
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 大人 58ユーロ　子供（6～16歳）43ユーロ
 5歳以下参加不可
催行日 [4/1～4/28、5/7～10/31] 月・水・金　[4/29～5/6] 毎日　
 [11/1～3/31]  月・火・水・木・金
出　発 8:30　ヴァーツラフ広場聖ヴァーツラフ騎馬像前
所要時間 約3時間
解　散 旧市街広場からくり時計前

プラハ発
プラハ午前ウォーキングツアー ～人気のプラハ城入場

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 2名催行

便利なプラハ市内地図
ツアー当日、便利なプラハ市内地図をプレ
ゼントします。ツアー終了後の街歩きやショッ
ピングに便利です！

スケジュール（目安）

08:30 出発
 地下鉄、トラムにてプラハ城へ
08:50 プラハ城入場（北門から）
09:00 プラハ城入場観光（聖ヴィート大聖

堂、ヴラディスラフホール、黄金の小
道）

10:20 東門からプラハ城を出てカレル橋へ
10:40 カレル橋
11:10 旧市街広場観光
11:30 解散

プラハの名所を一度に散策
「街全体が美術館」と称されるプラハの中でも、特に著名な観光スポット
を短時間で効率よく巡るウォーキングツアー。ガイドブックに掲載されてい
ない聖ヴィート大聖堂に施されている仕掛け、ヴラディスラフホールの歴
史など、日本語ガイドがとっておきの情報を含め、丁寧にご案内します。

CZ301
人気

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※パスポートをご携帯くだ
さい。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。※聖ヴィート大聖堂
には4/29、5/6、その他宗教行事等により入場ができない場合があります。当日ガ
イドより代替の入場場所をご案内させていただきます。※プラハ城内での写真撮影
は別料金（当日現地払い）となります。※国家行事のため、ヴラディスラフホール、
カレル橋や旧市街広場にご案内できない場合があります。当日ガイドより代替箇所
をご案内させていただきます。※歩きやすい靴・服装でのご参加をお奨めします。

美しいマラーストラナ地区とプラハの塔巡り 
午後ウォーキングツアー

プラハ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※パスポートをご携帯ください。ツアー
中に警察のコントロールがある場合があります。※ツアー途中、急な階段を昇り降りします。動
きやすい靴、歩きやすい服装でご参加ください。※強風や現地事情により塔に登れない場合があ
ります。※ヴァルトシュタイン庭園は公園側の事情で閉園となる場合があります。

CZ308

日本語ガイド 2名催行

料　金 大人 57ユーロ　子供（6～15歳）44ユーロ
 5歳以下参加不可
催行日 月・水・金
出　発 13:00　マリオット・ホテルの玄関前
所要時間 約3時間
解　散 スメタナ博物館前

より深くプラハを知るツアー
ゴシック様式、ルネサンス様式の美しい建築や
庭園など18世紀の街並が残る美しい地域。通常
のツアーではあまり訪れない穴場のため、リピータ
ーの方にもおすすめ。ゴシック建築の最高峰「聖
ミクラーシュ教会」のほか、火薬塔、カレル橋の
塔のどちらか1つの塔に入場します。

ウォーキング

ポーランドのボレスワヴィエツへ
プラハ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。※お申
し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※ポーランドの通貨はズロチです。お店では、主
要クレジットカード、ユーロでのお買い物が可能です。※変更取消料として、参加日の（土日祝、
年末年始を除く）5日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

CZ321

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 715ユーロ、2名 358ユーロ、3名 260ユーロ、
 4名 195ユーロ、5名 157ユーロ、6名 130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 月・火・水・木・金・土
 (4/1～30、5/1・3・8・31、6/15、7/5・6、8/15、9/28、11/1～3/31を除く)
出　発 [月～金]  8:00　[土] 7:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約12時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ショッピングを満喫！
日本にでも人気のボレスワヴィエツ陶器。町の散
策や陶器工場の直営店等、人気のあるショップ
をアシスタントに聞きながら、約4時間のショッピ
ングをお楽しみいただけます。

プライベート

料　金 1名 593ユーロ、2名 305ユーロ、3名 231ユーロ、
 4名 178ユーロ、5名 146ユーロ、6名 125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（11/15～25を除く）
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

プラハ発
西ボヘミア1日漫遊　カルロヴィ・ヴァリ、ロケット村　ピルゼン・ビール工場　昼食付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド  1名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
10:30 ピルゼン市内観光
11:45 ビール工場併設のレストランにて昼食
13:00 温泉地カルロヴィ・ヴァリへ移動
14:00 カルロヴィ・ヴァリを散策
 モーゼルガラスのお店の見学も可能
16:00 ロケット村へ
16:15 ロケット村を散策
17:00 プラハへ
19:00 解散

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

魅力満載！注目の西ボヘミア
西ボヘミアに行くツアーはまだまだ少ないですが、見どころが多いエリアです。個人では行きにくい見どころ
を専用車でご案内。ビールで有名なピルゼンの町での昼食や、文豪ゲーテやベートーベンも滞在した有名
な温泉地カルロヴィ・ヴァリでの散策をお楽しみください。モーゼルガラスのギャラリーへ立ち寄る時間もご
ざいます。さらに、パステルカラーの建物が可愛らしいロケット村へ。知る人ぞ知る穴場です！

CZ320

※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを承れない場合がありま
す。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

Ⓒwww.karlovyvary.cz
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6月～9月限定！  カレル橋をゆっくり見るためにあえて早朝！

料　金 大人39ユーロ　子供（6～16歳）20ユーロ
催行日：月・水・金／出発：7:00／所要時間：約1時間

料　金 大人40ユーロ　子供（6～16歳）20ユーロ
催行日：土／出発：6:30／所要時間：約2時間

CZ322 CZ323朝のカレル橋とプラハ旧市街 朝のカレル橋とナープラフカ市場

日中は観光客でごった返しているカレル橋や旧市街は早朝が狙い目です。シャッターチャンスも豊富。これから自分達で街歩きをするのにもお
およその感覚が掴めるはず！？気軽に短時間でガイドとのお散歩を楽しんでいただく6月～9月限定ツアーです。



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 大人［昼食なし］195ユーロ　［昼食付］208ユーロ
 子供（0～16歳）［昼食なし］118ユーロ　［昼食付］130ユーロ
催行日 火・木・土
出　発 8:00　ホテル・コリンシア正面玄関
所要時間 約10時間
解　散 ホテル・コリンシア正面玄関

プラハ発
世界遺産チェスキー・クルムロフ、ピーセック、ホラショヴィツェ1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 2名催行

毎日催行！車＆日本語ガイドのチャーター便
プライベートツアーを毎日催行！

1名 587ユーロ、2名 299ユーロ、
3名 219ユーロ、4名 168ユーロ
（1名あたりの料金・申込人数により変動）

チェスキー・クルムロフで宿泊し、翌日プラハへ戻るアレンジ
の車に、荷物を預け、チェスキー・クルムロフ

まで参加し、離団。各自ホテルへ。チェスキー・クルム
ロフ旧市街は許可証のある車しか進入できないので、
翌日はホテルまで迎えてくれるCK Shuttles.r.o.(Ltd.) 
社の混載送迎車（P.127 CZ319 ）が便利。

スケジュール（目安）

08:00 出発
09:30 ピーセックにてミニカレル橋ともいわ

れるチェコ最古の石橋を見学
10:15 ホラショヴィツェに到着、市内散策
11:00 チェスキー・クルムロフに向けて出発
11:30 徒歩にて旧市街に移動、街の散策
 フリータイム（昼食時間含む）
 チェスキー・クルムロフ城の塔（入場）

と博物館（入場）を見学
15:00 プラハへ
18:00 着後、解散

2つの世界遺産を観光
世界一美しい町と評されるチェスキー・クルムロフと、伝統的な建
築スタイルから「農村バロック」とも呼ばれるホラショヴィツェを 
1日で観光できるツアー。個人ではアクセスが難しい都市を日本語
ガイドと車を有効に利用し、お楽しみいただけます。

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※パスポートをご携帯くださ
い。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。※チェスキー・クルム
ロフの五弁のばら祭り(6/17)、ホラショヴィッツェのフォークロア・フェスティバル
（8月末）などイベント期間で街全体に別途入場料が発生する場合、入場料は別料
金（現地払い）となります。※チェスキー・クルムロフの城の塔、博物館が閉館
となる場合は、代替箇所への入場かツアー途中でのドリンクサービスとなります。
※チェスキー・クルムロフ城の館内ツアーに参加をご希望されるお客様はチェスキ
ー・クルムロフの出発時間までにお戻りいただける場合に限り、別料金（現地払
い）にて参加可能です。11/1～3/31は城の塔および博物館を除き閉館となるため
城内部の見学は出来ず館内ツアーもありません。※変更取消料として、参加日の
（土日祝、年末年始を除く）5日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 629ユーロ、2名 315ユーロ、3名 222ユーロ、
 4名 166ユーロ、5名 133ユーロ、6名 111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 7:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約12時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

プラハ発
日本語ガイドと行く 世界遺産チェスキー・クルムロフとテルチ、白亜のフルボカー城 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

スケジュール（目安）

07:30 出発
09:30 テルチを散策
10:15 フルボカー城へ出発
11:45 各自で自由昼食（フルボカー城近くの

ホテルレストランへお連れいたします）
13:00 フルボカー城を見学（外観）
13:30 チェスキー・クルムロフへ。到着後、ガイド

と中世の面影のこる美しい街並を散策
16:30 プラハへ出発
19:30 ご宿泊ホテルで解散

人気上昇中の南チェコ
人気スポットのチェスキー・クルムロフ、チェコで最も美しい城と名高いフ
ルボカー城、そして「モラヴィアの真珠」と称えられるユネスコ世界遺産
のかわいい街テルチを回る南チェコ漫遊ツアー。個人では行きにくい場所
へ専用車でスムーズに。日本語ガイドが見どころをわかりやすくご案内。

CZ319

※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。 
※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを承れ
ない場合があります。※イベント期間（チェスキー・クルムロフの五弁のばら祭りやホラショ
ヴィッツェのフォークロアフェスティバル等）で街全体に別途入場料が発生する場合、入場
料は別料金（現地払い）となります。※チェスキー・クルムロフ城の館内ツアーに参加を
ご希望されるお客様はチェスキー・クルムロフの出発時間までにお戻りいただける場合に
限り、別料金（現地払い）にて参加可能です。11/1～3/31は城の塔および博物館を除き閉
館となるため城内部の見学は出来ず館内ツアーもありません。※変更取消料として、参加
日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

昼食なしCZ302 昼食付CZ324

料　金 1名 719ユーロ、2名 356ユーロ、3名 274ユーロ、
 4名 216ユーロ、5名 178ユーロ、6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　(11/1～3/31を除く)
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

プラハ発
世界遺産の街テルチと星形の教会堂　聖ネポムツキー巡礼聖堂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

スケジュール（目安）

09:00 テルチへ向けて出発
11:00 着後、ガイドと町を散策
12:00 昼食
13:00 ズジャールナドサーザヴォーへ向けて

出発
14:30 聖ネポムツキー巡礼聖堂（入場）
 ※教会のチェコ人ガイドのツアーに参

加します
16:00 プラハへ向けて出発
18:30 ご宿泊ホテル着後、解散

おとぎの国と星形教会へ行くプライベートツアー
「モラヴィアの真珠」と称えられ、世界一美しいと言われるおとぎの
国のような広場がある世界遺産の街テルチ。ピンク、黄色、グリー
ンとパステルカラーの建物などフォトジェニックな街並が広がりま
す。五つの門、五つの礼拝堂、五つの祭壇、五つの星。ゼレナ
ー・ホラの聖ヤン・ネポムツキー巡礼教会はヨーロッパ屈指の個
性的な建築作品。どちらも個人では行き難いところに位置します
が、専用車と日本語ガイドがご案内するプライベートツアーでは、
1日での観光ができます！

CZ328

※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテ
ルによっては送迎サービスを承れない場合があります。※聖ネポムツキー巡礼聖堂が宗教行事等でクローズする場合、外観のみの見学もしくはツ
アー不催行となります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

Ⓒhttp://www.zelena-hora.cz/
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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。

料　金 1名 300ユーロ、2名 158ユーロ、3名 125ユーロ、
 4名    98ユーロ、5名    82ユーロ、6名    70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、13:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

プラハ発
日本語ガイドと行く  クトナー・ホラ半日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

日本語ガイド付混載バスで気軽に
2名から催行する バスも
月・水・日曜、13:00出発、お1人様 大人
125ユーロ、子供82ユーロで運行します。

スケジュール（目安）

【9:00出発の場合】
09:00 専用車にてクトナー・ホラへ
10:30 聖バルボラ教会（入場）
 イタリアンコート（外観）
 旧市街広場を観光
12:00 セドレツ納骨堂（入場）
14:00 プラハ着後、解散

見どころ満載の世界遺産クトナー・ホラ
クトナー・ホラは中世の銀鉱山が見つかったことにより繁栄した世
界遺産の街。後期ゴシックの独特な建築物である美しい聖バルボ
ラ大聖堂は必見。アクセスが良いとはいえないので、効率的に見
どころを巡れるツアーご参加がおすすめ。

セドレツ納骨堂（コストニッツェ）
約4万の遺骨が納められているセドレツ納骨堂は世界的にも有名。
人骨でできたシャンデリア、十字架、紋章などの装飾品は、訪問
者を感嘆させます。

CZ310

※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※聖バルボラ教会、
コストニッツェ教会が宗教行事等でクローズする場合、外観のみの見学となります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは
50%、3日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 689ユーロ、2名 363ユーロ、3名 284ユーロ、
 4名 224ユーロ、5名 187ユーロ、6名 163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 8:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

プラハ発
世界遺産クトナー・ホラとスメタナの生まれた町リトミシェル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

スケジュール（目安）

08:00 リトミシェルへ向けて出発
10:30 リトミシェル市内観光
 スメタナ生家（入場）、リトミシェル城

(外観）
12:00 昼食
13:00 クトナー・ホラへ向けて出発
14:30 クトナー・ホラ市内観光
 聖バルボラ教会（入場）、イタリアン

コート（外観）、コストニッツェ聖墳
墓教会(入場）

17:30 プラハへ向けて出発
19:00 着後、解散

個人旅行では行き難い世界遺産の街へ
チェコの作曲家・指揮者・ピアニスト、スメタナ。彼の生まれた町
リトミシェルには世界遺産にも登録されたお城のある美しい町で
す。個人で行くには不便な場所ですが、専用車で移動しますの
で、更にもう一つのユネスコ遺産の町クトナー・ホラを組み合わ
せ、1日で周ることができます。昼食のレストランも少ないため、お
食事付きのツアーです。

CZ327

※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察のコントロールがある場合があり
ます。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎
サービスを承れない場合があります。※入場箇所がクローズする場合、外観のみ
の見学もしくはツアー不催行となります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、
年末年始を除く）5日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

Ⓒhttp://www.rml.cz/

プラハ伝統の人形劇と名物ディナー
を楽しむプラハの夜

プラハ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。※夕食時に日本語
ガイドは同席いたしません。また日本語ガイドは国立マリオネット劇場までご案内しサービス終了とさせて
いただきます。人形劇はお客様各自でご鑑賞ください。※人形劇の座席は自由席です。※変更取消料とし
て、参加日の（土日祝、年末年始を除く）16営業日前から50%、9日営業日前から100%を申し受けます。

CZ315

日本語ガイド 2名催行

料　金 80ユーロ　1歳以下参加不可
 復路送迎付の場合（1名あたり料金）：1名128ユーロ、2名以上104ユーロ
 ※ツアーお申し込み時にお申し出ください。
催行日 月・火・木・金　（人形劇が開催されない日を除く）
出　発 18:00　マリオット・プラハホテル玄関前
所要時間 約4時間
解　散 国立マリオネット劇場

世界的に有名な人形劇
徒歩にてレストランへ▶ディナーレストランで伝
統的なチェコ料理をお楽しみください▶お食事
後、国立マリオネット劇場へ▶20:00 人形劇鑑
賞▶22:00 鑑賞後、各自で解散　※追加料金に
てホテルまでの送迎を承ります（復路のみ）。

ウォーキング

国立マリオネット劇場でマリオネット作ろう！
劇場裏見学付

プラハ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※弊社では、制作中の怪我事故に関しての責任は負いかねます。※変更取消料として、参加日の
（土日祝、年末年始を除く）10営業日前から100%を申し受けます。

CZ330

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名360ユーロ、2名198ユーロ、3名144ユーロ、4名117ユーロ、
5名100ユーロ、6名 90ユーロ、7名82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 ［4/1～9/30］木　（9/13、劇場の貸切・クローズ日を除く）
 ［10/1～3/31］準備中　
出　発 13:45　旧市街広場の天文時計「ERPETボヘミアン・ガラス店」前
所要時間 約1時間30分
解　散 国立マリオネット劇場

本場のマリオネットを作れます！
国立マリオネット劇場によるワークショップ。人
形を作り実際に動かし方を学びます。舞台裏の
見学や劇場の所有するマリオネットも見られま
す。マリオネットは既にパーツを作ってあります
ので、特に難しい技術は必要としません。お気
軽にご参加ください。

プライベート

ⒸNational Marionette Theatre
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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。

料　金 39ユーロ　19歳以下参加不可
催行日 月・水・金・土（12/24・26・31を除く）
出　発 18:30　旧市街広場の天文時計「ERPETボヘミアン・ガラス店」前
所要時間 約2時間
解　散 最後に立ち寄ったビアホール

プラハ発
プラハの夜はビアホールで乾杯！

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語アシスタント 2名催行

滞在初日にオススメ！本場のビアホール体験
チェコといえばビール！気軽にビアホールを体験して欲しい！というのがツアーのコンセプト。「個人で入るのは気がひける」
「治安や言葉が不安」。そんな旅行者の声を形にしました。現地在住の係員が老舗と穴場のビアホールを1件ずつご案内。
注文も心配無用。ビアホールでガイドとプラハやチェコの話ができるのはツアーだけの隠し味！
※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※パスポートをご携帯ください。※ツアー代金には1軒目のビアホールでの乾杯ビール代（1杯）が
含まれております。※徒歩あるいは公共交通機関を利用しますので、歩きやすい服装でご参加ください。

CZ309

混載送迎車（発着：市内ご宿泊ホテル）
チェスキー・クルムロフ⇔ウィーン、ザルツブルク、ハルシュタット

プラハ ⇒ チェスキー・クルムロフ

チェスキー・クルムロフ ⇒ プラハ

区間
9:00、13:00、16:30

9:00、12:00、17:00

チェスキー・クルムロフ ⇒ ウィーン

ウィーン ⇒ チェスキー・クルムロフ

8:00、9:45、14:00、16:30

8:00、9:30、12:30、16:00

ザルツブルク ⇒ チェスキー・クルムロフ

ハルシュタット ⇒ チェスキー・クルムロフ

チェスキー・クルムロフ ⇒ ザルツブルク

チェスキー・クルムロフ ⇒ ハルシュタット

8:45、12:00、15:00、17:00

9:00、12:00、15:00、17:00

8:00、9:45、12:45、16:30

8:00、10:30、13:00、16:00

出発時間（4～ 10月）※1

約3時間

約3時間30分

所要時間

85ユーロ

料金（お1人様・片道）

■運行会社：CK Shuttle s.r.o. (Ltd.)

※2歳以下の子供で座席を利用しない場合は無料です。　※お荷物はお1人様CZ305は2個、CZ326は1個までとさせていただきます。それ以上もしくは大きな荷物をお持ちの場合は
当日、別途追加料金をお支払いいただくか、全てのお荷物を搭載できない場合があります。　※運行会社の事情により運行スケジュールの変更およびチェコの祝日は運行便数が減る
ことがあります。また、現地交通事情により、到着時刻が前後する場合があります。

■運行日：毎日　■お申し込み：乗車日の30日前からお申し込みいただけます。■変更・取消料： お申し込み時より100％を申し受けます。

往復路線バス（発着：指定のバスターミナル）
プラハ ⇔ チェスキー・クルムロフ、ブルノ ⇔ ウィーン

プラハ ⇒ チェスキー・クルムロフ
チェスキー・クルムロフ ⇒ プラハ

区間 所要時間 料金（お1人様・片道）

約3時間 大人 19ユーロ、子供（6～ 14歳）10ユーロ7:00、9:00、11:00、13:00、15:00、17:00、19:00

出発時間

運行会社：REGIOJET／STUDENT AGENCY

ブルノ⇒ウィーン
約2時間 大人 21ユーロ、子供（0～ 14歳）11ユーロ

7:10、9:10、12:10、13:10、15:10、17:10、20:10、21:00

ウィーン⇒ブルノ 6:55、10:55、12:45、14:55、16:55、18:55、20:55

ホテルと一緒にお申し込みください

ホテルと一緒にお申し込みください

CZ305

CZ326

※出発時間はホテルによって前後しますので目安となります。集合時間はツアー毎に連絡が入ります。　※ご宿泊ホテ
ルのロケーションによってはホテルピックアップができない場合があります。その場合、所定の場所にお集まりいただくこ
とがございます。　※お荷物はお1人様スーツケース1個までとさせていただきます。2個以上もしくは大きな荷物をお
持ちの場合は事前にお申し出ください。事前のお申し出がない場合、別途追加料金を申し受ける場合もしくは全てのお荷
物を搭載できない場合があります。　※お申し込み時にお子様の年齢をお知らせください。12歳未満のお子様で身長
150cm以下、体重36Kgに満たない方の場合、チャイルドシートが義務づけられております。　※トイレ休憩の立ち寄りは
ございません。　※1：11～ 3月は午前・午後1便ずつとなります。

■運行日：毎日　■変更・取消条件：参加日の（土日祝祭日、年末年始を除く）、12日前～8日前は65%、7日前以降は100%

料　金 1名 565ユーロ、2名 292ユーロ、3名 223ユーロ、
 4名 172ユーロ、5名 140ユーロ、6名 120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　（4/1～30、11/1～3/31を除く）
出　発 11:00　ブルノ駅またはブルノ市内ホテル
所要時間 約7時間
解　散 ブルノ駅またはブルノ市内ホテル

ブルノ発
モラヴィアの大草原と世界遺産レドニツェ、ヴァルチツェのワイナリー1日観光　昼食付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

11:00 出発
12:00 地元で有名な田舎風レストランで昼食
13:30 レドニツェへ
15:00 レドニツェを散策
 庭園散策（城内の見学は含まれません）
15:45 ヴァルチツェへ
16:00 ヴァルチツェ城の東城壁内にあるワイ

ンセラーでワインティスティング（料
金は現地にて各自お支払ください）

16:45 ブルノへ
18:00 着後、解散
※道中、モラヴィアの広大な丘陵地帯をご見学
いただきます。時期によって風景が異なります。
（5～6月：緑、7月～8月上旬：黄色、8月中旬
～10月：刈った後の広大な大地）

見渡す限り美しい広大な丘陵地帯
SNSで「緑の絨毯」として話題沸騰中のモラヴィアの大草原。時期に
よって風景が異なり、新緑の季節5～6月は緑色、麦が色づき7月～8
月上旬は黄色、刈り入れが始まる8月中旬～10月は刈った後の素朴な
秋の風景・広大な大地が広がります。

レドニツェ、ヴァルチツェのワイナリー
文化的景観として世界遺産にも登録されているレドニツェとヴァルチツェ。
幾何学模様の芝が広がるレドニツェ城の庭園やワイン醸造の街ヴァルチツェ
の城内ワイナリーへお連れします。

CZ331

※パスポートをご携帯ください。ツアー中に警察のコントロールがある場合があります。※ワイナリーの料金は含まれません。※レドニツェ城の観光は含まれません。ツアーでは城内を観光する時間
はございませんので、予めご了承ください。※昼食レストランは田舎風レストランを予定しておりますが、イベント等の貸切、急な閉館日は他のレストランとなる場合があります。※モラヴィアの大草
原の写真はイメージです。自然のものなので年によって見られる景色や色合いが異なります。※12歳未満のお客様は、チャイルドシートが義務付けられているため身長・体重をお知らせください。

CZ319

プラハ

ブルノテルチ

ウィーン

ハルシュタット

ザルツブルク

チェスキー・
クルムロフ

片道約3時間

片道約2時間

片道約3時間30分

片道約3時間30分

オーストリア

チェコ共和国

混載送迎車

路線バス

片道
約3時間30分

ⒸNational Wine ceter Valtice

〈イメージ〉


