
人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 1名 453ユーロ、2名 259ユーロ、3名 195ユーロ、4名 160ユーロ、5名 140ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 8:45～9:00頃　ブリュッセル中央駅スターバックス前
所要時間 約8～9時間
解　散 ブリュッセル中央駅

ブリュッセル発
日本語ガイドと列車で行く　選べる1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

《アントワープとブルージュ、アントワープとメッヘレン》※アントワープのノートルダム大聖堂は予告なく閉まる場合があります。日曜と祝日は13:00頃迄は入場できないため、行程および訪問都市の順
序を変更する可能性があります。（日曜ではない祝日＝4/2、5/1・10・21、7/21、8/15、11/1）
《ゲントとブルージュ》※聖バーフ教会は、予告なく閉まる場合があります。月曜と祝日は13:00以降の入場となります。冬季の日曜日などゲントの聖バーフ大聖堂が午前にクローズする場合は、行程
および訪問都市の順序を変更する可能性があります。
《共通》※電車スケジュールは変更される場合があります。※各都市の観光箇所のオープン状況や混雑度合、天候などによりルート変更となる場合があります。※電車の遅延などにより観光時間が短
縮される可能性があります。予めご了承ください。※タイヤの大きい折り畳み式ベビーカーや折り畳み式車椅子はご参加いただけますが、一部通れない箇所(石畳の路地、トラムの線路等)がありま
す。観光の範囲が限られますのでご了承ください。※記載のない入場料は含まれていません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

※電車スケジュールは変更される場合があります。※各都市の観光箇所のオープン状況や混雑度合、天候などによりルート変更となる場合があります。※電車の遅延などにより観光時間が短縮される可
能性があります。予めご了承ください。※タイヤの大きい折り畳み式ベビーカーや折り畳み式車椅子はご参加いただけますが、一部通れない箇所（石畳の路地、トラムの線路等）があります。観光の範
囲が限られますのでご了承ください。※ノートルダム大聖堂は予告なく閉まる場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

料　金 1名 330ユーロ、2名 177ユーロ、3名 124ユーロ、
 4名    95ユーロ、5名    77ユーロ　
催行日 毎日（12/24・25・31、1/1、日曜午前を除く）
出　発 9:00、13:00　ブリュッセル中央駅スターバックス前
所要時間 約4時間
解　散 ブリュッセル中央駅

「フランダースの犬」の舞台アントワープ
9:01/13:01 電車で出発▶9:51/13:51 アントワープ中
央駅着、美しい駅舎も必見です。▶トラムで市内中心
部へ▶少年ネロがあこがれたルーベンスの絵がある
ノートルダム大聖堂（入場）、マルクト広場、市庁舎、

ブリュッセル発 BE317

日本語ガイド 1名催行

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイドと列車で行く アントワープ半日観光

ギルドハウス、フルン広場、ネロとパトラッシュの像など市内観光▶
12:09/16:09 電車でブリュッセルへ▶12:57/16:57 ブリュッセル着

08:53 ブリュッセル発
09:30 アントワープ着後、トラムで市内中心部へ
10:00 ノートルダム大聖堂（入場）、マルクト

広場や市庁舎など市内観光
11:30頃 市内中心部からアントワープ駅へ
12:06 電車でブルージュへ
13:34 ブルージュ駅着、市内中心部まで徒歩（約30分）
 自由昼食時間の後、ベギン会修道院、

ブルグ広場、マルクト広場など観光
16:31 ブルージュ駅発
17:39 ブリュッセル着

09:00 ブリュッセル発
 アントワープ着後、トラムで市内中心部へ
10:00 ノートルダム大聖堂（入場）、マルクト広場

や市庁舎など市内観光の後、自由昼食時間
13:00頃 市内中心部からアントワープ駅へ
13:30 電車でメッヘレンへ
14:00 メッヘレン着後、聖ロンバウツ大聖堂、

市庁舎、グローテマルクトなど市内観光
16:15 メッヘレン駅発
17:00 ブリュッセル着

アントワープとブルージュ 1日観光 BE312 ゲントとブルージュ 1日観光 BE314 アントワープとメッヘレン 1日観光

「フランダースの犬」の舞台アントワープと
水の都ブルージュ

09:00 ブリュッセル発
 ゲント着後、トラムで市内中心部へ
10:00 聖バーフ大聖堂（入場）、鐘楼、聖ニコラス

教会など市内観光
11:30 電車でブルージュへ
12:30 ブルージュ駅着、市内中心部まで徒歩（約30分）
 自由昼食の後、ベギン会修道院、ブルグ

広場、マルクト広場など観光 
15:30 ブルージュ駅発
17:00 ブリュッセル着

「神秘の子羊」で有名なゲントと
水の都ブルージュ

「フランダースの犬」の舞台アントワープと
カリヨンの音響くメッヘレン

BE316

貸切日本語ガイドと歩く ブリュッセル・ハイライト
半日ウォーキングツアー

ブリュッセル発 ［運行会社］MIKI TRAVELBE310

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 248ユーロ、2名 130ユーロ、3名 95ユーロ、
 4名    77ユーロ、5名    65ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 9:00、13:30　ブリュッセル中央駅スターバックス前
所要時間 約3時間
解　散 ブリュッセル中央駅

※天候や現地事情によりルートが変更になる場合があります。※ベビーカーや折り畳み式車椅子
でのご参加は可能ですが、一部通れない箇所（グランプラス付近）があります。※変更取消料と
して、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

効率よく見どころ観光　名物ワッフルも！
9:00/13:30 出発▶9:10/13:40 グランプラス、小便小
僧、王宮、サン・ミッシェル大聖堂、ギャラリー・サ
ンチュベール、途中名物ワッフルをお召し上がりいた
だきます。▶12:00/16:30 終了

プライベート
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

日本語ガイドと専用車で行く 
ガースベーク城とブリューゲル街道の村 半日観光

ブリュッセル発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※車とガイドの拘束時間は3時間です。拘束時間を超えるリクエストの場合は超過料金が発生しま
す。※天候や交通状況など現地事情により、行程やルートの変更が生じる可能性があります。 
※ガースベーク城は城門から城の入口まで徒歩10分程度かかります。※変更取消料として、参加
日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

BE311

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 537ユーロ、2名 263ユーロ、3名 191ユーロ、
 4名 147ユーロ、5名 121ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 4/1～11/4の火～日　（6/12・13を除く）
出　発 9:00、13:30　ブリュッセル市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 ブリュッセル市内ご宿泊ホテル

フランダース様式のお城と16世紀そのままの美しい田園風景
出発▶9:40/14:10 ガースベーク城（入場）▶
10:40/15:10 ガースベーク城発▶11:00/15:30 
「ヨーロッパの美しい街道・道20選」に選ばれた
「ブリューゲル街道」の村（約20分）▶12:00/16:30 
ブリュッセル着

プライベート

日本語ガイドが徹底案内 
ベルギー王立美術館半日観光

ブリュッセル発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※王立美術館内には55×50×35cm以上の大きさの荷物は持ち込めません。三脚付きのカメラで
の写真・動画の撮影は禁止されています。※改修、作品の貸し出しなどにより、ご希望の作品を
ご覧いただけない可能性があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）
14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

BE318

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 271ユーロ、2名 148ユーロ、3名 112ユーロ、
 4名   89ユーロ、5名   77ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日　（5/1、11/11、12/25、1/1・2、土・日の午前を除く）
出　発 10:00、14:00　ブリュッセル中央駅スターバックス前
所要時間 約3時間
解　散 ブリュッセル中央駅または王立美術館内

ベルギーは絵画の宝庫！
ベルギーを代表する美術館のひとつ、ベルギー
王立美術館。複数の美術館から構成されてお
り、その中でも特に必見の「古典部門」と「世
紀末美術館」を、美術に精通した日本語ガイド
が詳しくご案内します。

プライベート

日本語ガイドと列車で行く 
リエージュとマーストリヒト1日観光

ブリュッセル発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※パスポートをご持参ください。※入場料は含まれていません。ご希望の場合は現場にてお支払いください。※電車ダイヤの
変更、各都市の観光箇所のオープン状況や混雑度合、天候などによりルート変更の可能性があります。※電車の遅延などによ
り観光時間が短縮される可能性があります。※タイヤの大きい折り畳み式ベビーカーや折り畳み式車椅子はご参加いただけま
すが、一部通れない箇所（石畳の路地、トラムの線路等）があります。観光の範囲が限られますので予めご了承ください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

BE319

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 536ユーロ、2名 295ユーロ、3名 218ユーロ、
 4名 177ユーロ、5名 153ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 9:00　ブリュッセル中央駅スターバックス前
所要時間 約8時間30分
解　散 ブリュッセル中央駅

本場リエージュ風ワッフルも！
9:00 電車で出発▶10:16 リエージュ着後、君主
司教宮殿、ペロンの噴水など市内観光 、名物ワッ
フル試食付▶11:31 電車でマーストリヒトへ▶
12:12 着後、自由昼食時間とマルクト広場、市庁
舎、フレイトホフ広場など市内観光▶15:49 電車
でブリュッセルへ▶17:24 ブリュッセル着

プライベート

日本語ガイドと専用車で行く　
アルデンヌ1日観光

ブリュッセル発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※入場料は含まれていません。ご希望の場合は現場にてお支払いください。※車とガイドの拘束時間は8時間で
す。滞在時間の調整は可能ですが、拘束時間を超えるリクエストの場合は超過料金が発生します。※天候や交通状
況など現地事情により、行程やルートの変更が生じる可能性があります。※車種の指定はできかねます。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

BE320

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 1,342ユーロ、2名 848ユーロ、3名 471ユーロ、
 4名     353ユーロ、5名 283ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（11/16～3/31を除く）
出　発 9:00　ブリュッセル市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 ブリュッセル市内ご宿泊ホテル

豊かな自然、歴史ある古城、美しい村
9:00 専用車で出発▶9:45 ナミュール着後、シタデル観
光▶10:00 ディナンへ▶10:30 着後、アドルフ・サックス
の家、ノートルダム教会など市内観光 ※名物菓子クッ
ク・ド・ディナンのお店もご案内▶11:00 セルへ▶11:15 
途中ヴェーヴ城で写真ストップ（約10分）▶11:30 セル
の村を散策▶11:45 デュルビュイへ▶12:30 着後、自由昼食時間と散策▶14:30 モダーヴへ
▶15:00 モダーヴ城観光（入場料別）▶15:45 ブリュッセルへ▶17:00 ブリュッセル着

プライベート

日本語で安心　
本場ベルギーでチョコレート作り体験

ブリュッセル発 ［運行会社］MIKI TRAVEL（一部現地催行会社Zaabarを含む）

※チョコレート作り体験は他のお客様と一緒になる可能性があります。※チョコレート工房が受け
入れられる人数に限りがあるため、早めのお申込みをおすすめします。※変更取消料として、参
加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前からは100％を申し受けます。

BE321

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 363ユーロ、2名 200ユーロ、3名 150ユーロ、
 4名 125ユーロ、5名 113ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 土
出　発 13:30　ブリュッセル中央駅スターバックス前
所要時間 約3時間
解　散 ブリュッセル中央駅またはグランプラス

本場でチョコレート作り体験
13:30 路線バスとトラムでチョコレート工房へ▶
14:30 チョコレート作り体験 （約1時間） ※他の
お客様と一緒になる場合があります。 ▶15:30 
ご希望に応じてチョコレートショップ等をご案内▶
16:30 グランプラス付近で終了

プライベート

本場のベルギービールを楽しもう！
日本語ガイドと行くビア・カフェめぐり

ブリュッセル発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ウォーキングツアーのため歩きやすい靴でのご参加をおすすめします。※交通費は含まれてい
ません。※貴重品はご持参されないことをおすすめします。※変更取消料として、参加日の（土
日祝、年末年始を除く）14日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

BE322

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 253ユーロ、2名 136ユーロ、3名 80ユーロ、
 4名    77ユーロ、5名 65ユーロ　19歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 18:00　ブリュッセル中央駅スターバックス前
所要時間 約2時間
解　散 ブリュッセル中央駅またはグランプラス

多種多彩なベルギービールにトライ
18:00 中央駅から徒歩で出発▶カフェめぐり 
※ビール3杯とおつまみ付▶20:00 グランプラス
付近または中央駅で終了
約1500種といわれるベルギービールに詳しい日
本語ガイドと、アールヌーヴォーのカフェや地元
人が通う路地裏カフェなどをめぐります。

プライベート
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