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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。

DATA
料金： 374デンマーク・クローネ
利用可能時間：月～土10：00～19：00　日10：00～18：00
 （4/1、夏期・クリスマス・年末年始時期、祝日は休業）
予約：不要（6名以上は要）
※お店の都合により営業時間、休業日が変わる場合があります。

メニュー

❖日替わりスープ　❖3種類のスムシ　❖デザート

ミールクーポン
ロイヤル・コペンハーゲン本店の中庭
にあるカフェ。インテリアにはヤコブセ
ンなどのデンマーク・デザインを用
い、お洒落。メニューのスムシとは、
デンマークで300年以上愛され続けて
いるスモーブロ（オープンサンド）と寿
司を合わせたお店オリジナルメニュー。

コペンハーゲン

ロイヤル・スムシ・カフェ ROYAL SMUSHI CAFE
DK305

DATA
料金： 344デンマーク・クローネ
利用可能時間：月～土12：00～15：00
 （夏期・クリスマス・年末年始時期、祝日は休業）
予約：要　
※お店の都合により営業時間、休業日が変わる場合があります。

日替わり3コース・メニュー

❖前菜　❖メイン　❖デザート

ミールクーポン
デンマークcofocoレストランの新店
舗。店内には緑豊かな温室があ
り、そこで栽培された野菜が料理
に使われています。季節・地元の
食材を使ったニューノルディック・
キュイジーヌの店。「成長」という
意味の店名にシェフのお思いが込
められています。

コペンハーゲン

ヴォクスト VAEKST
DK306

ⒸAnders Schønemann

ⒸAnders Schønemann

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
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DENMARK

料　金 1,147デンマーク・クローネ
催行日 月・火・水・木・金　（4/1～27、5/21、10/9～3/31を除く）
出　発 9:00　カリタス噴水前
所要時間 約3時間
解　散 アメリエンボー宮殿付近

コペンハーゲン発
クリスチャンスボー城＆人魚の像＆アメリエンボー宮殿の衛兵交代　午前観光　コペンハーゲン・カード付

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 2名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
 クリスチャンスボー城（入場）
 ボートに乗って、人魚の像へ
 アメリエンボー宮殿の衛兵交代見学

にあわせ移動
12:00 日本語ガイドがご説明後、各自自由解散

※ツアーでは、コペンハーゲンカード（24時間
有効）をお渡ししますので、観光後も自由にご
利用いただけます。

華麗な王室の世界にふれる
コペンハーゲンでも、とりわけ華麗な部屋の数々にお目にかかれる
場所が、クリスチャンスボー城。現在も国会議事堂や女王の謁見
の間として使用されています。要人との謁見や晩餐会などに使われ
る「ロイヤル・レセプションルーム」や「ロイヤル・キッチン」の
絢爛豪華かつ洗練された空間を日本語ガイドがご案内します。

デンマークでここは外せない！
おとぎの国・デンマークの象徴であるアンデルセンの「人魚姫」を
思い起こさせる人魚の像は、外せません。水上バスに乗って向い
ます。アメリエンボー宮殿で行われる衛兵の交代式は大人気。クマ
の毛皮の独特の帽子をかぶった衛兵たちの一糸乱れぬ動きは見事
で、王国・デンマークに来たことを実感できます。

DK302

※催行日の8日営業日前（土日祝を除く）までにお申込みください。※ツアーに含まれるコペンハーゲン・カードは24時間有効です。

料　金 1,272デンマーク・クローネ
催行日 月・水・土　 （4/1～27、5/21、10/9～3/31、レストランの満席・ 

貸切を除く）
出　発 9:00　カリタス噴水前
所要時間 約4時間
解　散 昼食のレストラン

コペンハーゲン発
食通ガイドがご案内 ニュー・ノルディック・フードの世界　コペンハーゲン・カード付

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 2名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
 屋内マーケットへ
 当日のお楽しみシークレット・スポットへ
12:00 昼食（3コース）
 レストラン着後、日本語ガイドがオー

ダー方法などをご説明（説明後、ガイ
ドは同行終了）

 各自、レストランにて自由解散

※ツアーでは、コペンハーゲンカード（24時間
有効）をお渡ししますので、観光後も自由にご
利用いただけます。

活気ある屋内マーケット＆当日までのお楽しみスポットへ
良質な食材や調味料、大行列のコーヒー屋さんなど活気のある屋
内マーケットへご案内し、さらに、ガイドおすすめの食に関するス
ポットへお連れします。どこに行くかは当日のお楽しみ。

ニュー・ノルディック・フードとは

DK303

※催行日の8日営業日前（土日祝を除く）までにお申込みください。※利用レストランは「月・水：HOST」、「土：RADIO」を予定しています。指定は出来ません。「RADIO」が夏期休暇、貸
切等でクローズする場合、「HOST」となります。※特にドレスコードはありません。※ガイドは、食事中、同席いたしません。※ツアーに含まれるコペンハーゲン・カードは24時間有効です。

ニュー・ノルディック・フードとはデンマークのレストラン「noma
（ノーマ）」が世界に知らしめた北欧の新しい食文化です。
利用レストラン（予定）
【月・水：HOST】おいしい北欧料理料理と世界一のインテリアを楽しめるレストラン。
【土：RADIO】世界のベストレストラン・ランクの上位5位内に毎回、名を連ねるNOMAのシェフが提供する
                        レストラン「RADIO」。お客様が選ぶのは食材だけ！？
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　北欧旅行の短時間や1泊のみでも利用できるクルーズは
移動手段としてもとても便利。

シーズン、曜日、カテゴリーごとに異なります。
デジタルカタログhttp://www.myu-info.jp/d-catalogにて
ご確認ください。
掲載以外の航路、キャビン・カテゴリーも取り扱っております。

■料金

お申し込み時にご希望のキャビン・カテゴリーと必要項目［パスポート名（フルネーム）、性別、生年月日、国籍、ハンディキャップの有無］をお知らせくだ
さい。

■お申し込みについて

※スケジュール及び就航船は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。特に、クリスマス期間や年末年始はスケジュールの変更や運休の可
能性があります。
※予約状況によりご希望のキャビンが予約できない場合があります。お早目のお申し込みをお勧めします。
※ホテル～港間の送迎をご希望の場合は、［みゅう］トランスファーを別料金にて承ります。料金、詳細はP4～5をご覧ください。
※原油価格の変動により、燃油サーチャージを別途お支払いいただく場合があります。
※2019年1月以降は、条件が変更となる場合があります。

■共通注意事項

タリンク・シリヤライン、DFDS・シーウェイズ共通事項

DFDSシーウェイズ  オスロ～コペンハーゲンの船上ホテル
D F D S  S E A W A Y S

　140年の歴史を持つ豪華客船、DFDSシーウェイズ。トップクラスの船内設備と上質のサービスで、快適な船旅をお楽しみいただけ
ます。デンマークとノルウェーを結ぶルートでは、DFDS社が保有する船舶の中で最大かつ最新の船舶にご乗船いただけます。

クラウン・オブ・スカンジナビア号

船内レストラン

■変更・取消料
乗船日の13～3日前：手配料金の50％
乗船日の2日前以降：手配料金の100％
※期限日が休業日（ノルウェー・日本）にあたる場合、その前営業日が期限となります。

タリンクシリヤライン   ヘルシンキ～ストックホルムの宿泊クルーズ
T A L L I N K  S I L J A

　バルト海沿岸の主要都市間を年間通して運行している、タリンクシリヤライン。海に浮かぶリゾートとして名高く、船内ではコンサート
やショーをお楽しみいただけます。ヘルシンキ～ストックホルム間を就航するセレナーデ号とシンフォニー号には船内プロムナードがあ
り、船内でのショッピングも楽しみのひとつです。

Cruises北欧のクルーズ ノルウェー

スウェーデン

フィンランド
トウルク

ヘルシンキヘルシンキ

タリン
エストニア

ストックホルムオスロ

デンマーク
コペンハーゲンコペンハーゲン DFDS

タリンク・シリヤライン

リガ

ヘルシンキ→ストックホルム
17:00発→翌09:30着　　（11/8 ～）17:00発→翌09:45着

オスロ→コペンハーゲン
16:30発→翌09:45着

コペンハーゲン→オスロ
16:30発→翌09:45着

■キャビン
カテゴリー 1部屋定員
スタンダード内側 bunk bed 2 名
スタンダード内側 single bed 2 名
スタンダード海側 bunk bed 4 名
スタンダード海側 single bed 2 名
Commodore Class　※朝食含む 2名
Commodore Balcony　※朝食含む 2名

船内食事
朝食
夕食ブッフェ＆ドリンク1杯（ビールorワインorソフトドリンク）
※11/3 ～ 12/23 はクリスマス・ブッフェ

■キャビン
カテゴリー 1部屋定員

B-Class = 内側・窓なし 4名
Promenade = 内側・窓あり 4名
Moomin Cabin / A-Class = 海側 Moomin：3名、A：4名
Moomin Family / Family cabin =内側・窓あり ※1 大人 2名子ども 1名以上から予約可
DeLuxe* = 海側 ※ 2 2 名
Commodore** = 海側 ※ 3 2 名
Exective Suite = 海側 2名

■変更・取消料　乗船日の15～ 4日前：手配料金の20％、乗船日の3日前以降：手配料金の
100％　※期限日が休業日（ノルウェー・日本）にあたる場合、その前営業日が期限となります。

ストックホルム→ヘルシンキ
16:45発→翌09:55着　　（11/8 ～）16:45発→翌10:30着

船内プロムナード

ムーミンキャビン

シンフォニー号

ⒸMarko Stampehl
※1： FAMILY CABIN は、大人2名＋17 歳以下の子供1名以上での予約が必要。また期間によって、大人

3名＋子供2名以上での予約が必要な場合あり
※2：レストラン TAVOLATA での朝食とお部屋にリフレッシュメント含む
※3：レストラン BON VIVANT での朝食、お部屋にリフレッシュメント、コモドーレラウンジの利用（サ
ウナ有）含む

ⒸMarko Stampehl

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
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