
現地事情により変更となる場合があります。 

(株)ミキ・ツーリスト 

 ドイツ・フランクフルト発 12/3～12/17限定 

 

  
クリスマスバス 世界遺産の大聖堂・ケルンと水城ザッツファイ 

 知られざるクリスマスマーケット！［みゅう］のクリスマスバス 

★安心日本語アシスタント付バスツアー！ 

★世界遺産の大聖堂と色々なテーマのクリスマスマーケット！ 

★騎士の城で開催されるクリスマスマーケット！ 

 

料金    大人 \9,400  子供 \5,300 

催行日   2017/12/3, 12/10, 12/17 

所要時間  約 11時間 45分 

※バス代、日本語アシスタント代、古城ザッツフェイのクリスマ

スマーケットへの入場代、チップ、税金が含まれます。 

※昼食、夕食は含まれません。※変更取消料として、参加日の

（土日祝祭日を除く）3 日前からは 50％、2 日前からは 100％を

申し受けます。※天候、交通渋滞などにより、到着時間に遅

延、また行程内容に変更が生じる可能性があります。 

※混雑が予想されますので、マーケット会場でのスリ・ひったく

りには十分ご注意ください。 

スケジュール（目安） 

08:45  フランクフルト中央駅構内スターバックス前集合 

09:00  フランクフルト発 

11:30  ケルン着 

お好きなクリスマスマーケット（市内 8か所）を自由に

お楽しみください 

15:30  ケルン発 

16:30  ザッツファイ着 

古城のクリスマスマーケット 

17:45  ザッツファイ発 

20:45  フランクフルト中央駅着後、解散 

ケルン☆市内で開催される個性的なクリスマスマーケット 

世界遺産でもあるゴシック様式の世界最大の大聖堂があるケルン。 

大聖堂の横には美術工芸家の屋台、ノイマルクトの星空のイルミネーションが輝くマーケット、チョコレート博物館付近の曲芸

師や道化師、楽師などによる中世のクリスマスマーケット、ルドルフ広場では子供が喜ぶメルヘンマーケット、素朴な趣きの旧

市街のハインツェル小僧マーケットといった個性的なクリスマスマーケットが開催されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ザッツファイ☆水濠に囲まれた騎士の城で開催されるクリスマスマーケット 

室町時代に築城されて以来、今も城主が住まわれているザッツファイ城。水濠に囲まれた佇まいは、まさに騎士の城と呼ぶに

ふさわしい趣です。中庭で開催されるクリスマスマーケットは、オーナメントのほかに食べ物の屋台も多く、中世の雰囲気を感

じながら楽しんでいただけます。 
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現地事情により変更となる場合があります。 

(株)ミキ・ツーリスト 

 ドイツ・フランクフルト発 12/1～12/21限定 

 

  
メルヘン・クリスマスバス シュトゥットガルトとエスリンゲン 

 今年も登場！［みゅう］のクリスマスバス 

★安心日本語アシスタント付バスツアー！ 

★1日で 2つのクリスマスマーケットを訪問！ 

 

 

料金    大人 \9,400、子供（3～11歳）\5,300  

催行日   2017/12/1, 12/8, 12/15, 12/21 

所要時間  約 12時間 

※バス代、日本語アシスタント代、チップ、税金が含まれます。 

※昼食、夕食は含まれません。 

※変更取消料として、参加日の（土日祝祭日を除く）3日前からは

50％、2日前からは 100％を申し受けます。 

※天候、交通渋滞などにより、到着時間に遅延、また行程内容に

変更が生じる可能性があります。※混雑が予想されますので、マ

ーケット会場でのスリ・ひったくりには十分ご注意ください。 

スケジュール（目安） 

08:00  フランクフルト中央駅構内スターバックス前集合 

08:15  フランクフルト発 

11:45  エスリンゲン着 

中世風のクリスマスマーケット 自由散策 

13:45  エスリンゲン発 

14:30  シュトゥットガルト着 

世界最大のクリスマスマーケット 自由散策 

17:15  シュトゥットガルト発      

20:00  フランクフルト中央駅着後、解散  

シュトゥットガルト☆ドイツの三大クリスマスマーケットの 1つで世界最大のクリスマスマーケット 

ベンツやポルシェの街と知られるシュトゥットガルトでは、毎年世界最大規模のクリスマスマーケットが開催されています。さま

ざまなテーマで細部まで丁寧に飾り付けられた 300 軒近い屋台は圧巻で、木製の小屋には可愛らしいオーナメントやサンタク

ロース、天使が飾られ,クリスマスの雰囲気を盛り上げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エスリンゲン☆南ドイツで最も美しい中世風クリスマスマーケット 

ネッカー川のほとりにたたずむエスリンゲンは、美しい木組みの家々と香り高いワインで知られる街。市街地を 囲む丘には木

造の城壁が、市内にはドイツ最古 といわれる木組み家屋が残っています。中世の面影を色濃く残すこの街のクリスマスマー

ケットは、ドイツでも珍しい中世スタイル。中世の職人の工房や食堂が再現され、中世の騎士や吟遊詩人の歌声がクリスマス

マーケットに華を添えています。 

 

 

 

 

 

 

 



現地事情により変更となる場合があります。 

(株)ミキ・ツーリスト 

 ドイツ・フランクフルト発 12/5～12/23限定 

 

  クリスマスバス 世界遺産ストラスブールと 
陶器の町スフレンハイム クリスマスプレゼント付き！ 

 今年も登場！［みゅう］のクリスマスバス 
★安心日本語アシスタント付バスツアー！ 

★フランス最古のクリスマスマーケット、クリスマスの都ストラスブールを訪問！ 

★かわいい陶器の町スフレンハイムに立ち寄り！ 

 

料金    大人 \9,400  子供 \5,300 

催行日   2017/12/5, 12/12, 12/19, 12/23 

所要時間  約 11時間 45分 

※バス代、日本語アシスタント代、チップ、税金が含まれます。 

※昼食、夕食は含まれません。 

※変更取消料として、参加日の（土日祝祭日を除く）3 日前から

は 50％、2日前からは 100％を申し受けます。 

※ストラスブールは旧市街にバスを駐車することができません

ので、行きは旧市街まで徒歩、帰りはトラム移動となります。 

※天候、交通渋滞などにより、到着時間に遅延、また行程内容

に変更が生じる可能性があります。 

※混雑が予想されますので、マーケット会場でのスリ・ひったく

りには十分ご注意ください。 

スケジュール（目安） 

08:00  フランクフルト中央駅構内スターバックス前集合 

08:15  フランクフルト発 

10:45  スフレンハイム着 

12:00  スフレンハイム発 

12:45  ストラスブール着  

     ＊ストラスブールでの離団も可能です。 

16:30  ストラスブール発 

19:45  フランクフルト中央駅着後、解散 

※国境を超えますので、パスポートをご用意ください 

スフレンハイム☆フランス・アルザス地方の温かみあふれる陶器の町 
ドイツ国境近くアルザス地方のスフレンハイムは、ハンドメイドの素朴で伝統的な陶器で有名です。柔らかでカラフルな色使い
の陶器はついついいくつも買いたくなってしまうほどの可愛らしさ。スフレンハイムには十数軒のお店が並び、それぞれ個性あ
る陶器を作り出しています。お気に入りをぜひ探してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストラスブール☆かわいい木組みの家が立ち並ぶフランスで最も有名なマーケットへ 
ヨーロッパの十字路として栄えてきたストラスブールには、ノートルダム大聖堂やプティット・フランスといった多くの見どころが
あります。1570 年より開催されているフランス最古のクリスマスマーケットはとくに有名で、市内のいたるところにマーケットが
登場し、ドイツでは見られない雑貨やかわいいオーナメント、スイーツや特産品も楽しめます。ドイツとは一味違う、クリスマス
時期にお勧めの注目度 No.1のクリスマスマーケットです。 

 

 

 

 

 

 

 



現地事情により変更となる場合があります。 

(株)ミキ・ツーリスト 

 ドイツ・フランクフルト発 12/2～12/23限定 

 

  
ロマンチック・クリスマスバス ニュルンベルクとローテンブルク 

 今年も登場！［みゅう］のクリスマスバス 

★安心日本語アシスタント付バスツアー！ 

★1日で 2つのクリスマスマーケットを訪問！ 

★フランクフルト発着に加えて、フランクフルト発ミュンヘン着の移動も可能！ 

★フランクフルト往復でもミュンヘンへの移動でも同額、しかも個人での列車移動よりお得な料金！ 

 

料金    大人 \9,400 、子供（3～11歳）\5,300 

催行日   2017/12/2～12/23の月、水、土及び 12/22 

所要時間  約 13時間 

※バス代、日本語アシスタント代、チップ、税金が含まれます。 

※昼食、夕食は含まれません。 

※変更取消料として、参加日の（土日祝祭日を除く）3日前からは

50％、2日前からは 100％を申し受けます。 

※天候、交通渋滞などにより、到着時間に遅延、また行程内容に

変更が生じる可能性があります。 

※混雑が予想されますので、マーケット会場でのスリ・ひったくり

には十分ご注意ください。 

スケジュール（目安） 

07:15  フランクフルト中央駅構内スターバックス前集合 

07:30  フランクフルト発 

11:00  ニュルンベルク着 

世界一有名なクリスマスマーケット 自由散策 

13:30  ニュルンベルク発 

15:15  ローテンブルク着  

ロマンチックなクリスマスマーケット 自由散策 

17:30  ローテンブルク発 

     ＊ミュンヘン行バスに乗り換え可能＊ 

20:15  フランクフルト中央駅着後、解散  

ニュルンベルク☆世界的に有名なクリスマスマーケット・クリストキンドレスマルクト 

ドイツで最も美しいクリスマス市の一つといわれ、聖母教会、美しの泉、聖ローレンツ教会といったゴシック様式の建造物がより

一層ロマンチックな雰囲気を醸しだしています。中央広場には屋台がびっしり立ち並び、中世職人広場では職人による実演も

あり、まさにクリスマス都市ならではの様相です。クリスマス時期のドイツ観光にニュルンベルクへの訪問は欠かせません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローテンブルク☆「中世の宝石箱」とよばれるクリスマスマーケット 

絵本の 1 ページのように可愛らしい街並みの中で開かれるローテンブルクのクリスマスマーケットは、ドイツで最もロマンチック

で魅力あるクリスマスマーケットといわれています。おとぎの世界さながらのクリスマスマーケットではフランケン地方のさっぱり

した白グリューワインやローテンブルク名物シュネーバル（スノーボール）という揚げ菓子も楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 



現地事情により変更となる場合があります。 

(株)ミキ・ツーリスト 

 ドイツ・ミュンヘン発 12/2～12/23限定 

 

  
ロマンチック・クリスマスバス ニュルンベルクとローテンブルク 

 今年も登場！［みゅう］のクリスマスバス 

★安心日本語アシスタント付バスツアー！ 

★1日で 2つのクリスマスマーケットを訪問！ 

★ミュンヘン発着に加えて、ミュンヘン発フランクフルト着の移動も可能！ 

★フランクフルト往復でもミュンヘンへの移動でも同額、しかも個人での列車移動よりお得な料金！ 

 

料金    大人 \9,400、子供（3～11歳）\5,300 

催行日   2017/12/2～12/23の月、水、土及び 12/22 

所要時間  約 13時間 

※バス代、日本語アシスタント代、チップ、税金が含まれます。 

※昼食、夕食は含まれません。 

※変更取消料として、参加日の（土日祝祭日を除く）3日前からは

50％、2日前からは 100％を申し受けます。 

※天候、交通渋滞などにより、到着時間に遅延、また行程内容に

変更が生じる可能性があります。 

※混雑が予想されますので、マーケット会場でのスリ・ひったくり

には十分ご注意ください。 

スケジュール（目安） 

08:00  ミュンヘン中央駅構内スターバックス前集合 

08:15  ミュンヘン発 

10:45  ニュルンベルク着 

世界一有名なクリスマスマーケット 自由散策 

13:30  ニュルンベルク発 

15:15  ローテンブルク着 

ロマンチックなクリスマスマーケット 自由散策 

17:30  ローテンブルク発 

     ＊フランクフルト行バスに乗り換え可能＊ 

21:00  ミュンヘン中央駅着後、解散  

ニュルンベルク☆世界的に有名なクリスマスマーケット・クリストキンドレスマルクト 

ドイツで最も美しいクリスマス市の一つといわれ、聖母教会、美しの泉、聖ローレンツ教会といったゴシック様式の建造物がより

一層ロマンチックな雰囲気を醸しだしています。中央広場には屋台がびっしり立ち並び、中世職人広場では職人による実演も

あり、まさにクリスマス都市ならではの様相です。クリスマス時期のドイツ観光にニュルンベルクへの訪問は欠かせません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローテンブルク☆「中世の宝石箱」とよばれるクリスマスマーケット 

絵本の 1 ページのように可愛らしい街並みの中で開かれるローテンブルクのクリスマスマーケットは、ドイツで最もロマンチック

で魅力あるクリスマスマーケットといわれています。おとぎの世界さながらのクリスマスマーケットではフランケン地方のさっぱり

した白グリューワインやローテンブルク名物シュネーバル（スノーボール）という揚げ菓子も楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 



現地事情により変更となる場合があります。 

(株)ミキ・ツーリスト 

 ドイツ・ミュンヘン発 11/25～12/23限定 

 

  ノイシュヴァンシュタイン城とヴィース教会、 
バート・テルツのクリスマスマーケット 

 今年も登場！［みゅう］のクリスマス・シーズン限定ツアー 
★安心日本語アシスタント付バスツアー！ 

★絶対行きたい人気 No.1観光地ノイシュヴァンシュタイン城 

★公共交通では行きにくいけれど必見の世界遺産ヴィース教会 

★バイエルンの保養地バート・テルツのクリスマスマーケット 

料金    大人 \12,000、子供（3～11歳）\8,000 

催行日   11/25, 11/26 と 11/27～12/23の火、木、金 

所要時間  約 11時間 

※バス代、日本語アシスタント代、ノイシュヴァンシュタイ城の入場

料、チップ、税金が含まれます。※昼食、夕食は含まれません。時

間が限られているためレストランでの昼食時間が取れない場合が

あります。※ホーエンシュヴァンガウからノイシュヴァンシュタイン城

までは徒歩移動となります。積雪が予想されますので、歩きやすく

滑りにくい靴でご参加ください。※ノイシュヴァンシュタイン城は、特

別行事により内部見学ができない場合があります。※ヴィース教

会は宗教行事により予告なく内部見学ができない場合がありま

す。公式ガイドツアー中またはミサ中の訪問の場合は、内部を自由

に見て回ることはできず見学は入口付近からのみ可能です。写真

撮影も禁止されます。※混雑が予想されますので、マーケット会場

でのスリ・ひったくりには十分ご注意ください。※天候、交通渋滞な

どにより、到着時間に遅延、また行程内容に変更が生じる可能性

があります。※バート・テルツの駐車場からクリスマスマーケットま

で多少歩いていただく必要がございます。※変更取消料として、参

加日の（土日祝祭日を除く）3日前からは50％、2日前からは100％

を申し受けます。 

スケジュール（目安） 

07:45  ミュンヘン中央駅構内スターバックス前集合 

08:00  ミュンヘン発 

11:45頃  ノイシュヴァンシュタイン城見学 

14:00  ホーエンシュヴァンガウ発 

14:40  ヴィース教会着  

15:10  ヴィース教会発 

16:30  バート・テルツ着 

18:15  バート・テルツ発 

19:30  ミュンヘン中央駅着後、解散 

 

 

ノイシュヴァンシュタイン城☆一度は訪れたい夢の白鳥城 
ドイツで一番人気のある白亜の城、ディズニーランドのシンデレラ城のモデルになったともいわれているノイシュヴァンシュタイ

ン城。冬の幻想的な姿は特に美しいたたずまいを見せています。 

ヴィース教会☆ドイツが誇る美しき奇跡の巡礼教会 
草原の中にたたずむロココ教会の中で最も壮麗で美しい世界遺産ヴィース教会は「天から降ってきた宝石」と讃えられるほど

で、美しい内部は必見です。 

バート・テルツ☆バイエルン地方の田舎のクリスマスマーケットへ 
保養地で知られるバート・テルツ。メインストリートには 18 世紀に建てられたバロック様式の可愛らしい壁画の家が立ち並び、

その間にクリスマスの屋台がひしめいています。牧歌的なクリスマスマーケットはどこか懐かしさを思い出させてくれます。 

 

 

 

 

 

 

 


