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カプレーゼ（イメージ）

彊I イタリア現地発、オプショナルツアーのご案内…≡喜≡詳議書票請書意」は1ページを

ローマ発 】k

カトリックの総本山サンピエトロ寺院、真実　術館。システィーナ礼拝堂では、ミケランジ
の口、コロツセオ（外観のみ）、トレヴイの泉　エロの最高傑作といわれるF最後の審判』も

などを観光。（日本語ガイド付き／食事なし）　ご覧いただけます。（日本語ガイド付き／食

運行事業者マイパフいイタリー　事なし）　　　運行事業者マイパスイタリー

オペラアリアと
カンツォーネ・ディナー

11，500円
】嶋 馨ナポリ

フィレンツェ発
がミ　ざ　、　　　．．　　　　こ1．

※対象コース　P6～7

フィレンツェ市内観光

大人7，400円　毎日（12／25、1／1除く）09：00～約3時間

ジオットの鐘楼、シ二ヨーリア広場、ベッキオ橋などを観光。（日本語ガイド付き／食事なし）
運行事業者　マイパス・イタリー

ボンベ欄日表芸‾ジ～－……3線ウプ三，三諾衛緒（一貫隻宴）
18，800円　　　　　魯　　毎日（月曜除く）08・15～16‥45

毎日（12／31除く）19．00～約3時間　　　毎日（12／25、1／1除く）07：00～約13時間　こイタリア・ルネサンス美術の宝庫ウフイツツイ

オペラアリアやカンツォーネをお楽しみ頂　ベスヴイオ火山の噴火により埋もれた町ボン
さながらイタリア料理の夕食。　　　　　ペイを見学しナポリも訪れます（日本語ガイ

運行事業者マイバス・イタリード付き／昼食付き）運行事業者マイパスイタリー

轢　ピサ半日観光
9，800円

毎日14．00～約4．5時間

蓋器琵憲詫言三富無蓋壷写荒諾意詳莞管だ鵠品
の時間をお申出下さい。　　運行事業者gt8　　　　　　　　　運行事業者マイハスイタリー
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ローマ　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 �匝至頭福岡莞す（アムステルダム乗継）す 
［：垂］ローマ着。 

☆現地係員（現地語ドライバー）がホテルへ専用彗 
でご案内。 

ローマ泊□囲□ 

2 i 4 �2 i 6 �匝亘自由行動 

ローマ泊画□□ 

5 �7 �1㌢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。 

直面ローマ発す（アムステルダム乗継）す 
機中泊画□馨 

6 �8 �匝垂垂重囲福岡着解散　　画□□ 

※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・土曜出発匝画月・木・土曜出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 

食　事 �匝頭朝食4回・昼食0回夕食0回 
匡巨画朝食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 

▲　■　　li 

艶謎t壬≡。．艶ホテル→空港間の送迎を追加します0 
霹声■芦声み呵r■憲二マ　　お1人6，000円 

フルンツェ　　おり、8，000円 

※現地語ドライバーがロビーにお迎えします。※空港でのチェックインは 
お客様眉身で行って頂きます。※出発の2主串間前までに2名様以上にてお 
申込み下さい。※取り消し料はツアー本体に準じます。 

●アウグストウス帝錮

クイリナーレ害●

●パンテオン　コロンナ害

バルベリーニ蔽

コロンナ広囁●　トレヴィの泉　「
．′　山■♂

●マ一二ヤナポリ広堰

トリオ・エマヌエーレ
記念革

号もβ／躍
・弓禁・′・・二　、

7㌔

●カビトリーノの丘

ヴェネツィア
ジョパンニランツア通り

一二∴／＼／＼了、、

●トライアーノ公用

テルミニ駅近くのスタイリッシュホテル ボルゲーゼ公園近くのデラックスホテル

訴畠ト′－V
※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。※シャワーのみのお部屋になる場合があります。

0ジェノヴァ　0ベストウエス
タン・アンプラパレス

○アウクスタ・ルチッラ・パレス

○ディアナ
○ベストウエスタンプレミア・

田イヤル・サンティーナ

○インベロ　○サンレモ　　◎トレステツレ

◎ガル　◎サンマルコ

◎マデイソン　◎ケネディ

◎セレナ　◎キャピトル
◎プリンチペ・デイ・ピ工モンテ
◎コロット　◎レプブリカ

■出発日カレンダー～KLMオランダ航空利用～［亘亘司月・土曜発匝亘司巨木∵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

ローマ　6・8自問　～KLMオランダ航空利用～旅行代金表 ������������ � 
1人許屋 �延泊代金 （朝食付） d′000 

ホテル スタンダードクラス �コースコード 【LIR（8 �日数 6 �　A 179，800 �　8 179．800 �‾‾■C 179．800 �　D 185．800 �　E 205′800 �198′800 �　G‾ 198，800 �223′800 �295，800 �追加代金 24′M 

【L8Rく8 �8 �191．800 �191′800 �191′800 �201．800 �217′800 �220′800 �220．800 �245，800 �317′800 �3d′000 

スーペリアクラス �【LiRくÅ �6 �192，800 �192，800 �192，800 �199，800 �218′800 �218．800 �216．800 �241．800 �313′800 �40，000 �10．000 
臥胱くA �8 �212800 �212．800 �212．800 �223．800 �238′800 �238．800 �238，800 �273′800 �345．800 �80′000 

ラディソン・ブル・エス �【LふRくR �6 �／ 258．800 �258′800 �258′800 �245．800 �288．800 �258′800 �258．800 �277′800 �349′800 �92，000 �23′000 
【L細くR �8 �304′800 �304′800 �304′800 �285，800 �314′800 �304．800 �304′800 �327．800 �399′800 �138．000 

ソフイテル・ローマ・ ヴィラ・ポルグーゼ �【lふRくS �6 �269．800 �289，800 �269．800 �282′800 �279，800 �297．800 �297′800 �308．800 �378，800 �100．000 �25．000 

臥描くS �8 �319．800 �319，800 �319．800 �342，800 �329′800 �363．800 �363，800 �372．800 �444．800 �150．m 

ご案内・ご注意
※上記旅行代金に空港諸税は含みません。福澗空港使用料（大人945円、子供472円）と現地空港税7．800円を別途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名あたりの代金です。1人部屋利用の唱合は倍額必要です。

燃油サーチャージ
を含みます
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！ �7＆フィレンツェ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 �閻福岡発す（アムステルダム乗継汁 ［：垂］ローマ着。 

☆現地係員（現地語ドライバー）がホテルへ専用車 
でご案内。 

ローマ泊□圏□ 
≡2 �2 ； 3 �医司自由行動　　　トマ姻□□ 

；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「復路送迎プラン」をご用意。 

匡画ローマ発つ駄フィレンツェ着（ユーロスターイタリア／2等にて） 

☆現地係員（現地語ドライバー）がホテルへ専用車 
でご案内。 

フィレンツェ泊画□□ 

4 �5 5 �匝司自由行動 
6 �フィレンツェ泊園□□ 

5 �7 �☆お客様自身にて空港へ。 

追加代金にて「帰国日送迎プラン」をご用意。 

［：垂］フィレンツェ発す（アムステルダム乗継け 

機中泊□□圏 

6 �8 �匝萱垂重囲福岡着解散　　　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。

日本発着時の利用航空会社 �KLMオランダ航空 

出発日 �匝頭月七曜出発匝画月・木・土曜出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 

食　事 �匝巨画朝会3回・昼食0回・夕食0回 
匝亘画朝食5回層会0回・夕食0回 

最少催行人員 �2名 

添乗員 �同行しません 

イタリア繭の移動は
ユーロスターイタリアにて♪

1等へアップグレードプラン

ローマ⇒フィレンツェ

4，000円追加

㌫2等は2列＋2列の配列。1等は

2列十1列の配列でドリンクサー
ビスあり。

ア力学芦ア珊髭、／く
●

考古博物餞●

⑬　三

一　●

サン・ロレンツ寸熱会

し‖ド纏準

レフップリカ

（共和国）広場
●

L鮒。」

アルビⅦツイ通り

パルジェッロ田立博鞠館
1●

∵シニヨリーア広場

●ヴェッギオ宮

●ウブイツツイ箋術館

・芸話芸言盗品
●

サントスピリト教会

●

サンタ・クローチェ緻合

図立国雫館●

中心地に立地するクラシックなホテル

中心地に立地。か
ってベルトリー二

家の住まいだった
19世紀のフィレ

ンツェ様式の建

物。

サンタマリアノベッラ駅近くのデラックスホテル

4階建てのトラ
ディショナルな
パラツツオスタ
イル。

猥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。※シャワーのみのお部屋になる拐合があります。

○クローチェ・ディ・マルタ
0ローマ
○ボスコロ・アストリア
○アトランティツク・パレス
○エンパシー
00ンドラ

○ボンチアー二
◎アラマ一二　◎クラブ

◎コロナ・ディクリア

◎アリナリ　◎レックス

◎サンジョルジョ＆オリンピック

◎ラ・ジョコング◎コルド一二

■出発日カレンダー～KLMオランダ航空利用～匡画月・土曜発匝萱図月・木上曜発

2013年10月 2013年11月 2013年12月 2014年1月 2014年2月 2014年3月

ローマ＆フィレンツェ　6・8日間　～KLMオランダ航空利用～旅行代金表 ������������ �ローマ 廷泊代金 �フィレンツェ 廷泊代金 

1人部屋 

コースコード �日数 �A �8 �C■‾■1 �D �E �F �G �H � �追加代金 �（朝食付） �（朝食付） 

スタンダードクラス／ スタンダードクラス �【LふRD8 �6 �189，800 �189′800 �202．800 �192′800 �215′800 �199′800 �199′800 �237．800 �309．800 �24′000 �8′000 �8，000 

【L8RD8 �8 �201′800 �201．800 �220．800 �208′800 �227′800 �216′800 �216′800 �280′800 �332′800 �38，000 

スーペリアクラス／ スーペリアクラス �札‘RDA �6 �200，800 �217′800 �217．800 �210′800 �226′800 �212′800 �229．800 �254，800 �328，800 �36，㈹ �10，000 �8，000 

札捕DA �8 �218′800 �235′800 �244．800 �234，800 �244′800 �230′800 �258．800 �287．800 �359，800 �54′M 

ラディソン・ブル・エス ホテル・パリヨーニ �【LiRDH �6 �258，800 �258．800 �258，800 �251′800 �288．800 �258′800 �258．800 �270′800 �342．800 �78′000 �23．000 �15′000 

札帥DH �8 �294′800 �294．800 �294′800 �289′800 �304．800 �294．800 �294．800 �310′800 �382，800 �114′000 

ラディソン・ブル・エス モンテベッロ・スフレンディッド憂 �【L丘RDm �6 �283，800 �283′800 �282．800 �258．800 �273．800 �283′800 �283′800 �298．800 �368，800 �84′000 �23′000 �19，000 

【L8R■D〟l �8 �305′800 �305′800董334′800300′800憂315′800 ����305′800　305′800 ��350′800 �422′800 �126′∝氾 

ご案内・ご注意
※上記旅行代金に空港諸税は含みません。福岡空港使用料（大人945円、子供472円）と現地空港税6，750円を別途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名あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要です。
燃油サーチャージ

を含みます

昂
・1・・＝！…一一■．一十戸。■：．■∴「巨■し「予■‥「・■工「二．■。「ニ■Li「∴■亡．「LT「。■し二■二・■．十■し＿．■亡■

∵＼

′
㌧
於
や
′量

「
L
D
関
目
・
ど
N
ト
も
ユ
ニ



やれ漣酎帯　革十十　染料旛

甘黙止誉順一、さし

三岡蕎＿ロ1－p’

離醇がが癖みます。ポッが－′つ畑．

→ノ血

．義麺琴
▼Gr‾，忘

送迎やき

．嗅空調妄●‾ヽ　▼

禦ぷ
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スペイン現地発、オプショナルツアーのご案内≡星雲…照返言霊望諾慧竺忘諾：

バルセロナ発

㌫∴∴十‾
火・木・土・日曜（12／25、1／1、1／6除く）

09．00～約4時間

バルセロナの観光スポットと、ガウディの
2つ傑作、ガウディ博物館とサグラダ・ファ
ミリアを訪ねるコース（日本語ガイド付き
／食事なし）　　　　　　運行率業者マイバス

』車二忘毎
火、水、木、土耀（ほ／24～26・31、川除く）14115～約3点時間

バルセロナ出身のピカソのピカソ美術館を
●　観光（日本語ガイド付き／食事なし）
●　※現地にてリコンプアーム必乳

最少催行　2名　運行事業者　マイバス

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

毎日（12／24・31除く）1845／20：30～約25時間

マドリード発
人員1名　　　　　　　　己も～

毎日（12／24、25、31、1／1、5、6隙く）
09・00－約3時間

上伸ド半日観光9，900円
毎日（12／24、25、31、1／1、5、6除く）

14：30～約4．5時間

マドリード市内の観光とプラド美術館を見学し「もし1日しかスペインに居れないのなら・
迷わずトレドへ行け」と言われた町トレドを
観光。（日本語ガイド付き／食事なし）

迎行軍業者．マイバス

ます（日本語ガイド付き／食事なし）

運行事業者　マイハス

七コピア硯光

11，500円

月・火・水・木・金曜（ほノ24、25、31、1／1、5、6除く）
07：45～約4．5時間 2α30～約3時間

崇競㌫●芳謡蒜諾旨…臣事謡讐雷雲昌石貨器謂篭悪EFコトレスベルメハスにてフラメンコのショーと
ンクリアもお楽しみ下乱、。（慧監）gt。：潮こてリコン謡驚新事業者マイパス‾付き。（送迎なし）　脈事錮

●●　●●　●●　●　●　●●　●●　●●●　●●　●●　●　●　●●　●●　●●　●　●　●●　●　●●　●●　●　●　●●●●　●●　●●　●●　●●　●　●
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ルセロナ　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予副福岡発ケ（アムステルタム乗継）す 
師着。 
1‡現地係員（現地語ドライバー）がホテルへ専用車でご案内。 

バルセロナ泊□園□ 
2 ！ 4 �2 i 6 �匝司自由行動　　　川レセロナ姻□□ 

5 �7 �☆お客様自身にて空清へ。 

追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意。 

匡画ノてルセロナ発す（アムステルダム乗継ル 

機中泊園□唾 

6 �8 �匝垂頭福岡着解散　　　届ロロ 

※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・土曜出発匝画月・木・土曜出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 

食　事 �匡画朝食4回・昼食0回・夕食0回 
匪画朝食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 

引ゞ一・ �　■ 　孟■ 笠品写；ンをご田 � �日本語スタッフが空港よりホテル へご案内。ホテルチェックイン、 H土l▼ 

六郷妻戸ナ　　　　　　マドリード■ 

お1人8，000円　　お一人9，000円 

※出発の2週間前までに2名様以上にてお申込み下さい。 　二二コ－盲 

ホテル→空港・駅間の送迎を追加します。

バルセロナ　　　　　　　　マドリこド

現地語トラ†／トのカ

お1人6，000円　　お1人7，000円

日本碩テ妄チタント†ほ　　　日華卸′ニスタン川上

お一人14，000円　　お一人16，000円

※現地語ドライバーがロビーにお迎えします。新空港でのチェックインはお

客様自身で行って頂きます。※出発の2週間前までに2名様以上にてお申
込み下さい。※取り消し料はツアー本体に準じます。

0　　　　＼

シャンプラ地区

ヽ、

、　＿

！・二二ャ駅

●ミロ美術館　　　′T’’

百二プ蛇二㌧一一‾‾

一一一＿琶藍覇

◎サブ；ジ弛ップ市場●

クエル郵●◎

＿一一一一一一一‾

●カテドラ憮†

雪⑳○
レイアール広場

海洋博物屠●　コロンブス喝屑レー〆√

ロ←プウェイ

ノ　　　　◎◎

カサミラやカサバトリョは徒歩圏内

グラシア通りに立地。客室も落∵「㌣「
ち着いた雰囲気で快適。

1919年創業のクラシックホテル

クランピア・デ・レ・コルツ・
カタラネス通りに立地す
る1919年創業のクラ
シックホテル。2000年

「　に全面改装。スパあり

■一㌢．＿＿＿1喜三三三三千　巨≡－

◎ヴィア・アウクスタ　　　　◎オアシス

◎アブシス・サン・アンへ□　⑳レへンシア・コロン
◎テアトル・オーディトリ　　申リアルト

◎サン・アクステイ
⑳メディウム・モネガル
◎サンタ・マルタ
◎アクタ・バルセロナ40

◎メゾンカスティーリヤ
⑳アルク・テランブラ

◎アラネア
◎アダージオ
◎トラベセラ
◎A．B．ビラドマット

ェキスポ　0アペニータ．パレス　　雪空与ヒ±・サン・パウ
ア八・サンツ0ノUレセロ・サンツ

コロン　　○コテイコ

HlOマリーナ・バルセロナ
メディウムシティ

アッテイカ21バルセロナ・マール

バルセロナ　6・8日間　～KLMオランダ航空利用～旅行代金表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一 ����������� � 

大人・子供丙血、書位：円 �����������1人部屋 �延泊代金 （嘲幾何） 

ホテル �コースコード �日華文 �A �8 �‾‾C∵ �D �E �r �G �レ一　　　日 �追加代金 

スタンダードクラス �軋引托8 �6 �175′800 �179′800 �179．800 �208．800 �194′800 �202800 �220800 �292800 �28000 �7．000 

乱用印 �8 �187′800 �193，800 �193，800 �220．800 �218800 �230800 �／ 242800 �J 314800 �42000 

旧市街 スタンダードクラス �【l‘8（0 �6 �182，800 �180′800 �180′800 �207，800 �195′800 �211，800 �／ 221800 �J 293800 �32000 �8′000 

軋沌（0 �8 �198．800 �194，800 �194′800 �221．800 �217800 �243800 �243800 �J 315800 �48000 

スーペリアクラス �tL‘8くA �6 �187′800 �190．800 �190′800 �2け′800 �／ 210．800 �218′800 �238800 �308800 �40000 �10，000 
【L88（Å �8 �205′800 �210．800 �210′800 �237′800 �240．800 �250800 �286800 �l 338800 �dOOOO 

マジェスティック �軋引托助 �6 �263．800 �252．800 �252．800 �282′800 �287．800 �263．800 �J 2°2800 �334800 �88000 �22．000 
軋細く州 �8 �313．800 �296′800 �298′800 �306．800 �347800 �313800 �J 308800 �J 378800 �132000 

エル・パレス �【L‘8く【 �6 �289．800 �273．800 �273′800 �283，800 �274′800 �289′800 �365800 �437800 �108000 �27′000 
m細く【 �8 �353，800 �327．800 �327′800 �337′800 �328′800 �353，800 �／ 461．800 �533．800 �182′000 

ご案内・ご注意

※上記旅行代金に空港諸税は含みません。福岡空漕施設使用料（大人945円、子供472円）と現地空港税6．850円は日本出発前にお申し込み店にて

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額必要です。

燃油サーチャージ
を含みます
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