ケ 
［：垂］川レセロナ着。 

☆現地係員（郷地語ドライバ」）がホテルへ専用車でご案内。 

バルセロナ泊□園□ 

2 �2 ； う �匝司自由行動　　　勅セロナ姻□□ 

う �4 �出発まで自由行動 

☆お客様自身にて駅へ。 
追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意。 

匡函川レセロナ発日払マドリード着（AVE／2等にて）。 
☆硯地係員（現地語ドライバー）がホテルへ専用車でご案内。 

マドリード泊園□□ 

4 �5 ～ �匝亘自由行動 
6 �マドリード泊厘□□ 

5 �7 �☆お客様自身にて空港へ。 

追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意。 

匡画マドリード発ナ（アムステルダム乗継）す 

機中泊画□懐 

6 �8 �担坦∃型福岡着解散　　　匪□□ 

※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 

出発日 �匝画月・土曜出発匪画月・木・土曜出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 

食　事 �匝画朝食4回・昼食0匝卜夕食0回 
匝画朝食6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 

バルセロナ→マドリード間は
スペイン新幹線AVEで移動♪

（2等／ツーリスタ）

1等（プレフエンデ）へ

アップグレードプラン

18，000円追加

※2等は2列＋2列の配列。1等は2列＋1列の配列で食事サービス付き。

※バルセロナーマドリード聞／約2時間40分。全室禁煙。

2014年2月 2014年3月

てルセロナ＆ �ピマドリード　6・8日間　～KLMオランダ航空利用～旅行代金表 ����������� �バルセロナ 延泊代金 （朝食付） �マドリード 延泊代金 （朝食付） 

大人・子供同書、 �■位：円 �����������1人缶産 道加代金 

ドリード） �コースコード �日数 �A �8 �C �D �E �F �G �；－ 

スタンダードク スタンダードク �ラス／ ラス �【L‘8D8 �6 �203′800 �208．800 �206′800 �233．800 �214，800 �218′800 �248．800 �320′800 �26．000 �7．000 �8．000 

【upD8 �8 �218′800 �219．800 �219′800 �246，800 �231，800 �237′800 �269′800 �341．800 �39．000 

スーペリアクラ スーペリアク �ス／ ラス �乱用DA �6 �213．800 �214′800 �214，800 �241′800 �224．800 �227′800 �284′800 �33d，800 �34．m �10．000 �7．000 

軋88DA �8 �232．800 �231．800 �231′800 �258′800 �246．800 �254′800 �294′800 �3“′800 �51′000 

マジェステイツ インターコンチネ �ク／ ンタル �臥朋川棚 �6 �274．800 �275′800 �292．800 �285′800 �294′800 �274．800 �285，800 �357．800 �82′000 �22′000 �19′000 

軋紬D州 �8 �317．800 �318′800 �341．800 �328′800 �351．800 �317．800 �328′800 �398．800 �123′000 

エル・パレス ウェステイン・ハ �／ ○レス �【l‘8DE �6 �296，800 �288′800 �313．800 �298′800 �314′800 �310．800 �383′800 �435，800 �92′000 �27′000 �19．000 

札88Dt �8 �350．800 �334′800 �372′800 �344′800 �373．800、 �371′800 �443，800 �515，800 �138′000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金に空港諸税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）と現地空港税7，000円は日本出発前にお申し込み店にて �燃油サーチャージ を含みます 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額必要です。 
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ロンドン発、オプショナルツアーのご案内…墓誌設㌫芸‾の「ご案内■ご注割は1ペ‾ジをご耶乱、0

ハリーボックースタジオ見学ツアー

ミュージカル＆プレシアターディナーセット

ミュージカルの本場、ロンドンウエストエンドにあるミュージ
カルと観劇前の夕食付き。（ガイド送迎なし／夕食付き）

18－00頃　指定レストランで夕食（2コース）
19：30頃　ミュージカル開演
22’30頃　ミュージカル終了後、解散

※現地事情によりレストランが変更になる場合があります。

大英博物館とナショナルギャラリー

大人4，200円、（11歳以下）無料

大人10，300円、

（5～15歳）9，400円・（3～4歳）3，100円　㊤

毎日（11／1ト15．12／25－26を除く）　●

世界最大級の博物館・大英博物館を、効率よ　世界的な大ヒット映画「ハリーポッター」の
く日本語ガイドがご案内（約2時間）。徒歩に　撮影舞台を見学。スタジオ内を自由見学（約
て、ナショナルギャラリーへ。ガイドがご案内　3時間）※ビデオ不可、カメラ可・※日本語オーディ　専

します（約1時間）。（日本語ガイド付き／食事　オガイドは別途追力n代金要・現地払い　　　　　．

漠∧画　　　1 �く　捌＿．唱－ ��‡レストラン1 �1事配司瀧臼‡ �ト　料金 

オペラ座の怪人 �ハ一・マ～ ステイー �ジェ 劇場 �PREZZO HAYMARKT （イタリアン） �月～金曜 �12，400円 

レ・ミゼラブル �クイーン 劇場 �ズ �LEONDE BRUXELLES （ベルギー料理） �月～木曜 �12，400円 

※送迎、アシスタント等は付きません　※座席の指定はできません。※お申込み時より変更取り消し

の場合は100％　※販売料金は、チケット料金と予約代行料を合わせた手配料金です。チケットに印刷
されている額面金額とは異なります。※劇場により、年齢制関があります。また、公演の妨げになるよ

なし）　　　　　運行事業者ミ朴ラベル　　　　　　　運行率業者GOLDENTOURS　●うな場合は退場させれる場合があります。

0ンドン＆／叫6・8日間～KLMオランダ航空利用～　」関目旦四四匹臨∴副

～KLMオランダ航空利用～匝巨画月虻土曜発匝画月・木・土曜発

2013年10月 2013年11月 2013年12月

0ンドン＆パリ6・88間～アシアナ航空利用～　　　「1ヽコ　紬巫　笥顎∴コB

～アシアナ航空利用～匡画月・水・木・土曜発匝萱画月・火・木・土曜発

2013年10月 2013年11月 2013年12月
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ロンドン＆パ �リ6・8日間 

6 日 �8 日 �KLMオランダ航空利用 �アシアナ航空利用 

月・木・土曜出発 �毎日出発 

1 �1 �匝垂亜垂頭福岡発す �匝重要亘］福岡発す 
（アムステルダム乗継）ケ �（ソウル乗継）す 

囲重囲ロンドン着 �匝亘圃ロンドン着 
☆現地係員（現地語ドライノト）がお出迎えし、ホテルへご案内 

ロンドン泊□園□l　ロンドン泊□圏□ 

2 �2 き �匝司自由行動　　　　ロンドン泊画□□ 

3 �4 �出発まで自由行動 

☆お客様自身にて駅へ。 
追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意 

匡画ロンドン発日払パリ着 
（ユーロスター2等 �こて／約2時間15分） 

☆現地係員（現地語ドライバ」）がお出迎えし、ホテルへご案内 

パリ泊画□□ 

4 �5 占 �匝亘自由行動　　　　　パリ泊画□□ 

5 �7 �☆お客様自身にて空港へ。 �出発まで自由行動 

追加代金にて「出発日送 �★お客様自身にて空港へ。 
迎プラン」をご用意 �追加代金にて「出発日送 迎プラン」をご用意 

午前パリ発す �「画面こて盲面事画 

（アムステルダム乗継）す �パリ発す 

機中泊固□固 �機中泊画題□ 

6 �8 �08：20－09：10予定l �（ソウル乗継）す 福岡看解散 �匝重要垂］福岡着解散 

瞞□□ �囲□□ 

※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。
※アムステルダム・ソウルでの乗継の手続きはお客様自身で行って頂きます。

日本発着時の 利用航空会社 �KLMオランダ航空 ��アシアナ航空 

出発日 �転回月・土曜出発 ��匝亘画月・水t木・土曜出発 
匝画月・木・土曜出発 ��転回月・火・木・土曜出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 
※パリのホテルは3～4ページをご覧下さい。 

食　事 �匝自画朝食4回・昼食0回・夕食0回 
匝亘画朝食6回・昼食〇回・夕食0回 

最少催行人員 �各コース毎に2名 �添乗員 ��同行しません 

※パリの出発日送迎プランは3ページをご覧下さい。
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ハイ仰木誓
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王立音楽学校
●　　ヴィクトリア・
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マ蝕クツジー潮家′乃ネタリウム　ラツ帥ス去声ふ‾

●大柳憫

ゥィクがjJ

がク仰げ。一ト

8本嘗大使館
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鍔ヅキジガム宮殿

●

ら二手・ii－シヨン●1・■

ピカデリ叫

㌔
よっィクトリア対lJ寸

ィ這．▲▲ユ基準リア釈

◎0

ラッセル地区

ウェストミンスター寺院　●

●・●

国会議事堂　F：、

日本大使館も近く

メイフェアに立地し、クリー
ンパークは目の前。全室ス
イートスリーパーベッド。

ロンドン中心エリアに滞在

ナイツブリッジ周辺に立地
し、ハロッズも徒歩圏内の
デラックスホテル。
※トリプル不可

0ラディソンブル・エドワーディアン・ケ二ルワース

0ラッセル
○アンバサダーズ・ブルームズベリ
○ホリデイインブルームズベリ

○プレジデント　　　　　◎インペリアル

○ロイヤルナショナル　◎タヴィストック
○ベッドフォード　　　　◎セントジャイルズ

ロンドン＆パリ　6・8日間旅行代金表～KLMオランダ航空利用～ ������������� �カレンクー　A 

大人・子供河無、学位：円 ホテル（ロンドン／パリ）コースコード日数IA　　B‾　■‾‾C　蔓　D　t　Elr　　G　t－： �������������1人部屋 追加代金 �ロンドン �パリ延泊代金 （閉会付） 

オペラ地区スタンダード／ ラッセル地区スタンダード �【LluB �6 �227．800 �227′800 �227．800 �228，800 �237，800 �235′800 �235′800　235．800 ��249．800 �322′800 �34′000 �9－000 �8′000 

【uu8 �8 �244′800 �244．800 �244′800 �247．800 �254′800 �255．800 �255．800 �255．800 �272．800 �345．800 �51．000 

オペラ地区スーペリア／ ラッセル地区スーペリア �tLもU仏 �8 �244′800 �244，800 �244′800 �251′800 �254．800 �258．800 �258．800 �258′800 �277′800 �350′800 �50．000 �15．000 �10，000 

別∬U仏 �8 �269，800 �289．800 �269－800 �282▲800 �279，800 �290．800 �290．800 �290．800 �315，800 �38臥800 �75．000 

パークレーン・シエラトン／ 　ホテルリレテシア �【L‘uP �る �264．800 �274，800 �274．800 �307，800 �274．800 �281．800 �290′800 �278′800 �288．800 �381，800 �72．000 �1占．000 �20．000 

【uW �8 �299，800 �314．800 �314．800 �387．800 �309，800 �324．800 �338－800 �31d．800 �331．800 �404．800 �108．000 

ジュメイラ・口一ンデス／ 　スクリープ �【l鳥LAJ �d �301′800 �301′800 �308，800 �317．800 �311，800 �320，800 �320′800 �310．800 �327，800 �400′800 �108′000 �125′000 �29．000 

臥81Al �8 �348．800 �346．800 �357，800 �382．800 �358．800 �373′800 �373．800 �359′800 �380．800 �453′800 �1d2，000 

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合） �燃油サーチャージ を含みます は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。 
※廷泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく場合の1名桜あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要です。 

ロンドン＆パリ　6・8日間旅行代金表～アシアナ航空利用～ ��������������� �カレンタ �クー　B 

爪テル（ロンドン／パリ）lコースコード日数　　A　l　B　　　　C　　　　D　】　E　　　　　F　　　　G　　　　　E ���������������1人部屋 追加代金 �ロンドン �（朝倉付） 

オペラ地区スタンダード／ ラッセル地区スタンダード �【Z‘u鳥 �る �159，800 �159′800 �1朗．800 �1紬′800 �169′800 �171．800 �174．800 �172′800 �180．800 �205．800 �248．800 �288，800 �34，m �9．000 �8．000 

【Z8u且 �8 �176，800 �178′800 �183．800 �183，800 �189．800 �188，800 �194．800 �191′800 �200．800 �222，800 �271′800 �311．800 �51′M 

オペラ地区スーペリア／ ラッセル地区スーペリア �【Z‘・lAA �8 �177′800 �177′800 �柑3，800 �183′800 �192．800 �188′800 �197′800 �195′800 �203月00 �222′800 �278′800 �316′800 �50′000 �さ15C∽ �10，000 

旺　u仏 �8 �202▲800 �202．800 �208．800 �208．800 �224′800 �213．800 �229．800 �228．800 �235，800 �247．800 �314．800 �354，800 �75．000 

パークレーン・シエラトン／ 　ホテル・ルテシア �【Z‘uP �8 �197．800 �207．800 �203′800 �213．800 �210′800 �218，800 �220，800 �251．800 �235′800 �242，800 �287′800 �327′800 �72．000 �16′000 �20′000 

旺8up �8 �232．800 �247．800 �238．800 �253′800 �250－800 �258．800 �283．800 �311▲800 �283－800 �277．800 �330．800 �370．800 �108．000 

ジュメイチローンデス／ 　スクリープ �【Z丘UU �d �234，800 �241′800 �240，800 �240′800 �244，800 �245′800 �259．800 �281．800 �285′800 �279．800 �326，800 �3舶′800 �10乳000 �25，080 �29′000 

【Z8UU �8 �279，800 �290．800 �285，800 �285．800 �293．800 �290－800 �312－800 �326．800 �318．800 �324．800 �379．800 �419，800 �162．000 

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 �（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6．950円 �臓油菅田摩周－ジ を含みます （エコノミークラス床利用の場合）は日本出発前にお申込み店 �こてお支払い下さい。 
※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額必要です。 

一丁『■．『＿『＿トl＿｛『｛■『l『ll攣l『＿『■『■■■＿■仁『申＿『．（・一　塁



顧慶の
票論議恵一　▲■－

パリに行くならスイーツ食べまくり㍗

「アンジェリーナ」のモンブラン、「ラデュレ」のマカロン、ジェラール・ミュ田、ピエー

ル・エルメ、ジャン＝ポール・工ヴァン、サダハル・アオキ‥・食べたいものを考えると

日にちが足りない（ノ凸、）・○

0　0　0　0　0　0　0　0　0　0　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　●　●　●　●

ブリュッセル

グランプラス近くに滞在して有名ショコラ

ティ工巡り♪もちろんベルギーワッフルも♪
ノイハウスやコディパだけじゃ

なく、レオ二タスやガレー、ヴィ

クメール、ピエール・マルコリー
二などベルギー・チョコレート

滞；㌫ウ冠等用のお土産

竺！竺耶でア鱒瑚三主1劃し＿」．■‾二’『占こ
ベルギー発祥のプラリネを最初につくった

のはノイハウス。

ワッフルも

食べ比べ♪
ベルギーワッフルには「りエージュタイ

プ」と「ブリュッセルタイプ」の2種類あ

るので食べ比べ。有名な「DANDOY

（タンドゥ
ベれます。

ブリュッセルタイプ（イメージ）



● ��リ＆ブリュッセル6・8日間 

6 日 �8 日 �KLMオランダ航空利用 

月・木・土曜出発 

1 �1 �10：25～11：05予定l福岡発◆（アムステルダム乗継）す 巨頭画パリ着 
☆現地係員（現地語ドライバー）がお出迎えし、ホテルへご案内 

パリ泊□㊥□ 

2 �2 主 �匝亘自由行動　　　　パリ泊薗□□ 

3 �4 �出発まで自由行動 

☆お客様自身にて駅へ。 

追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意 

匡画パリ発日払ブリュッセル着（タリス2等にて／約1時間25分） 
☆現地係員（現地語ドライバー）がお出迎えし、ホテルへご案内 

ブリュッセル泊画□□ 

4 �5 g �匝司自由行動　　ブリュッセル泊画□□ 

5 �7 �☆お客様自身にて空港へ。 

追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用恵 

匡画ブリュッセル発す（アムステルダム乗継ル 
機中泊画□囲 

6 �8 �08：20～09：10予定l福岡着解散 
園□□ 

※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。
※アムステルダム・ソウルでの乗継の手続きはお客様自身で行って頂きます。

日本発着時の 利用航空会社 �KLMオランダ航空 

出発日 �匝画月・土曜出発 
匝亘画月・木・土曜出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 
※パリのホテルは3～4ページをご覧下さい。 

食　事 �匪画朝食4回・昼食0回夕食0回 
匝自画朝食6回・昼食0回・夕食0回 

最少催行人員 �各コース毎に2名 �添乗員 �同行しません 

○
中央郵便局

モネ広場　　モネ劇場

（マヌカンビス）

〇　〇
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．ぜ
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サン・ミッシェル大■堂

●

0仁芋

ギルド・ハウス

し一
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課
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卓
て‾

●国会講事堂

公圃I帽　●

コンサートホ瑚ノ　＿＿イ一㌦、劇＿㌦血

去榊1世王立図書よ　晶

●

王立奨術蔑

●エクモン冨○

グランブラス

周辺エリア

アカ鼓し嘗ミ

ミ　●　も
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日漆大使館

●
●　　　　　　′′

下記ホテルのいずれ
希望・指定はお受けできません。

㌫シャワーのみのお部屋になる場合が
あります。

○チャーチュ・パレス

○フアン・ベル
○シャンポール
○クイーンアン
○ベッドフォード

○イビスオフ・クランプラス
0ベストウエスタン・

シティセンター

1出発日カレンダー～KLMオランダ航空利用～匝司月・土曜発匝萱司月・木・土曜発
2013年10月　　　　　　　　　2013年11月 2013年12月 2014年1月 2014年2月 2014年3月

ミリ＆ブリ �リュッセル6・8日間　旅行代盃 ���金去 ��������� � � 

大人・子供岡 ホテル（プ �楓、艶位：円 ��� ���������1人苦β犀 追加代金 �ブリュッセル �（朝食付） 

日数 �A �B �（二 �D �E �F �G �三　　　日 

スタン オペラ �ダードクラス／ 地区スタンダード �【 �L丘PD8 �8 �211′800 �214′800 �222，800 �224，800 �222，800 �228，800 �241．800 �314′800 �30．000 �7，000 �8．000 

【 �uPD8 �8 �226′800 �229′800 �240，800 �239，800 �240，800 �250′800 �288′800 �339′800 �45，000 

ラデイソ、 　ホ �ン・プル・ロイヤル／ テル・ルテシア �【 �ulPDR �d �281′800 �254′800 �257′800 �284，800 �271′800 �285′800 �278′800 �351′800 �70′000 �15′000 �20，000 

【 �uPD収 �8 �333．800 �289，800 �292′800 �299′800 �314′800 �335，800 �321′800 �394．800 �105′000 

メ ホ �トロポール／ テル・ルテシア �【 �uiPD州 �ム �280′800 �259，800 �281．800 �289．800 �275，800 �294′800 �282．800 �355．800 �78，000 �18′000 �20，000 

【 �uPD〟l �8 �331′800 �297′800 �299．800 �307．800 �321′800 �349，800 �328′800 �401．800 �114′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8．050円は日本出発前にお申込み店 �燃油サーチャージ にてお支払い下さい。 �を含みます 
※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借頗必要です。 

l＿徽「．■・「●●■■．ト■●し＿■■■雷「．■■■．●■■＿■●；■…●・す＿已…ア


