
ベルリン

ドレスデン
ゲルリッツ

ボレスワヴィエツ

ザクセンスイス

ザルツカンマーグート
ミュンヘン ザルツブルク

パッサウ

レーゲンスブルク

アウグスブルク

ハルシュタット

ホーエンツォレルン城

テュービンゲン

チューリッヒ

リンダウ

ルツェルン
ファドゥーツ

ハイデルベルク

トリアー

ベルンカステルクース

ギーンゲン

ウルム

ボン
アーヘン

ローテンブルク
ディンケルスビュール

ニュルンベルク

ボーデン湖

ライン川

ヴュルツブルク
バンベルク

デュッセルドルフ

モンシャウ

フロイデンベルク

オッテルロー

リューデスハイム

ストラスブール

インターラーケン

フランス

スイス リヒテンシュタイン

オーストリア

チェコ

ライプツィヒ

ハレ

ヴェルニゲローデ
クヴェトリンブルク

ヴィッテンベルク

マイセン

ツェレ

ヴィース

フランクフルト

アイゼナハ

約4時間

約2時間

約1時間

約1時間15分

ポーランド

ルクセン
ブルク

ベルギー

ポツダム

デュルビュイ

ブリュール

ケルン

ヒルシュホルン

約2時間

フュッセン

ブリュッセルへ

インスブルック

オランダ ザルツヴェーデル

リューネブルク

ブレーメン

ハンブルク

約3時間30分

リンダーホフ城
オーバーアマガウ

ノイシュヴァンシュタイン城

ツークシュピッツェ山

約1時間

シュトゥットガルト

ドイツ
（P92～111）

Germany
ドイツ
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2018.04

2019.03

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。

スケジュール（目安）

※10/28以降はヴィース教会の閉館時間が17:00に早まるため、日曜日はノイシュ
ヴァンシュタイン城とフュッセンでの滞在時間が15分ずつ短くなり、スケジュール
が繰り上がります（18:45解散）。

【日曜日以外】
07:50 出発
09:30 ヴィース教会（入場）
10:40 ホーエンシュヴァンガウ着
 ノイシュヴァンシュタイン城見学
13:05 昼食
15:15 ホーエンシュヴァンガウ発
15:30 フュッセンにて自由散策
17:15 フュッセン発
19:15 ミュンヘン着、解散

【日曜日】
07:50 出発
10:00 ホーエンシュヴァンガウ着
 ノイシュヴァンシュタイン城見学
12:45 昼食
14:30 ホーエンシュヴァンガウ発
14:45 フュッセンにて自由散策
16:15 フュッセン発
17:00 ヴィース教会（入場）
19:15 ミュンヘン着、解散

料　金　大人 89ユーロ　子供（3~17歳）59ユーロ　
催行日 ［4/1～29］火・金・日、4/30、5/1
 ［5/2～7/31］月・水・金・日
 ［8/1～10/27］月・水・金・土・日、8/14、8/16
 ［10/28～11/23］火・金・日
 ［11月末～3月］夏ごろ発表予定
 （ノイシュヴァンシュタイン城の休館日を除く）
出　発  7:50　ミュンヘン中央駅構内のスターバックス前
所要時間 約11時間30分
解　散 ミュンヘン中央駅

※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァンシュタイン城へは徒歩移動となります（約35～40分）。歩きやすい靴でご参加ください。馬車やシャトルバスの代金は含まれていません。※ノイシュ
ヴァンシュタイン城は、特別な行事の際は内部見学ができない場合があります。また、一部工事中（外部または内部）のため、見学ができない部屋があります。※城内見学はオーディオガイドを利
用します（約35～40分）。※車椅子の方は、城内見学のエレベーターの事前予約が必要なため必ず事前にお知らせください。お申し出がない場合は内部見学ができない可能性があります。エレベー
ターのスペース上、付き添い可能な人数は1名となります。見学できる箇所に違いはありません。※交通渋滞や城の予約時間の都合上、修復工事などの現地事情や混雑、および降雪の可能性がある
季節（10～4月）はマリエン橋に行けない場合があります。※ヴィース教会は、宗教行事のため予告なしに内部見学ができない場合があります。公式ツアーガイディング中またはミサ中の訪問は、
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。入場は無料ですが、寄付金お1人様1ユーロをお願いしています。※ヴィース教会のイベントやミサ
のため、ツアーの行程がノイシュヴァンシュタイン城→ヴィース教会→フュッセン→ミュンヘンとなる場合があります。その場合は同じ道を往復するため終了時間が遅くなる可能性があります。※冬季
は日没時間が早いためヴィース教会内部が暗くなります。
《フュッセン離団プラン》※料金は同額です。※フュッセンでの解散場所はバス駐車場です（駅まで徒歩約8分）。ホテルや駅までの送迎は含まれません。※日曜日はヴィース教会をご覧いただけませ
ん。他の曜日でも、ヴィース教会の行事の関係上ノイシュヴァンシュタイン城とフュッセン訪問の後にヴィース教会を訪問する場合は、ヴィース教会はご覧いただけません。

11/25～12/23は、「ノイシュヴァンシュタイン城、
世界遺産ヴィース教会と小さな町のクリスマスマー
ケット1日観光」を催行予定。毎年満席続出、大
盛況のツアーです。2018年もお楽しみに！

毎年大人気のクリスマスツアー

ミュンヘン発
ノイシュヴァンシュタイン城と世界遺産ヴィース教会1日観光 ～昼食付

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

DE301
人気

最寄りの町から城までの道は大渋滞でした。チケットセ
ンターに並ぶだけでも数十分という有様。個人で来た
らお城に行くだけで精一杯で、そもそもたどり着けるかも

怪しい状態でした。貸し切りバスでアクセスの心配もなく、ヴィース教会、
城、フュッセンの町を効率よく回れランチもついて日本語ガイドに特製 
マップと至れり尽くせりで料金も良心的です。ガイドさんは時間配分も案
内も素晴らしく、ランチは日本人好みの味と量でした。 （2017年11月ご参加）

お客様の声

ⒸBad Tölz Tourist-InformationⒸBayerische Schlösserverwaltung

一度は見たいノイシュヴァンシュタイン城、世界遺産ヴィース教会
ドイツの人気No.1スポット、ノイシュヴァンシュタイン城。美の粋を集め、贅の限りを尽くしたルー
トヴィヒ2世の夢の城です。世界中から観光客が押しよせる人気スポットですが、［みゅう］では事
前予約をしていますので、長蛇の列に並ばずに入場できます。白亜の名城を最も美しく見られるス
ポット、マリエン橋にもご案内します。
世界遺産ヴィース教会は、質素な外観からは想像できないほどの煌びやかな内部はまさにため息も
のです。ヨーロッパ随一といわれる天井画や漆喰装飾は必見！

フュッセンは古くから交通路として栄えた町。ロマ
ンチック街道の「終点」を訪れたり、フュッセンで
1泊して翌日はホーエンシュヴァンガウ城観光など
もおすすめです。ミュンヘンへは直行の電車もあ
り、予約が必要なノイシュヴァンシュタイン城と交
通が不便なヴィース教会は［みゅう］バスで、翌日
はご自身で周りたい方に便利です。

フュッセンでの離団もできます

ⒸRomantische 
Straβe Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR

ドイツの人気No.1ツアー
シンデレラ城のモデルになったといわれるノイシュヴァン
シュタイン城。ロマンチック街道の可愛らしい町フュッセ
ン。ロココ建築の最高傑作とされる世界遺産ヴィース教
会。1日で3箇所の名観光地を満喫できる昼食付きの人気
ツアー。散策に役立つノイシュヴァンシュタイン城とフュッ
センの 特製マップもプレゼント！

リアル・シンデレラ城に
ウットリ♥
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2018.04

2019.03

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 69ユーロ　5歳以下参加不可
 ※グループ割（4名以上） 59ユーロ
催行日 月・火・木・土　(12/24～1/1を除く)
出　発 10:00　マックス・ヨーゼフ広場
所要時間 約3時間
解　散 青空市場（ヴィクトアリエンマルクト）

ミュンヘン発
レジデンツと旧市街 ～市場で食べ歩き 午前ウォーキングツアー

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

10:00 出発
 レジデンツ（入場）
11:30 州立歌劇場、マキシミリアン通り、

ホーフブロイハウス、新市庁舎
12:00 仕掛け時計を見学（5～10分）
 フラウエン教会、聖ペーター教会
 青空市場・ヴィクトアリエンマルクト

にて食べ歩き
13:00 解散

豪華絢爛なレジデンツを日本語ガイドの説明で
シンプルな外観からは想像できないほど豪華な装飾であふれ、ゲーテやナ
ポレオンさえも驚いたというレジデンツ。レジデンツ内に日本語オーディオ
ガイドはありませんが、このツアーなら日本語の説明つきで見学できます。

ミュンヘン旧市街の散策、青空市場で食べ歩きも！
ミュンヘン在住ベテランガイドの案内で旧市街の主な見所を巡り、市
庁舎の仕掛け時計を見物した後は、「ミュンヘンの台所」ヴィクトアリ
エンマルクトでガイドおすすめの名物や地元ならではのおいしいもの
を食べ歩き。レジデンツ見学と旧市街散策を半日で一度に楽しめます。

DE306
人気

※レジデンツは、公式行事により予告なしに内部見学ができない、もしくは数箇所の部屋が見学できない場合があります。レジデンツ内宝物殿は含まれていません。※イベント等で旧市街で交通規
制が実施される場合、ルートを変更する可能性があります。※現地事情により日本語ガイドが不足する場合はお受けできない場合があります。※徒歩観光ですので歩きやすい靴でご参加ください。
※青空市場での食べ歩きは、3～4種類（季節により変更有）を予定しています。内容はお選びいただけませんので予めご了承ください。※4/2、5/1・10・21、8/15、10/3、11/1は祝日のため、市
庁舎の仕掛け時計は動きません。青空市場は閉まっていますので食べ歩きは別のものをご提供します。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

ミュンヘン在住ガイドがご案内！　
市内コンパクトウォーキングツアー

ミュンヘン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※教会は宗教行事により予告なしに内部見学ができない場合があります。その場合は外観からの見学となります。※イベン
トやお祭りのため旧市街で交通規制が実施される場合は、ルートを変更する可能性があります。※徒歩観光ですので歩き
やすい靴でご参加ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

DE366

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 80ユーロ、2名 40ユーロ、3名 30ユーロ、
 4名 20ユーロ、5名 16ユーロ、6名 12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 4/1～10/31の毎日
出　発 ［月～木］8:45　［金～日］9:00～15:00のお好きな時間
 カールスプラッツのマクドナルド前
所要時間 約2時間
解　散 テアティーナー教会前

お得な料金で現地情報満載
ミュンヘン在住ガイドが旧市街をコンパクトにご案内。
初日に現地情報を仕入れるのにも最適です。　カール
ス門、アウグスティーナー、聖ミヒャエル教会▶フラウ
エン教会▶マリエン広場、新市庁舎▶聖ペーター教会▶
青空市場ヴィクトアリエンマルクト▶ホーフブロイハウス▶
アルターホフ▶バイエルン州立歌劇場▶レジデンツ▶将軍堂▶テアティーナー教会（入場）

プライベート

ミュンヘンをこよなく愛する名物ガイド・
コクボさんと行く　午後ウォーキングツアー

ミュンヘン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ガイド指定ツアーの為、諸事情によりご希望の日にちをお受けできない場合があります。※教会は宗教行事により予告なしに
内部見学ができない場合があります。その場合は外観からの見学となります。※クヴィリエ劇場は行事やリハーサルにより予告な
しに内部見学ができない場合があります。※アルテ・ピナコテークは、2018年（予定）まで改修工事のため一部見学となります。
※イベントやお祭りのため旧市街で交通規制が実施される場合は、ルートを変更する可能性があります。※徒歩観光ですので歩
きやすい靴でご参加ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100％を申し受けます。

DE307

日本語ガイド 2名催行

料　金 115ユーロ　5歳以下参加不可
催行日 火～土　(5/1、8/15、12/22～1/7、3/5を除く)
出　発 13:00　マリエン広場のラーツケラー
所要時間 約4時間
解　散 アルテ・ピナコテーク

これであなたもミュンヘン通
在独約半世紀、ミュンヘン市の様々な公式ガイド
ライセンスを持つ「ミュンヘンの生き字引」 
コクボさんがご案内！
アザム教会（入場）▶シナゴーク、ヴィクトアリエン
マルクト▶ホーフブロイハウス、アルターホーフ、
マキシミリアン通り、マックス・ヨーゼフ広場、ミュンヘン州立歌劇場▶クヴィリエ劇
場（入場）▶オデオン広場、テアティーナー教会▶アルテ・ピナコテーク（入場）

ウォーキング

日本語ガイドと専用車で行く　
ニンフェンブルク城とミュンヘン 半日観光

ミュンヘン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※行程はモデルルートです。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となりま
す。※ドライバー及びガイドの拘束時間は最大3時間です。※ニンフェンブルク城の入場料は含まれていません。現場でお支払
いください（1人6ユーロ）。※行事等によりニンフェンブルク城の内部見学ができない場合は、市内観光が中心となります。
※ミュンヘン市内に限り終了場所の変更も可能です。※BMW　WELT見学ご希望の場合の終了場所はマックス・ヨーゼフ広場と
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）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

DE355

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 400ユーロ、2名 200ユーロ、3名 133ユーロ、
 4名 100ユーロ、5名    80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、3/5を除く）
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

郊外と市内の名所を効率よく半日で
10:00 出発▶10:15 ニンフェンブルク城（入場、
入場料現地払い）▶11:45 ニンフェンブルク城
発▶市内観光（BMW WELTへの変更も可能）▶
13:00 市内ご宿泊ホテル着

プライベート

専属日本語ガイドと行く　負の遺産
ダッハウ強制収容所　半日見学　

ミュンヘン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ダッハウ強制収容所を案内できるガイドに限りがあるため、ご希望の日にちをお受けできない
場合があります。※ダッハウ強制収容所は政府要人の訪問や行事などにより急きょ見学不可とな
る場合があります。※ご希望の場合、解散場所をマリエン広場にすることも可能です。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100％を申し受けます。

DE375

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 168ユーロ、2名以上 84ユーロ　5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　（12/22～1/7を除く）
出　発 9:00、13:00　ミュンヘン中央駅構内のスターバックス前
所要時間 約4時間
解　散 ミュンヘン中央駅付近

ドイツで最初の強制収容所
ダッハウに残る負の遺産を知識豊富な日本人 
ガイドがご案内します。　
Sバーン（電車）と公共バスでダッハウ強制収容
所へ（約40分）▶10:00/14:00頃 ダッハウ強制
収容所着▶ライセンスガイドとともに見学▶
12:00/16:00頃 ダッハウ強制収容所発▶13:00/17:00頃 ミュンヘン中央駅着

プライベート
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2018.04

2019.03

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。94

料　金 大人 79ユーロ　子供（3～11歳）49ユーロ　
催行日 5/1・3、8/13、7/31～10/9の火
出　発 7:50　ミュンヘン中央駅構内のスターバックス前
所要時間 約12時間
解　散 ミュンヘン中央駅

ミュンヘン発
ザルツブルクとハルシュタット1日観光 ～美しき2つの世界遺産

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

便利なザルツブルク離団プラン
大人 79ユーロ、子供 49ユーロ
ハルシュタット、ザルツブルク市内観光の
後、そのままザルツブルクに宿泊したい場
合や、電車で他都市に移動したい場合など
に大変便利です。

　　　　　　   専用車のみプラン

専用車のみプラン

1名 880ユーロ、2名 440ユーロ、3名 293ユーロ、
4名 220ユーロ、5名 176ユーロ、6名 146ユーロ、
7名 126ユーロ
英語ドライバーによる4/1～10/31の季節限定商品です。

1名 880ユーロ、2名 440ユーロ、3名 293ユーロ、4名 220ユーロ、
5名 176ユーロ、6名 146ユーロ、7名 126ユーロ

スケジュール（目安）

07:50 出発
11:30 ハルシュタット着
13:00 ハルシュタット発
14:30 ザルツブルク着後、市内観光
 ミラベル庭園、モーツァルトの家、
 シュターツ橋、ゲトライデ小路、
 モーツァルトの生家、ホーエンザルツ

ブルク城（眺望のみ）、大聖堂（入場）
17:45 ザルツブルクで離団の方は解散
19:45 ミュンヘン着、解散

世界一美しい湖岸の村ハルシュタット
オーストリア、ザルツカンマーグート地方の奥に位置する景勝地
で、世界遺産に登録されています。世界一美しい湖岸の村として
知られ、幻想的で夢のように美しい風景が称えられています。

モーツァルト生誕の地ザルツブルク
ザルツブルクは「塩の城」を意味する町の名のとおり、特産物の
岩塩の取引などで富み栄え「北のローマ」と称された古からの都。
世界遺産に指定されている旧市街には多くの教会やイタリア風の美
しい建物や広場が見られ、ホーエンザルツブルク城砦との調和も
見事です。

DE303
人気

※パスポートをご持参ください。※ザルツブルクで離団される場合の荷物の受け渡
し場所はバス乗降場所（Paris-Lodron通り）です。※ハルシュタットには約90分滞
在しますが、散策や自由時間を重視される場合は、ミュンヘン駅などで昼食を購入
してご持参いただくことをお奨めします。

料　金 1名 1,300ユーロ、2名 650ユーロ、3名 435ユーロ、
 4名   325ユーロ、5名 260ユーロ、6名 220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　ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約12時間
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

ミュンヘン発
日本語アシスタントと専用車で行く　2つの世界遺産ザルツブルクとハルシュタット 1日観光

［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）

【モデルルート例】
08:00 出発
11:30 ハルシュタット着
13:30 ハルシュタット発
15:00 ザルツブルク着、市内散策
18:00 ザルツブルク発
20:00 ミュンヘン着

隣国オーストリアの人気観光地へ専用車で日帰り旅行
日本語アシスタントと専用車で行くオーストリア日帰り旅行。ザルツ
カンマーグート地方に位置する人気の景勝地ハルシュタットでは、
バスツアーよりも長めの滞在時間をお取りしています。ザルツブル
クは、モーツアルト生誕の地として有名な音楽の都。世界遺産に
指定された美しい旧市街や映画「サウンド・オブ・ミュージック」
の舞台となったミラベル庭園など魅力満点の街の散策をお楽しみく
ださい。

DE346

※パスポートをご持参ください。※行程はモデルルートです。季節や天候によって変更の可能性があります。※専用車とアシスタントの拘束時間は
最大12時間です。滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルートの変更の場合は 別料金がかかる可能性があります。 ※車種の指定はで
きかねます。※日本語アシスタントはオーストリアのガイドではありません。※入場料は含まれていません。現場で発生する入場料は、アシスタント
分も含めお客様負担となります。※昼食は含まれていません。昼食時にアシスタントの同席を希望される場合は、アシスタントの昼食代のご負担を
お願いします。※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50％、5日前からは100％を申し受けます。

ミュンヘン発
日本語アシスタントと専用車で行く　世界遺産ザルツブルクと選べるザルツカンマーグート  1日観光

［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

DE348

国境を越えてオーストリアへ。美しいアルプスと澄んだ
湖がおりなす景勝地ザルツカンマーグートのお好きな
町と、モーツァルト生誕の地ザルツブルクを訪れます。

料　金 1名 1,300ユーロ、 2名 650ユーロ、 3名 435ユーロ、
 4名   325ユーロ、5名 260ユーロ、6名 220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　ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間30分
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテル

モデルルート例

ザンクト・ギルゲン
08:00 ミュンヘン発
10:30 ザンクト・ギルゲン着
11:45 ザンクト・ギルゲン発
12:30 ザルツブルク着、
 昼食時間と散策
17:30 ザルツブルク発
19:30 ミュンヘン着

モデルルート例

モントゼー
08:00 ミュンヘン発
10:00 モントゼー着
11:30 モントゼー発
12:30 ザルツブルク着、
 昼食時間と散策
17:30 ザルツブルク発
19:30 ミュンヘン着

モデルルート例

ザンクト・ヴォルフガング
08:00 ミュンヘン発
11:00 ザンクト・ヴォルフガング着、
 昼食時間と散策
13:00 ザンクト・ヴォルフガング発
14:00 ザルツブルク着
17:30 ザルツブルク発
19:30 ミュンヘン着

モデルルート例

バート・イシュル
08:00 ミュンヘン発
11:00 バート・イシュル着、
 昼食時間と散策
13:00 バート・イシュル発
12:30 ザルツブルク着
17:30 ザルツブルク発
19:30 ミュンヘン着

※パスポートをご持参ください。※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※昼食は含まれていません。昼食時にアシスタントの同席を希望され
る場合は、アシスタントの昼食代のご負担をお願いします。※専用車とアシスタントの拘束時間は最大11時間30分です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレ
ンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※日本語アシスタントはオーストリアのガイドではありません。※現場で発生する入場料 
（アシスタント分含め）は現地にてお客様負担となります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

DE398

DE416
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2018.04

2019.03

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。

ミュンヘン発
専用車で行くオーストリア　選べる1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

ノスタルジックな町が点在するロマンチック
街道のうち、最も人気のある町ローテンブル
クと中世の美しい姿をとどめるディンケルス
ビュールを訪れます。

ローテンブルクと
ロマンチック街道の町ディンケルスビュール  1日観光

DE347

※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※昼食は含まれていません。昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお
願いします。※専用車とガイドの拘束時間は最大10時間～11時間30分です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変
更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※現場で発生する入場料（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

©Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.Dipl.Fotograf Brunner.Ralf ©Regensburg Tourismus GmbH. Ferstl, Peter

©2010 TVB Innsbruck ©TVB Innsbruck

料　金 1名 1,050ユーロ、2名 525ユーロ、3名 350ユーロ、
 4名   263ユーロ、5名 210ユーロ、6名 175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　ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間30分
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテル

※日本語を話す係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※パスポートをご持参ください。※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。
※昼食は含まれていません。※専用車の拘束時間は最大10時間30分です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更
の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※現場で発生する入場料は現地にてお客様負担となります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

モデルルート例

08:00 ミュンヘン発
10:00 ニュルンベルク着
13:00 ニュルンベルク発
13:45 バンベルク着
16:15 バンベルク発
19:30 ミュンヘン着

バイエルンの北、ミッテルフラ
ンケンとオーバーフランケン地
方に位置するニュルンベルクと
バンベルク。古城街道沿いの
街としても有名で、両都市とも
中世の美しい街並みと歴史を
感じることができます。

ニュルンベルクと
バンベルク  1日観光

DE356

料　金 1名 1,300ユーロ、2名 650ユーロ、3名 435ユーロ、
 4名   325ユーロ、5名 260ユーロ、6名 220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　ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間～11時間30分
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテル

世界一高い尖塔をもつ大聖堂
があり、天才物理学者アイン 
シュタインの出身地ウルムと、
シュタイフ社の本社と博物館が
あるテディベアの故郷ギーンゲ
ン、ロマンチック街道最大の都
市アウグスブルクを訪れます。

ウルムとアウグスブルク、
シュタイフ博物館  1日観光

DE344

モデルルート例

08:00 ミュンヘン発
09:30 ウルム着
11:30 ウルム発
12:00 ギーンゲン着
13:30 ギーンゲン発
15:00 アウグスブルク着
17:00 アウグスブルク発
18:00 ミュンヘン着

緑豊かなオストバイエルン地
方。2000年以上の歴史を誇る
世界遺産都市レーゲンスブルク
とドナウ川、イン川、イルツ川
の3つの川が流れ「バイエルン
のベネチア」といわれるパッサ
ウを訪れます。

レーゲンスブルクと
パッサウ 1日観光

DE343

モデルルート例

08:00 ミュンヘン発
09:30 レーゲンスブルク着
12:30 レーゲンスブルク発
13:30 パッサウ着
15:30 パッサウ発
18:00 ミュンヘン着専用車のみプラン（英語ドライバー）

1名 880ユーロ、2名 440ユーロ、3名 293ユーロ、
4名 220ユーロ、5名 176ユーロ、6名 146ユーロ、
7名 126ユーロ

DE415

モデルルート例

08:00 ミュンヘン発　ロマンチック街道一部
走行

10:30 ディンケルスビュール着
11:00 ディンケルスビュール発
11:30 ローテンブルク着、昼食時間と散策
16:00 ローテンブルク発
19:00 ミュンヘン着
※ディンケルスビュールはネルトリンゲンに変更可能です。

ミュンヘン発
日本語ガイドと専用車で行く　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

モデルルート例

08:00 ミュンヘン発
09:30 ミッテンヴァルト着
10:30 ミッテンヴァルト発
11:15 インスブルック着後、昼

食時間と散策
14:15 インスブルック発
15:00 アルプバッハ着
16:30 アルプバッハ発
18:30 ミュンヘン着

ドイツのバイエルン地方とオースト
リアのチロル地方の田舎町を巡る
1日。バイオリンとフレスコ画が有
名なミッテンヴァルト、ハプスブル
ク家の栄華と中世都市の面影を残
すチロル地方の州都インスブルッ
ク、牧歌的な風景が広がる小さな
村アルプバッハを訪れます。

ドイツとオーストリアの田舎町めぐり  1日観光
DE377

©Tirol Werbung Aichner Bernhard

モデルルート例

08:00 ミュンヘン発
10:00 スワロフスキー・クリスタ

ルワールド着
12:00 スワロフスキー・クリスタ

ルワールド発
12:30 インスブルック着後、昼食

時間と市内散策
16:00 インスブルック発
18:30 ミュンヘン着
※ スワロフスキー・クリスタルワー
ルドが閉館の場合、ツアーは催行
されません。

高級クリスタルガラスで有名なスワロフス
キーは、オーストリア・チロル州の会社。
100周年を記念して作られたスワロフス 
キー・クリスタルワールドは、1995年の
オープン以来、世界中から1200万人以
上が訪れている人気観光スポット。ショッ
ピングもお楽しみいただけます。州都イ
ンスブルックも訪れる1日観光です。

インスブルックと
スワロフスキー・クリスタルワールド 1日観光

DE399

©Swarovski AG Walter Oczlon
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2018.04

2019.03

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。

スケジュール（目安）

【モデルルート】
08:00 ミュンヘン発
09:45 ホーエンシュヴァンガウ着、
 ノイシュヴァンシュタイン城（入場）
13:30 ホーエンシュヴァンガウ発
14:00 エルヴァルトからレルモースにて昼食
15:15 ロープウェイでツークシュピッツェへ
16:30  ロープウェイでアイプ湖へ
17:00  アイプ湖着、散策
17:40  アイプ湖発
19:20 ミュンヘン着
【悪天候の場合】
08:00  ミュンヘン発
09:45  ホーエンシュヴァンガウ着、
 ノイシュヴァンシュタイン城（入場）
13:00  ホーエンシュヴァンガウ発
13:30  ヴィース教会着、昼食と見学
15:00  ヴィース教会発
16:30  ニンフェンブルク城見学（入場料別）
18:00  ニンフェンブルク城発、ミュンヘン市

内散策
19:00  ミュンヘンのホテルまたは旧市街で終了

料　金 1名 1,200ユーロ、2名 620ユーロ、3名 420ユーロ、
4名     320ユーロ、5名 250ユーロ、6名 210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 5/21～10/14の毎日
出　発 8:00　ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間30分
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

ミュンヘン発
日本語ガイドと専用車で行く　ノイシュヴァンシュタイン城とドイツ最高峰ツークシュピッツェ 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

DE402

※行程はモデルルートです。季節や天候によって変更の可能性があります。※専用車とガイドの拘束時間は最大11時間30分です。滞在時間のアレンジは可
能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金がかかる可能性があります。※昼食は含まれていません。昼食時にガイドの同席を希望される場合
は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※運動靴等の歩きやすい靴でご参加ください。※ツークシュピッツェは標高2,500m以上のため、高山病にな
りやすい方や心臓などに持病がある方はご参加いただけません。※ツークシュピッツェまでのロープウェイ代、ツークシュピッツェからアイプ湖までのロープ
ウェイ代は含まれていません。当日お支払いください（目安：1人約60ユーロ、2017年11月現在）。※天候あるいはお客様のご希望によりツークシュピッツェ
展望台に行かない場合は、悪天候の場合のモデルルートとなります。※悪天候の場合のルートに含まれるニンフェンブルク城の入場料は含まれていませ
ん。ガイド分も含めお客様負担となります（目安：1人6ユーロ、2017年11月現在）。※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァンシュタイン城へは徒歩
となります（約35～40分）。馬車やシャトルバス代は含まれていません。※ノイシュヴァンシュタイン城は特別な行事の際は内部見学ができない場合があり
ます。また、一部工事中（外観もしくは内部）のため、見学ができない部屋があります。※館内見学はオーディオガイドを利用します（約35～40分）。
※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50％、5日前から100％を申し受けます。

料　金 1名 1,050ユーロ、2名 525ユーロ、3名 350ユーロ、
 4名   263ユーロ、5名 210ユーロ、6名 175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　ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約12時間
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

ミュンヘン発
専用車で行く　ボーデン湖、ハイジの故郷とリヒテンシュタイン 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

08:00 ミュンヘン発
10:45 リンダウ着後、市内散策
12:15 リンダウ発
13:30 マイエンフェルト（スイス）着後、
 村散策
16:00 マイエンフェルト発
16:30 ファドゥーツ（リヒテンシュタイン）着
17:00 ファドゥーツ発
20:00 ミュンヘン着

1日で3ヶ国めぐり
ドイツ最大の湖、ボーデン湖の東に浮かぶリンダウ、『アルプスの
少女ハイジ』の舞台スイスのマイエンフェルト、スイスとオーストリ
アに囲まれた小さな永世中立国リヒテンシュタイン公国の首都ファ 
ドゥーツを1日で訪れます。

DE378

※日本語を話す係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※パスポートをご持参ください。※行程はモデルルートです。季節や天候に
よって変更の可能性があります。※専用車の拘束時間は最大12時間です。滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルートの変更の場合は
別料金がかかる可能性があります。 ※入場料は含まれていません。現場で発生する入場料はお客様負担となります。※昼食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）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

ⒸProlindau Marketing GmbH & Co KG

ⒸLiechtenstein Marketing

美しいお城と雄大なアルプスの両方を1日で
バイエルン王ルートヴィヒ2世の夢のお城、ノイシュヴァンシュタイ
ン城。ドイツ最高峰の山ツークシュピッツェ。黄金の十字架が建つ
標高2,962mの頂上からは、ドイツ、オーストリア、イタリア、スイ
スの4ヶ国、約400もの山々を眺めることができます。ツークシュ 
ピッツェの麓のアイプ湖は、長い間氷河によって削られた場所に誕
生した、エメラルド色に輝く美しい湖。簡単な湖畔散策もお楽しみ
ください。

料　金 1名 1,240ユーロ、2名 640ユーロ、3名 450ユーロ、
4名     340ユーロ、5名 280ユーロ、6名 240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、3/5、ノイシュヴァンシュタイン城

とリンダーホフ城の休館日を除く)
出　発    ［4/1～10/7］8:00　［10/8～3/31］7:30　
 ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間30分
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

ミュンヘン発
日本語ガイドと専用車で行く　ノイシュヴァンシュタイン城、リンダーホフ城とヴィース教会 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）

【モデルルート例】
08:00 出発
10:00 ホーエンシュヴァンガウ着後、
 ノイシュヴァンシュタイン城見学（入場）
 フリータイム（昼食時間を含む）
13:45 ヴィース教会に向け出発
14:15 ヴィース教会見学（入場）
14:45 リンダーホフ城に向け出発
15:45 リンダーホフ城（入場）
17:45 ミュンヘンに向け出発
 途中、オーバーアマガウでショート 

ストップ
19:45 ミュンヘン着

※10/8以降は、7:30出発、ノイシュヴァンシュタ
イン城と自由昼食時間、リンダーホフ城での滞
在時間が30分ずつ短くなり、スケジュールが繰
り上がります（18:15ミュンヘン着）。

2つのお城、世界遺産の教会と美しい村
ドイツの人気箇所を日本語ガイドと専用車でめぐります。白亜の名城「ノ
イシュヴァンシュタイン城」、世界遺産「ヴィース教会」、妖美な「リンダー
ホフ城」、美しい村「オーバーアマガウ」を訪れる、充実の１日観光です。

DE319

※行程はモデルルートです。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となり
ます。入場箇所の開閉館時間によってはご希望を承れない場合があります。※専用車とガイドの拘束時間は4/1～10/7は最
大12時間、10/8～3/31は最大11時間です。それ以上の拘束は労働法により禁じられています。※昼食は含まれていません。
昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※ノイシュヴァンシュタイン城は、特
別な行事等で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のため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。※入場予約の関係上、ノイシュヴァンシュタイン城とリンダーホフ城の順番が逆になる可能
性があります。※リンダーホフ庭園内のヴィーナスの洞窟は、2019年頃まで工事中のためご覧いただけません。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。
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ミュンヘン発
日本語ガイドと専用車で行く  ヘリコプター搭乗！ノイシュヴァンシュタイン城、世界遺産ヴィース教会とオーバーアマガウ 1日観光

料　金 1名 4,600ユーロ、2名 2,300ユーロ、
 3名 1,500ユーロ、4名 1,125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 4/10～10/14の毎日（悪天候時を除く）　
出　発 8:30　　ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間30分　　
解　散　ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

DE401

スケジュール（目安）

ドイツに来たら一度は訪れたい夢のお城、ノイシュヴァンシュタイ
ン城。シンデレラ城のモデルとしても有名で、マリエン橋から眺め
るお城の姿はまさにロマンチックの一言。一般的な観光も魅力的で
すが、雄大なバイエルンアルプスにそびえるお城を上空から眺め
てみませんか？ ヘリコプター遊覧ではお城のみならず、東アルプ
スやドイツ最高峰のツークシュピッツェ山群もご覧いただけます。
ヘリコプター遊覧後は専用車でノイシュヴァンシュタイン城の見学、 
ヨーロッパでも有数の美しさを誇るロココ様式の世界遺産ヴィース
教会、壁面に描かれた美しいフレスコ画の民家が立ち並ぶ可愛ら
しい村オーバーアマガウ、オーストリアの国境近くに位置するエメ
ラルド色のアラート湖を巡ります。

※行程はモデルルートです。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大
幅な行程やルートの変更の場合は 別料金がかかる可能性があります。※昼食は含
まれていません。昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご

負担をお願いします。※ヘリコプター会社はHTM Helicopter Travel Munich GmbHです。※ヘリコプター乗り場はミュンヘン郊外の
Ottobrunnです。ミュンヘン空港ではありません。※ヘリコプター搭乗時に必要ですので、パスポートをご持参ください。※ヘリコプ 
ター遊覧は約30～35分程度です。※悪天候によりヘリコプター遊覧は中止となる場合があります。※昼食代は含まれていません。 
※4/1～21の昼食場所は、ホーエンシュヴァンガウまたは周辺の町となります。アラート湖には立ち寄りません。※4/22～10/14のア 
ラート湖での昼食はM&J Hotel-Restaurant（ドイツ料理）となります。飲食代は当日お支払いください。昼食をノイシュヴァンシュタイ
ン城の麓で取ることも可能ですが、その場合はアラート湖には立ち寄りません。※ノイシュヴァンシュタイン城の入場予約時間によって
コロマン教会立ち寄りは昼食後になる可能性があります。※天候や現地事情によりコロマン教会に立ち寄れない可能性があります。 
※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァンシュタイン城へは徒歩で上っていただきます（約35～40分）。馬車やシャトルバス代
は含まれていません。※ノイシュヴァンシュタイン城は一部工事中(外観もしくは内部）のため、見学ができない部屋があります。※城
内見学は日本語オーディオガイドを利用します（約35～40分）。ガイドはお城の中も同行します。※ヴィース教会の入場は無料ですが、
寄付金お1人様1ユーロをお願いしています。※ヴィース教会は宗教行事や催事のため予告なしに内部見学ができない場合がありま
す。※公式ツアーガイディング中又はミサ中の訪問は、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
影も禁止されています。※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50％、5日前から100％を申し受けます。

《ヘリコプター中止の場合》8:30 ミュンヘン発▶10:20 コロマン教会立ち寄り、コロマ
ン教会からは山腹にそびえるノイシュヴァンシュタイン城を下から眺めることができま
す。▶10:25 コロマン教会発▶10:30 ホーエンシュヴァンガウ着、ノイシュヴァンシュタ
イン城見学▶13:20 ホーエンシュヴァンガウ発、専用車にて移動▶13:45 アラート湖
着、自由昼食と散策▶15:15 アラート湖発▶16:00 ヴィース教会着▶16:30 ヴィース教
会発▶17:00 オーバーアマガウ着▶17:30 オーバーアマガウ発▶19:00 ミュンヘン着

ⒸHTM Helicopter Travel Munich GmbH

ミュンヘン発
日本語ガイドと専用車で行く  ノイシュヴァンシュタイン城とミュージカル『ルートヴィヒ2世』

料　金 1名 1,300ユーロ、2名 700ユーロ、3名 510ユーロ、
4名     400ユーロ、5名 340ユーロ、6名 300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 14:00公演　5/6・20・27、6/3、8/12・15・19・26、9/2・9・16 

14:30公演　5/21、9/8　　
 19:30公演　5/3・5・18・19・25・26、6/1・2、
 　　　　　 8/10・11・17・18・25・31、
 　　　　　 9/1・7・8・14・15
出　発 ［14:00公演］7:30　［14:30公演］8:00　［19:30公演］13:30
 ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間15分～12時間30分　　
解　散　ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

DE403

スケジュール（目安）

13:30 ミュンヘン発
15:15 ホーエンシュヴァンガ

ウ着、ノイシュヴァン
シュタイン城見学

18:30 ホーエンシュヴァンガウ発
18:50 フュッセン祝祭劇場着
19:30 ミュージカル開演
22:30 ミュージカル終了
22:45 フュッセン祝祭劇場発
     - ヴィース教会着
     - ヴィース教会発
24:45 ミュンヘン着

07:30
09:15

13:15
13:30
14:00
17:00
17:15
18:00
18:30
20:00

08:00
09:45

13:45
14:00
14:30
17:30
17:45
18:15
18:45
20:15

ルートヴィヒ2世の世界を満喫
ルートヴィヒ2世が建てたノイシュヴァンシュタイン城の観光と彼の
生涯を描いたミュージカル鑑賞で、バイエルン王ルートヴィヒ2世が
夢見た世界にたっぷりひたれる1日観光です。ルートヴィヒ2世が愛
したアルゴイの山々や湖、遠くにノイシュヴァンシュタイン城を望む
フュッセン祝祭劇場は、まさに彼の運命を語るにふさわしい場所。
美しい音楽、華やかなコスチューム、芸術的な照明と共に展開さ
れるドラマチックなストーリーでミュージカル『ルートヴィヒ2世』は
繰り広げられます。2017年の観客動員数は約3万人！ 大好評のう
ちに幕を閉じたミュージカルが2018年も上演されることが決定しま
した。あなたも是非、この感動を味わってみませんか？

※ミュージカル公演に合わせた行程のため出発時間の変更は承れません。※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァンシュタイン城へは徒歩で上っていただきます（約35～40分）。馬車やシャ
トルバス代は含まれていません。※ノイシュヴァンシュタイン城は一部工事中(外観もしくは内部）のため、見学ができない部屋があります。※城内見学は日本語オーディオガイドを利用します（約35～ 
40分）。ガイドはお城の中も同行します。※ヴィース教会の入場は無料ですが、寄付金お1人様1ユーロをお願いしています。※ヴィース教会は宗教行事や催事のため予告なしに内部見学ができない
場合があります。※ツアーガイディング中又はミサ中の訪問は、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ています。※19:30公演の場合、日程上 
ヴィース教会の見学はできません。※昼食および夕食は含まれていません。※19:30公演の場合、夕食をレストランでゆっくり取る時間はありません。※ミュージカルのチケットはカテゴリー1（上から
2番目）です。※席は事前に指定することはできません。※ガイドは劇場までご案内しますが、一緒に鑑賞はしません。※遅くとも開演の30分前までにご入場ください。※特にドレスコードはありま
せん。※ミュージカルはドイツ語で上演されます。休憩も含めて約3時間です。※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100％を申し受けます。

Ⓒ Ludwigs  Festspielhaus

Ⓒ Ludwigs  Festspielhaus

Ⓒ Ludwigs  Festspielhaus

4/22～
 10/14
08:30 専用車にてミュンヘン発
09:00 ヘリコプター乗り場着
 （Ottobrunn）
09:15 ヘリコプター離陸、
 ノイシュヴァンシュタイン城

とドイツ最高峰のツークシュ
ピッツェ山群を上空よりご覧
ください。（約30～35分）

10:00 Panorama-Stadl am
 Forggensee付近着、
 タクシーにて移動
10:20 コロマン教会立ち寄り
 コロマン教会からは山腹に

そびえるノイシュヴァンシュ
タイン城を下から眺めること
ができます。

10:25 コロマン教会発
10:30 ホーエンシュヴァンガウ着、ノ

イシュヴァンシュタイン城見学
13:20 専用車にてホーエンシュヴァ

ンガウ発
13:45 アラート湖着、自由昼食と散策
15:15 アラート湖発
16:00 ヴィース教会着
16:30 ヴィース教会発
17:00 オーバーアマガウ着
17:30 オーバーアマガウ発
19:00 ミュンヘン着

4/1～
   21
08:30
09:00

09:15

10:00

10:20

10:25
10:30

14:30

     -
     -
15:00
15:30
16:00
16:30
18:00

14:00
公演

14:30
公演

19:30
公演
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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。



ロマンチック街道観光 MAPフュッセン発
ヴィース教会観光タクシー・プライベートハイヤー DE313

フュッセン→ヴィース教会→ホーエンシュヴァンガウ
■料金（1台）：130ユーロ（定員3名）、160ユーロ（定員6名）
■所要時間：約1時間45分
※ヴィース教会での停車時間は約30分です。タクシーサービス終了後、ノイシュヴァンシュ
タイン城観光とフュッセンへのお戻りはご自身のペースでお楽しみください。

フュッセン→ヴィース教会→ホーエンシュヴァンガウ→フュッセン
■料金（1台）：180ユーロ（定員3名）、210ユーロ（定員6名）
■所要時間：約4時間
※ヴィース教会での停車時間は約30分です。ホーエンシュヴァンガウ到着後、ノイシュヴァ
ンシュタイン城観光をご自身のペースでお楽しみください。約2時間後にお迎えにあが
り、フュッセンのご宿泊ホテルまたは駅までお送りします。

［共通］※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※所要時間は交通事情に
より前後する場合があります。※ヴィース教会はミサの時間帯の入場観光はできません。予
約時にご確認の上お申し込みください。また、宗教行事により予告なくクローズする場合が
あります。※1/1以降は条件が変更になる場合があります。
■ノイシュヴァンシュタイン城観光：入場料は含まれていません。ご希望の場合は手配を承
ります（別料金）。城の入場は予約制のため、事前の購入をおすすめします。
■変更・取消料：手配日の（土日祝、年末年始を除く）4日前から100％を申し受けます。

ホテルと一緒にお申し込みください

ロマンチック街道バス DE314
［運行会社］Touring TOURS & TRAVEL

■運行日
フランクフルト→フュッセン（南行き）：  4/9 ～ 10/14　毎日
フュッセン→フランクフルト（北行き）：  4/9 ～ 10/14　毎日
料金（片道） ※下記掲載区間以外の料金はお問い合わせください。

＊南行きのバスでミュンヘンに行く場合は、アウグスブルクで下車、鉄道（DB）に乗り換えとなります。
＊ミュンヘンから乗車する場合は、中央駅ではなくZOB（Backerbruecke駅）となります。

■お申し込みについて
1名様より承ります。お申し込み時にお客様のお名前（フルネーム）をお知らせください。
■変更・取消料　乗車日の9日前以降：手配料金の100％を申し受けます。

区間 大人 子供（4～12歳）
フランクフルト ローテンブルク 54ユーロ 27ユーロ
フランクフルト ミュンヘン（＊） 104ユーロ 52ユーロ
フランクフルト フュッセン 130ユーロ 65ユーロ
ローテンブルク ミュンヘン（＊） 52ユーロ 26ユーロ
ローテンブルク フュッセン 77ユーロ 38ユーロ

※係員は含まれていません。※席は事前に指定することはできません。※遅くとも開演の30分前までにご入場ください。※特にドレスコードは
ありません。※ミュージカルはドイツ語で上演されます。※ミュージカルは休憩も含めて約3時間です。※送迎車は劇場の目の前には停車する
ことができません。乗降場所から劇場入口まで徒歩約５分です。※ミュージカル上演中ドライバーは駐車場で待機していません。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前から100％を申し受けます。

• フュッセンの街中から劇場までは片道約3kmです。
• フュッセンから劇場まで路線バス72番（Steingaden行）も運行されていますが、劇場からフュッセン行きの
最終便は18:00頃のため夜の公演の場合お帰りのバスがありません。専用車送迎をご利用ください。
• 劇場にはレストラン「Wirtshaus im See」（11:30～20:00オープン）があります。夏はビアガーデンも設
置されます。

Ⓒ Ludwigs  Festspielhaus

フランクフルト

ヴェルトハイム

ローテンブルク

ネルト
リンゲン

アウグス
ブルク

ランツベルク

ミュンヘン

ディンケルス
   ビュール

ヴィース教会

ホーエンシュヴァンガウ
（ノイシュヴァンシュタイン城）

フュッセン

ヴュルツブルク

ロマンチック街道バス

フュッセン発タクシー

ローテンブルクと
ヴュルツブルク
1日観光

ローテンブルクと
ディンケルスビュール
1日観光

ロマンチックライナー

©Dinkelsbuehl Tourismus

©Keute, Jochen

ミュージカル『ルートヴィヒ2世』+劇場往復送迎

ミュージカル『ルートヴィヒ２世』が行われるフュッセン祝祭劇場は、フュッセン郊外に位置しています。
特に夜の公演の場合、帰りは公共バスの運行が終了していますので、往復送迎付が便利です。

※往復送迎付［みゅう］ツアーの催行日
です。ミュージカル公演は他の日時にも
行われています。

ケーニッヒロッジ 150ユーロ

カテゴリー1 130ユーロ

カテゴリー2 115ユーロ

カテゴリー3 95ユーロ

　　　19:00公演　　　　19:30公演

2018年５月 3日 ・5日 ・6日 ・18日 ・19日 ・20日 ・25日 ・26日 ・27日

2018年６月 1日 ・2日 ・3日

2018年８月 10日 ・11日 ・12日 ・15日 ・17日 ・18日 ・19日 ・25日 ・26日 ・31日

2018年９月 1日 ・2日 ・7日 ・8日 ・9日 ・14日 ・15日 ・16日

2018年12月 26日 ・27日 ・28日 ・29日 ・30日

2019年１月 3日 ・4日 ・5日 ・6日

【夕食を劇場で取らない場合】
18:30　フュッセンのホテルまたは駅発
18:40　Festspielhaus劇場着
19:30　ミュージカル開演
22:30　ミュージカル終了
22:45　Festspielhaus劇場発
22:55　フュッセンのホテル着

【夕食を劇場で取る場合】
17:30　フュッセンのホテルまたは駅発
17:40　Festspielhaus劇場着、各自で夕食
19:30　ミュージカル開演
22:30　ミュージカル終了
22:45　Festspielhaus劇場発
22:55　フュッセンのホテル着

ⒸLudwigs  Festspielhaus

Ⓒ Ludwigs  Festspielhaus

Ⓒ Ludwigs  Festspielhaus
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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。

19:30公演のモデルルート

料　金催行日
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昼食
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（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。

ミュンヘン、フランクフルト、ローテンブルク発
GW+8月特別催行！ ロマンチックライナー

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

ミュンヘン出発 08:00 フランクフルト出発
10:30 ローテンブルク市内観光（約1時間）

ローテンブルク市内観光（約1時間） 11:30
※ローテンブルク離団の方は解散

ローテンブルク発の方は集合 14:45 ローテンブルク発の方は集合
ローテンブルク発 15:00 ローテンブルク発

ディンケルスビュール着後、自由散策 16:00
16:15 ヴュルツブルク着後、自由散策

ディンケルスビュール発 17:00
18:15 ヴュルツブルク発

ミュンヘン着後、解散 19:30
20:00 フランクフルト着後、解散

人気

料　金 ［ミュンヘン発、フランクフルト発］　大人 79ユーロ　子供（3～11歳）49ユーロ
 　 ミュンヘン発着 DE302  、ミュンヘン発フランクフルト発 DE338  、
 　フランクフルト発着 DE316  、フランクフルト発ミュンヘン着 DE340  、全て同料金です。
 ［ローテンブルク発・着］　大人 44ユーロ　子供（3～11歳）29ユーロ
 　 ミュンヘン発ローテンブルク着 DE337  、フランクフルト発ローテンブルク着 DE339  、
 　ローテンブルク発ミュンヘン着 DE353  、ローテンブルク発フランクフルト着 DE354  、全て同料金です。
催行日 4/30、5/2、8/12・14・16
出　発 [ミュンヘン]            7:50　ミュンヘン中央駅構内のスターバックス前
 [フランクフルト]    7:50　フランクフルト中央駅構内のスターバックス前
 [ローテンブルク] 15:00　駐車場P1
解　散 [ミュンヘン]  ミュンヘン中央駅
 [フランクフルト] フランクフルト中央駅
 [ローテンブルク] 駐車場P1

移動しながら効率よく観光できる便利なプライベートツアー
ミュンヘン～フランクフルト間を、ローテンブルクとロマンチック街道の町に立ち寄りながら、日本語ドライバーガ
イドの専用車で移動できる便利なプライベートツアーです。荷物を運ぶ心配もなく、お客様だけのドライバーガイ
ドがご案内しますので、時間内であれば滞在時間の調整も可能です。

ロマンチック街道 人気No.1のローテンブルクと小さな町
「中世の宝石箱」と呼ばれるローテンブルク。昼食時間も含め約4時間滞在しますので、城壁に上ったり、石畳の
町中を散策したり、たっぷりお楽しみいただけます。荷物は専用車に入れておけるので身軽に動けます。ロマン
チック街道の町、ディンケルスビュールまたはネルトリンゲンにもご希望に応じてどちらかに立ち寄ります。

料　金 1名 1,100ユーロ、 2名 550ユーロ、3名 400ユーロ、
 4名     300ユーロ、 5名 240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（12/24～26、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く）
出　発  ［ミュンヘン］8:00 ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
  ［フランクフルト］8:00 フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港
所要時間 約10時間30分
解　散  ［フランクフルト］ フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは

ご希望の場所
  ［ミュンヘン］ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたはご希望の場所

フランクフルト発ミュンヘン着 DE380

スケジュール（目安）

08:00 フランクフルト発
10:00 ローテンブルク着
14:00 ローテンブルク発
 途中、ロマンチック街道沿いの

町、ディンケルスビュールかネ
ルトリンゲンに立ち寄り

18:30 ミュンヘン着

DE379

スケジュール（目安）

08:00 ミュンヘン発
 途中、ロマンチック街道沿いの

町、ディンケルスビュールかネ
ルトリンゲンに立ち寄り

12:30 ローテンブルク着
16:30 ローテンブルク発
18:30 フランクフルト着

ミュンヘン発フランクフルト着

ミュンヘン、フランクフルト発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く   移動しながらローテンブルク

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行日本語ドライバーガイド

ロマンチック街道人気No.1の町ローテンブルク
人気のロマンチック街道。中でも人気No.1は、ローテンブ
ルク。緑豊かなタウバー渓谷の中にあるローテンブルクの
城壁内は「中世の宝石箱」と呼ばれるのにふさわしく、石
畳の小道にカラフルな木組みの家並み、可愛らしい看板な
ど、絵本のようなメルヘンの世界が広がっています。滞在
時間もたっぷりで、日本語ガイドがご案内する市内観光あ
り・なしを選べます。散策に便利な 特製オリジナ
ルマップもご用意！

ローテンブルクからフランクフルトに向か
う途中で、ロマンチック街道の北の起点で
あるヴュルツブルクに立ち寄ります。世界
遺産に登録されているバロック建築の宮殿
レジデンツや美しい建築物が並ぶ旧市街
散策をお楽しみください。

ロマンチック街道起点の古都
ヴュルツブルク

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※ミュンヘン発フランクフルト着またはフランクフルト発ミュンヘン着は、ローテンブルクでバスを乗り換えます。荷物は再集合場所（駐車場P1）で移し
変えます。※ミュンヘン発ローテンブルク着またはフランクフルト発ローテンブルク着のご利用で、ローテンブルク着後にガイド付き観光無しですぐに離団を希望される場合は、当日お申し出ください。※ロー
テンブルク発ミュンヘン着またはローテンブルク発フランクフルト着にご参加の場合の集合場所は、駐車場P1です。※ヴュルツブルクは自由散策となります。レジデンツ入場料は含まれていません。

城壁の町ディンケルスビュール
ロマンチック街道沿いの町でも、戦争の被害
を受けなかったディンケルスビュール。円形
の城壁に囲まれた町には、築400年以上の木
組みの家々が立ち並びます。町一番の美しさ
を誇るドイチェスハウス、ゴシックとロマネス
クが混在する聖ゲオルグ教会など、中世の世
界を堪能できます。Ⓒ Romantische Straße Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR

中世の世界に包まれてどこを見ても素敵でした。お勧めのツ
アーです。 （2017年10月ご参加） 

一人で参加していましたが、ガイドさん、運転
手さんも良い人で、安心して参加できました。
ローテンブルクに一歩足を踏み入れた途端、

お客様の声

ⒸRothenburg Tourismus Service_Plönlein Gäste_W.Pfitzinger

※行程はモデルルートです。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※ドライバーガイドの拘束時間は最大10時間30分です。※現場で発生する諸経費（入場料、飲食費、乗り物代、その他）はお客様払いとなります。※昼食時にガイ
ドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※ドライバーガイドの事情により、ご希望のお日にちをお受けできない場合もありますので了承ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前から50％、5日前から100％を申し受けます。

ローテンブルク→ミュンヘンを直通で結ぶロマンチックライナー
ロマンチック街道バス DE314 （p.98）では、アウグスブルクで下車して荷物を持って
ミュンヘン行きの列車に乗り換える必要があります。ロマンチックライナーならミュンヘン
中央駅まで直行なのでラクラク！

ローテンブルクを観光しながらフランクフルト⇔ミュンヘンの同日移動が可能
ミュンヘン発とフランクフルト発、ロマンチックライナーは同じ日に運行しています。ローテ
ンブルクでの解散・再集合場所が同じなので、乗り換えもスムーズです。荷物はバスに
預けて身軽に観光、再集合時に積み替えますのでスーツケース持参でも問題ありません。
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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。

フランクフルト発
日本語ドライバーと専用車で行く　ドイツハイライト2泊3日

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

フランクフルトから必ず行きたいスポットを2泊3日で網羅した南ドイツ完全版のプライベートツアー。ゲートウェイ都市フランクフルトを出発、人気の古都ハイデ
ルベルク、古城街道、中世の町ローテンブルク、ロマンチック街道、必見のノイシュヴァンシュタイン城、世界遺産ヴィース教会、と、ドイツ観光ハイライトのオ
ンパレード。フランクフルト帰着の他、ミュンヘン終了も便利です。スイスのチューリッヒ、ルツェルン、インターラーケンのご希望の都市への移動もできるツアー
やライン川ドライブを含むツアーもあり、とっても便利。日本語ドライバーガイドがご案内するおすすめプライベートツアーです。

南ドイツハイライト2泊3日
～古城街道×ロマンチック街道とノイシュヴァンシュタイン城

DE382

【1日目】
08:30 フランクフルト発
 途中、山街道沿いの可愛らしい町ヘッペンハイムに立ち寄り
10:00 ハイデルベルク着
 ハイデルベルク城や旧市街を散策、昼食時間
13:00 ハイデルベルク発
 古城街道経由でローテンブルクへ
16:00 ローテンブルク着
 旧市街散策、タウバー渓谷もご案内
  ローテンブルク泊
【2日目】
08:30 ローテンブルク発
 ロマンチック街道走行
 ロマンチック街道の町ディンケルスビュールと
 ネルトリンゲンに立ち寄り
15:30 ホーエンシュヴァンガウ着
 ノイシュヴァンシュタイン城（入場）
17:30 フュッセン着
 ドイツアルプスの麓の街フュッセンや郊外の湖畔の散策
  フュッセンもしくはシュヴァンガウ泊
【3日目】
08:30 フュッセンまたはシュヴァンガウ発
09:00 ヴィース教会着、入場
09:30 ヴィース教会発
11:00 ミュンヘン着
 観光と昼食時間
14:00 ミュンヘン発
 ***ミュンヘン市内ホテル着の方は終了
 ***ミュンヘン空港着の方は終了
19:00 フランクフルト着

料　金 1名3,100ユーロ、2名 1,550ユーロ、3名 1,033ユーロ、4名 775ユーロ、5名 620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。※ホテル代は含まれていません。
催行日 毎日（4/1～27、10/21～3/31、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く）
出　発 8:30　フランクフルト市内ご宿泊ホテル
所要時間 2泊3日
解　散 チューリッヒ、ルツェルンまたはインターラーケン市内ご宿泊ホテル

　　　　　　ドイツを満喫してスイスへ2泊3日
～古城街道×ロマンチック街道とノイシュヴァンシュタイン城

DE414

料　金 1名 2,700ユーロ、2名 1,380ユーロ、3名 920ユーロ、4名 700ユーロ、5名 560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。※ホテル代は含まれていません。
催行日 毎日（12/24～26・31、1/1、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く）
出　発 8:30　フランクフルト市内ご宿泊ホテル
所要時間 2泊3日
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテル、ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたはミュンヘン空港

料　金 1名 2,700ユーロ、2名 1,380ユーロ、3名 920ユーロ、4名 700ユーロ、5名 560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。※ホテル代は含まれていません。
催行日 毎日（12/24～26・31、1/1、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く）
出　発 8:00　フランクフルト市内ご宿泊ホテル
所要時間 2泊3日
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテル、ミュンヘン市内ご宿泊ホテルまたはミュンヘン空港

※ホテル代は含まれていません。各都市でのご宿泊ホテル名と所在地をお申し込み時にお知らせください。ホテル手配をご希望の場合は別料金で承ります。※ドライバーガイドは別ホテルに宿泊します。※行程はモデ
ルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。
※入場料はノイシュヴァンシュタイン城を除き含まれていません。現場で発生する入場料は、ガイド分も含めお客様負担となります。※食事は含まれていません。昼・夕食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイド
の食事代のご負担をお願いします。※交通事情によりヘッペンハイムに立ち寄れない可能性があります。※ハイデルベルクをヴュルツブルクに変更も可能です。※ロマンチック街道は、交通事情や立ち寄り都市の滞在
時間によって一部のみ走行となります。※ノイシュヴァンシュタイン城の入場時間は予約の関係上事前に指定することはできません。※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァンシュタイン城へは徒歩で上がってい
ただきますので、歩きやす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な行事が発生した場合、内部見学ができない可能性があります。※ノイシュヴァンシュタイン城内は、日本語オーディオガイドで
見学します。※ヴィース教会は、宗教行事により予告なしに内部見学ができない場合があります。公式ツアーガイディング中および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。写真撮影等も禁止されています。入場は無料ですが、寄付金お1人様1ユーロをお願いしています。※空港発の場合、お迎え時間は6:30以降となります。その場合は1予約あたり120ユーロを申し受けます。
※空港終了の場合、拘束時間の関係上チェックインのお手伝いをできかねる場合があります。渋滞等による延着のためフライトに乗り遅れた場合の補償はいたしかねます。予めご了承ください。
DE382  DE414  ※ハイデルベルク城へはケーブルカーを利用します。運賃は当日お支払いください。 DE382  ※3日目が日曜日の場合は、ヴィース教会は2日目に見学します。
DE405  ※天候や水位など川の状態や現地状況により、ライン川沿いを走行できない場合があります。 ※ライン川遊覧船は含まれていません。※ケルン大聖堂は、ガイドが外で説明後ご自身で内部を見学していただきま
す。また、宗教行事のため入場できない場合があります。９/27～30は巡礼行事のため内部見学はできません。※ハイデルベルク城は外観からの観光となります。
※変更取消料として、参加日の( 土日祝、年末年始を除く)10日前から50％、5日前からは100%を申し受けます。

ドイツハイライト2泊3日　～ラインとケルン大聖堂×ロマンチック街道とノイシュヴァンシュタイン城 DE405

【1日目】8:00 フランクフルト発▶10:00 ケルン着、市内散策と大聖堂見学▶12:00 ケルン発
▶13:30 ラインフェルス城着▶昼食▶ライン川ドライブ▶リューデスハイム散策▶17:30 ハイ
デルベルク着、市街散策と夕食▶ハイデルベルク泊
【2日目】8:00 ハイデルベルク城（外観）観光▶9:30 ハイデルベルク発▶12:00 ローテンブル
ク着、昼食と散策▶15:00 ローテンブルク発▶15:45 ディンケルスビュール着▶16:15 ディンケルスビュール発
▶18:45 フュッセン着▶フュッセンもしくはシュヴァンガウ泊（湖畔のホテルでのご宿泊もおすすめです）
【3日目】9:30 ノイシュヴァンシュタイン城見学（冬は10:30）▶12:30 ホーエンシュヴァンガウ発▶13:00 ヴィース教
会着▶13:30 ヴィース教会発▶19:00 フランクフルト着　（ミュンヘン終了希望の場合は15:00終了）

【1日目】
08:30 フランクフルト発
 途中、山街道沿いの可愛らしい町ヘッペンハイムに立ち寄り
10:00 ハイデルベルク着
 ハイデルベルク城や旧市街を散策、昼食時間
13:00 ハイデルベルク発
 古城街道経由でローテンブルクへ
16:00 ローテンブルク着
 旧市街散策、タウバー渓谷もご案内
  ローテンブルク泊
【2日目】
08:30 ローテンブルク発
 ロマンチック街道走行
 ロマンチック街道の町ディンケルスビュールと
 ネルトリンゲンに立ち寄り
13:00 ミュンヘン着
 昼食と簡単な散策
15:30 ミュンヘン発
16:45 ヴィース教会着、入場
17:15 ヴィース教会発
18:00 フュッセン着
  フュッセンもしくはシュヴァンガウ泊
【3日目】
09:00頃 ノイシュヴァンシュタイン城（入場）
11:00頃 ホーエンシュヴァンガウ発
13:00 リンダウ着、昼食時間
14:00頃 リンダウ発
 リヒテンシュタイン経由
18:30 インターラーケン着

ⒸHeidelberg Marketing GmbH

ⒸLNTOURIST Personenschiffahrt 
am Dom GmbH

スケジュール（目安） スケジュール（目安）

ⒸRomantische Straße Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR

ⒸRomantische Straße Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR

GERMANY

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

G
ERM

AN
Y

ドイツ

ドイツ
中欧

フランス

スペイン
ポルトガル

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ

イタリア
マルタ



101

2018.04

2019.03

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 1,020ユーロ、2名 510ユーロ、3名 340ユーロ、
4名     255ユーロ、5名 204ユーロ、6名 170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 4/1～10/27の毎日　(日本語ドライバー手配不可日を除く)
出　発 7:30　フランクフルト市内ご宿泊ホテル
所要時間 約13時間
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテル

フランクフルト発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　ノイシュヴァンシュタイン城とローテンブルク 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

スケジュール（目安）

【モデルルート例】
07:30 出発
13:00 ノイシュヴァンシュタイン城（入場）
15:30 ノイシュヴァンシュタイン城発
 途中、ローテンブルクに立ち寄り
　　　　 （30分～最大1時間）
22:00頃 フランクフルト着

ロマンチック街道のハイライト
滞在日数が少ないけれど、フランクフルトから日帰りでノイシュヴァン
シュタイン城に必ず行きたいという方におすすめのツアー。復路途
中にはロマンチック街道で人気No.1の町ローテンブルクにも立ち寄り
ます。日本語ドライバーガイドがご案内するので、道中も安心です。

DE341

料　金 1名 1,900ユーロ、2名 970ユーロ、3名 650ユーロ、
4名     485ユーロ、5名 400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　（12/24～26・31、1/1、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く）
出　発 8:00　フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港
所要時間 1泊2日
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港

フランクフルト発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　ノイシュヴァンシュタイン城とロマンチック街道 1泊2日

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
08:00 出発
10:00 ローテンブルク着
13:00 ローテンブルク発
 ロマンチック街道走行
 ロマンチック街道の町（ネルトリンゲン

かディンケルスビュール）に立ち寄り
 フュッセンに立ち寄り
 ホーエンシュヴァンガウもしくは
 フュッセン泊
 ※ご希望の方には夕食もご案内します。
 　 近くの湖畔のレストランがおすすめ

です。
【2日目】
 ノイシュヴァンシュタイン城とヴィース

教会見学
18:00 フランクフルト着

ドイツのハイライトを1泊2日で満喫
「ロマンチック街道」の「ローテンブルク」と「ノイシュヴァンシュ
タイン城」、公共交通では行きにくい世界遺産「ヴィース教会」。 
周遊する時間が取れなくても1泊2日でドイツを代表する観光箇所
を網羅できる大変おすすめの日本語プライベートツアーです。

DE342

※ホテル代は含まれていません。ご希望の場合はリクエストベース、別料金で承ります。※行程はモデルルートで
す。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能です
が、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※昼・夕食時にガイドの
同席を希望される場合は、ガイドの食事代のご負担をお願いします。※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァ
ンシュタイン城へは徒歩で上がっていただきますので歩きやすい靴でご参加ください。※ノイシュヴァンシュタイン
城は特別な行事が発生した場合、内部見学ができない可能性があります。※ノイシュヴァンシュタイン城内は日本
語オーディオガイドで見学します。※ヴィース教会は、宗教行事により予告なしに内部見学ができない場合がありま
す。公式ツアーガイディング中および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。入場は無料ですが、寄付金お1人様1ユーロをお願いしています。
※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50％、5日前からは100％を申し受けます。

※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※専用車とドライバーガイドの拘束時間は最大13時
間です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金
となります。※車種の指定はできかねます。※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァンシュタイン城へは徒歩で上がっていただきますので歩
きやす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な行事が発生した場合、内部見学ができない可能性があります。※ノイシュヴァ
ンシュタイン城内は日本語オーディオガイドによる見学となります。※レストランでの昼食時間は取れませんので、簡単な軽食もしくは途中のサービ
スエリアでお取りいただく形となります。※ローテンブルクは帰りの行程や交通状況に問題が無い場合、簡単な休憩地点として立ち寄ります。※ロ
マンチック街道の走行は時間に余裕がある場合のみとなります。※ローテンブルクの代わりにヴィース教会への立ち寄りも可能です。ご希望の場合
はお申込み時にお知らせください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

料　金 1名 780ユーロ、2名 390ユーロ、3名 260ユーロ、
 4名 195ユーロ、5名 156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 毎日　（12/24～26、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く）
出　発 8:00　フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港
所要時間 約11時間
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港

フランクフルト発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　ケルン大聖堂とアウグストゥスブルク城、絶景の街フロイデンベルク 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

スケジュール（目安）

【モデルルート例】
08:00 出発
10:30 ブリュール着、アウグストゥスブルク

城見学（入場料別、現地払い）
 ※月曜は世界遺産アーヘン大聖堂見学
12:00 ブリュール発
12:30 ケルン着
 自由昼食時間と大聖堂見学
14:00 ケルン発
16:00 フロイデンベルク着
 散策、クアパークの丘から街並みを一望
17:00 フロイデンベルク発
19:00 フランクフルト着

ドイツが誇る2つの世界遺産とモノトーンの街
2000年の歴史を持つ古都ケルンは、有名なゴシック大聖堂が街の
ランドマーク。アウグストゥスブルク城は、大階段が国の公式行事
に利用されるほどの豪華さ。どちらも一見の価値ありです。
木組みの家が整然と並ぶ様がSNSで話題沸騰中のフロイデンベル
ク。街を一望できるポイントにご案内します。

DE383

※行程はモデルルートです。現地事情や天候によって変更の可能性があります。※専用車とドライバーの拘束時間は最大11時間です。拘束時間を
超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種
の指定はできかねます。※現場で発生する入場料は現地にてお客様負担となります。※昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食
代のご負担をお願いします。※アウグストゥスブルク城は、一般のドイツ語ガイドツアーに参加し見学します。※月曜は休館のため、アーヘン大聖
堂を見学します。※ケルン大聖堂内での案内には制約があるため、ガイドが外で説明した後、内部を見学していただきます。また、宗教行事等の
ため予告なく内部見学不可の場合があります。9/27～30は巡礼行事のため内部見学はできません。※フロイデンベルクでは自由散策となります。
※フランクフルト空港での終了を希望される場合、交通状況等による延着のためフライトに乗り遅れた場合の補償はいたしかねます。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）10日前から50％、5日前からは100%を申し受けます。

ⒸHorst Gummersbach

ⒸStadt Freudenberg
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2019.03

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 109ユーロ　子供（3～11歳）59ユーロ　
催行日 4/29、5/1、8/15、8/5～10/7の日
出　発 7:45　フランクフルト中央駅構内のスターバックス前
所要時間 約12時間
解　散 フランクフルト中央駅

フランクフルト発
世界遺産ライン川とハイデルベルク1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

07:45 フランクフルト発
 リューデスハイム着
09:15 ライン川遊覧
11:05 ザンクト・ゴアルスハウゼン着
 リューデスハイム着後、フリータイム
13:00 リューデスハイム発
14:45 ハイデルベルク着
 ハイデルベルク城観光後、フリータイム
18:30 ハイデルベルク発
19:45 フランクフルト着

世界遺産ライン渓谷でライン川下り
世界遺産ライン渓谷。川岸に古城が最も密集しているハイライト区間、 
リューデスハイムからザンクト・ゴアルスハウゼンを遊覧船で下ります。ラ
イン川下りの後は、ワイン酒場がひしめく可愛らしいリューデスハイムに
立ち寄り。散策やワイン試飲、ショッピングなどご自由にお楽しみください。

ロマンあふれる古都ハイデルベルク
ハイデルベルク城を日本語ガイドがご案内。旧市街の眺めが美し
いテラス、世界最大規模のワインの大樽などを見学します。自由
時間には、聖霊教会や学生牢、カールテオドール橋への訪問も可
能です。1日で魅力的な2ヶ所を満喫できるおすすめツアーです。

DE320
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。※天候や川の状況など現地事情により船が運休する場合は、ライン川ドライブとなります。
※交通状況や船の運航状況により所要時間や行程が変更される可能性があります。※ハイデルベルク城は特別な行事等で内部見学ができない場合
があります。※ハイデルベルク城までの道をバスで登れない場合は徒歩またはケーブルカー（現地払い）となります。※ハイデルベルクで離団ご
希望の方はお申し込み時にお知らせください。料金は同額です。

日本語ドライバーガイドと専用車で行く
ローテンブルクとハイデルベルク  1日観光

フランクフルト発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※昼食時にガイ
ドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※専用車とドライバーガイドの拘束
時間は最大11時間です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは
可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※現場で発
生する入場料（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。※フランクフルト空港での終了を希望される
場合、交通状況等による延着のためフライトに乗り遅れた場合の補償はいたしかねます。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）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

DE359

日本語ドライバーガイド 1名催行

料　金 1名 780ユーロ、2名 390ユーロ、3名 260ユーロ、
 4名 195ユーロ、5名 156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 毎日　(12/24～26、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く)
出　発 8:00　フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港
所要時間 約11時間
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港

「中世の宝石箱」ローテンブルクと古都ハイデルベルクを1日で
8:00 出発▶ガイドブックに載っていない小さな村オクセ
ンフルト▶10:30 ローテンブルク（約3時間）▶15:30 
ハイデルベルク（約2時間）▶19:00 フランクフルト着

プライベート

ⒸHeidelberg Marketing GmbH

悠久の古都ハイデルベルク　
午前ウォーキングツアー

ハイデルベルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※電車代は含まれていません。ドイツ鉄道によるストライキ等でハイデルベルクに到着できない場合でも返金はいたしかねます。 
※イベントや催事により旧市街で交通規制が実施される場合は、ルート変更の可能性があります。※大学講堂は大学の催事が開
催されている場合は見学できません。※ケーブルカーが混雑している場合はお待ちいただきます。※ハイデルベルク城からマル
クト広場までは徒歩で移動します。※カフェ・クネーゼルは休業日または営業時間外の可能性があります。※徒歩観光ですので
歩きやすい靴でご参加ください。※変更取消料として、参加日の( 土日祝、年末年始を除く)5日前からは100%を申し受けます。

DE357

日本語ガイド 2名催行

料　金 1名 188ユーロ、2名以上 94ユーロ　5歳以下参加不可
催行日 月～土　（12/1～1/31、2/9～12を除く） 
 ※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。
出　発 9:40　ハイデルベルク中央駅のツーリストインフォメーション前
所要時間 約3時間
解　散 カールテオドール橋

歴史ある古都ハイデルベルク
フランクフルトから電車で日帰り観光も可能です。
（例：8:22 フランクフルト中央駅発→9:12 ハイ
デルベルク駅着）　 9:40 公共バスで旧市街へ▶
10:15 大学講堂（入場）、学生牢（入場）▶ケー
ブルカーでハイデルベルク城へ（入場）▶マルク
ト広場、聖霊教会、カフェ・クネーゼル▶カールテオドール橋▶12:40 解散

ウォーキング

料　金 1名 780ユーロ、2名 390ユーロ、3名 260ユーロ、
 4名 195ユーロ、5名 156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 4/17～10/12の毎日　（日本語ドライバーガイド手配不可日を除く）
出　発 8:30　フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港
所要時間 約11時間
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港

フランクフルト発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　世界遺産ライン渓谷とハイデルベルク 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

スケジュール（目安）

【モデルルート例】
08:30 出発
09:15 フォルラーツ城（約20分）
10:00 リューデスハイム着
10:15 ライン川遊覧船乗船
   ※遊覧船の料金は各自お支払い
12:05 ザンクト・ゴアルスハウゼン着
13:00 リューデスハイム着後、自由昼食
14:00 リューデスハイム発
15:30 ハイデルベルク着
18:00 ハイデルベルク発
19:30 フランクフルト着

世界遺産ライン渓谷と古都ハイデルベルクを1日で
世界遺産ライン渓谷と人気の古都ハイデルベルクを1日で巡ります。
父なるライン川は昔から交通の要所として、ヨーロッパの歴史を見
つめてきました。ライン川沿いには数多くの古城と可愛らしい町が点
在、美しいぶどう畑が広がっています。ドイツで最も美しい古都と呼
ばれるハイデルベルクは、ゲーテやショパンも讃えた街。最古の大
学や、ハイデルベルク城、カール橋といった見所があります。

DE360

※行程はモデルルートです。ライン川クルーズのスケジュール変更等の現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※天候や
水位など川の状況により船が運休となる場合があります。※昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。
※専用車とドライバーガイドの拘束時間は最大11時間です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可
能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※遊覧船乗船料、および現場で発生する入場料
（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。※フランクフルト空港での終了を希望される場合、交通状況等による延着のためフライトに乗り
遅れた場合の補償はいたしかねます。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）10日前から50％、5日前か
らは100%を申し受けます。

ⒸCowin, Andrew
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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  750ユーロ、2名 375ユーロ、
 3名  250ユーロ、4名 188ユーロ、
 5名  150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
 (12/24～26、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く)
出　発 7:45～8:30頃　フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港
所要時間 約9時間～10時間45分
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテルまたは空港

フランクフルト発
日本語ドライバーと専用車で行く　選べる1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

※行程はモデルルートです。天候や現地事情により変更の可能性があります。 
※昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いしま
す。※専用車とドライバーガイドの拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。
出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別
料金となります。※車種の指定はできかねます。※乗船料および現場で発生する入場
料等（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。※変更取消料として、参加日
の（土日祝、年末年始を除く）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

フランクフルトからお好きなルートをお選びいただける 
1日観光です。お好きなスケジュールにあわせて観光でき
るのは専用車ならでは。知識も道順も日本語ドライバーガイ
ドにお任せで安心です。

08:30 フランクフルト発　
途中、山街道沿いの可愛らしい町ヘッペンハイムに立ち寄り

11:00 古城街道のヒルシュホルン着、散策
11:30 ヒルシュホルン発

途中、古城街道沿いの村ディルスベルクに立ち寄り
13:00 ハイデルベルク着後、散策と自由昼食
17:00 ハイデルベルク発
18:30 フランクフルト着

08:00 フランクフルト発　
11:00 ストラスブール着後、プチット・フランスや

カテドラルなど観光と自由昼食
13:30 ストラスブール発　
15:30 ハイデルベルク着後、散策
16:30 ハイデルベルク発
18:00 フランクフルト着

08:30 フランクフルト発　
10:00 ヴュルツブルク着、アルテマイン橋からの

風景や世界遺産レジデンツ観光
11:30 ヴュルツブルク発　

途中、ガイドブックには載っていないドイツらしい小さな町、
ゾマーハウゼンとオクセンフルトにショートストップ

13:00 ローテンブルク着後、自由昼食と散策
16:30 ローテンブルク発
18:30 フランクフルト着

ハイデルベルクと古城街道1日観光 世界遺産ストラスブールとハイデルベルク1日観光 ヴュルツブルクとローテンブルク1日観光

※交通事情により、途中ヘッペンハイムに立ち寄れない可能性
があります。※ハイデルベルク城まではケーブルカーで移動しま
す。ケーブルカー代は含まれていません。当日お支払いください。

※国境を越えますのでパスポートをご持参ください。※ストラ
スブール大聖堂は11:00～12:30頃は入場できない場合があり
ます。※時間の都合上、ハイデルベルク城の入場見学はでき
ません。

※ヴュルツブルクではマリエンブルク要塞は訪れません。レジデ
ンツの見学は一般開放されている箇所のみの見学となります。 

DE330 DE329 DE328

古城街道の街ヒルシュホルンと、穴場のヘッペンハイム、2012
年のドイツ観光スポットTOP100であのノイシュヴァンシュタイ
ン城を抑えて堂々1位のハイデルベルクを1日で訪れます。

ドイツ国境近くに位置する古都、フランスのストラ
スブールと、ドイツ最古の大学で有名なハイデル
ベルクを訪れます。

ロマンチック街道の基点で、世界遺産のレジデンツやマリ
エンブルク要塞などが見どころの古都ヴュルツブルクと、ロ
マンチック街道随一の人気を誇るローテンブルクを訪れます。

モデルルート例 モデルルート例 モデルルート例 （最大10時間）（最大10時間）（最大10時間）

08:30 フランクフルト発　
11:30 バンベルク着、世界遺産の旧市街や大聖堂を観光
13:30 バンベルク発　　　　　　
15:00 ヴュルツブルク着、アルテマイン橋からの

風景や世界遺産レジデンツ観光
16:45 ヴュルツブルク発
18:30 フランクフルト着

08:30 フランクフルト発　
途中、旧東西ドイツの国境跡を通過します。

11:00 アイゼナハ着、ヴァルトブルク城とバッハハウス等を見学、自由昼食
16:00 フランクフルトに向けて出発
18:30 フランクフルト着

08:30 フランクフルト発　
11:00 トリアー着

散策と昼食、大聖堂やポルタニグラを見学
14:30 トリアー発
15:30 ベルンカステルクース着

美しい木組みの家が並ぶ街を散策
16:30 フランクフルトに向けて出発
18:30 フランクフルト着

2つの世界遺産バンベルクとヴュルツブルク1日観光 世界遺産アイゼナハとバッハ1日観光 モーゼル川と世界遺産トリアー1日観光

※ヴュルツブルクではマリエンブルク要塞は訪れません。レジデ
ンツの内部見学は一般開放されている箇所のみの見学となります。

※ヴァルトブルク城では英語またはドイツ語のガイディングツアーに参加
して見学します。ガイディング中は日本語による説明ができないため、見
学前に予め説明する形となります。※入場料は含まれていません。ヴァ
ルトブルク城の入場料は12ユーロ、バッハハウスの入場料は9ユーロです
（いずれも2017年11月現在）。

DE358 DE332 DE331

戦災を逃れた1000年以上前の街並みが残る世界遺産
バンベルクはラウホビールで、世界遺産レジデンツを
誇るヴュルツブルクはフランケンワインでも有名です。

最もドイツらしい城といわれる世界遺産ヴァルトブル
ク城を擁するアイゼナハ。バッハハウス、ルターハウ
スやゲオルク教会など他にも見所がたくさんあります。

ワイン産地として知られ、モーゼル河畔で最も可愛
らしい町ベルンカステルクースと、世界遺産ローマ
遺跡が残るドイツ最古の街トリアーを訪れます。

モデルルート例 モデルルート例 モデルルート例（最大10時間） （最大10時間） （最大10時間）

モデルルート例 （モデルルートに準ずる 最大9時間～10時間45分） モデルルート例 （最大10時間30分）

4/1～14、
10/15～21

4/14～
10/14

10/22～
3/31

07:45 08:15 08:30 フランクフルト発
09:00 10:00 09:30 リューデスハイム着
09:15 10:15 10:00 ライン川遊覧船乗船

※遊覧船の料金は各自お支払い
10:55 11:55 11:30 ザンクト・ゴアール着

ラインフェルス城からネコ城とネズミ城
の見える風景をお楽しみください。
かわいい町バッハラッハを経由
カーフェリーで対岸へ

13:30 13:30 13:00 リューデスハイムにて自由昼食、散策
15:30 09:00 15:00 フォルラーツ城のワイナリー訪問
16:00 09:30 15:30 フォルラーツ城発
16:45 16:15 16:00 マインツ着、シュテファン教会観光
17:15 17:00 16:45 マインツ発
18:00 18:00 17:30 フランクフルト着

08:00 フランクフルト発　
11:00 ホーエンツォレルン城着

ホーエンツォレルン城見学と昼食時間
13:30 ホーエンツォレルン城発
14:20 テュービンゲン着、自由散策
15:30 テュービンゲン発
18:30 フランクフルト到着

08:00 フランクフルト発　
10:30 ケルン着後、大聖堂観光と散策

自由昼食
12:30 ケルン発　

ライン溪谷ドライブ
古城ラインフェルスからネコ城とネズミ城の
見える風景を、対岸よりローレライの崖を
ご覧いただけます。
途中、バッハラッハに立ち寄り
カーフェリーで車ごと対岸へ

15:30 リューデスハイム着後、つぐみ横丁散策、
お土産ショッピングなど

17:00 リューデスハイム発
18:00 フランクフルト着

世界遺産ライン川と古城ワイナリー1日観光 ２つの世界遺産ケルン大聖堂とライン渓谷1日観光

※ラインクルーズのスケジュール変更等の現地事情や季節、天候などにより時間変更
の可能性があります。※天候や水位など川の状況により船が運休となる場合がありま
す。また川沿いを走行できない場合があります。※冬期は、遊覧船は団体予約が無
い場合、運休する可能性があります。その場合はライン川ドライブや他都市観光とな
ります。※ワイナリーは催事や店側の事情により突然クローズする場合があります。

※天候や水位など川の状況により船が運休となる場合があります。
また川沿いを走行できない場合があります。※遊覧船は含まれて
いません。※ケルン大聖堂は、ガイドが外で説明後ご自身で内部
を見学していただきます。また、宗教行事のため入場できない場
合があります。9/27～30は巡礼行事のため内部見学はできませ
ん。※日曜日の行程はライン渓谷→ケルン大聖堂の順となります。

DE324 DE327

世界遺産ライン渓谷を満喫する1日観光。ライン川沿いに
は数多くの古城と可愛らしい町が点在、また白ワイン産地
として有名な美しいぶどう畑が広がっています。

天空の城ホーエンツォレルン城とテュービンゲン1日観光
DE406

人気急上昇中のホーエンツォレルン城とお城
の全景を望む写真スポット、さらに大学都市
テュービンゲンを訪れます。

世界的に名高いゴシック建築のケルン大聖堂と、
美しい自然と数多くの古城や可愛らしい街が点在す
るライン渓谷の2つの世界遺産を1日で訪れます。

モデルルート例 （最大10時間）

※ホーエンツォレルン城内はドイツ語ガイドツアーで見学しま
す。ガイディング中は日本語による説明ができないため日本語の
簡単な書面をご案内します。

人気
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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 920ユーロ、2名 480ユーロ、3名 330ユーロ、
 4名 250ユーロ、5名 200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　（12/24～1/1、日本語ドライバーガイド手配不可日を除く）
出　発 9:00　ローテンブルク市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテル

ローテンブルク発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く ノイシュヴァンシュタイン城と世界遺産ヴィース教会1日観光　ローテンブルク発ミュンヘン着

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

スケジュール（目安）

《月～金》
09:00 ローテンブルク発
12:00 ヴィース教会着
12:30 ヴィース教会発
13:00 ホーエンシュヴァンガウ着
 自由昼食時間
15:30頃 ノイシュヴァンシュタイン城（入場）
16:45 ホーエンシュヴァンガウ発
19:00 ミュンヘン着（フュッセン終了も可能）
《土日》
09:00 ローテンブルク発
12:00 ホーエンシュヴァンガウ着、自由散策
14:00頃 ノイシュヴァンシュタイン城（入場）

自由昼食時間
16:00 ホーエンシュヴァンガウ発
16:30 ヴィース教会着
17:00 ヴィース教会発
19:00 ミュンヘン着（フュッセン終了は不可）

一度は訪れたいノイシュヴァンシュタイン城とロココ様式の美しい世界遺産ヴィース教会を、日本語ドライ 
バーガイドによる専用車で1日で巡ります。ローテンブルクからミュンヘンに移動しながら観光できます。

DE407

※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※昼食時にガイドの同席を希望される場合
は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※専用車とドライバーガイドの拘束時間は最大10時間です。拘束時間を超えた場合は超過料
金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はでき
かねます。※現場で発生する入場料（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァン
シュタイン城へは徒歩となります（約35～40分）。馬車やシャトルバス代は含まれていません。※ノイシュヴァンシュタイン城は特別な行事の
際は内部見学ができない場合があります。また、一部工事中（外観もしくは内部）のため、見学ができない部屋があります。※館内見学は
オーディオガイドを利用します（約35～40分）。※ドライバーガイドはお城の中は同行しません。※車椅子の方のための城内エレベーターは
最大で3名乗り（1名はお城の案内人）ですので、付き添うことができる人数は1名のみです。見学できる箇所は通常と同じです。※マリエン
橋は急な修復工事等の現地事情で橋に行けない可能性があります。※道路が凍結、シャトルバスが運休の場合、マリエン橋までの道はク 
ローズします。その場合、橋へのご案内はできません。※交通渋滞や城の予約時間の影響でマリエン橋にご案内できない可能性がありま
す。※10月中旬以降は日没時間が早いためヴィース教会の内部が暗い可能性があります。※ヴィース教会の入場は無料ですが、寄付金お 
1人様1ユーロをお願いしています。※ヴィース教会は宗教行事により予告なしに内部見学ができない場合があります。 ※公式ツアーガイ 
ディング中およびミサ中の訪問の場合、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。その場合の写真撮影等も禁
止されています。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）21日前からは50％、10日前からは100％を申し受けます。

名物焼きソーセージと旧市街 
ニュルンベルク半日ウォーキングツアー

ニュルンベルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※大聖堂や教会が宗教行事により入場できない場合は外観見学となります。※職人広場はイベント等で見学できな
い場合があります。※職人広場がクローズする期間（12月下旬～3月中旬）は精霊養老院へご案内します。※ソー
セージはお一人様につき1個で、飲み物は含まれません。ブラートブルストホイスレが急遽閉店となった場合は、別
のお店での試食となります。※イベントや祭事により旧市街で交通規制が実施される場合は、ルート変更の可能性
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）5日前からは100%を申し受けます。

DE322

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 164ユーロ、2名以上 82ユーロ　5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 月～土　(11/25～12/31を除く)
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　ケーニヒ門近くのツーリストインフォメーション前
所要時間 約3時間
解　散 中央広場（マルクトプラッツ）

本場ドイツNo.1といわれる名物焼きソーセージ
聖ローレンツ教会（入場）▶職人広場、ハイリ
ゲガイストシュピタール、中央広場と麗しの泉▶
ブラートブルストホイスレにてソーセージ試食▶
旧市庁舎、聖セバルトゥス教会、カイザーブル
ク、デューラーの家、白なめし職人の小路、 
ヘンカーシュテーク、カスパーハウザー出現の場所

プライベート

専属日本語ガイドと行く　負の遺産 
ナチス・ドイツの軌跡をたどる 半日ウォーキングツアー

ニュルンベルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※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100%を申し受けます。

DE352

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 198ユーロ、2名以上 99ユーロ　5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 月～土　(11/25～12/31を除く)
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　ケーニヒ門近くのツーリストインフォメーション前
所要時間 約3時間
解　散 ニュルンベルク中央駅

ヒットラーとナチスの戦争の歴史
トラムで移動（約10分）▶党大会広場（ツェッペ
リンフェルトとツェッペリントリビューネ）▶ドク・
ツェントルム（入場、徒歩観光）▶ニュルンベル
ク中央駅

プライベート

ⒸBirgit_Fuder ⒸHeiko Stahl

2000年の古都アウグスブルク
半日ウォーキングツアー ～フッガー家の軌跡を追う

アウグスブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※全て徒歩観光となります。※マキシミリアン博物館の中庭は、月曜は閉館のため見学できません。※市庁舎、及びフッゲラ
イは突然閉館する場合がありますが、その場合も入場料の返金はありません。予めご了承ください。※聖アンナ教会と青空市
場は曜日によってオープン時間が異なるため、入場できない場合があります。※大聖堂でミサや催事が行われている場合は、
外観見学のみとなります。※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100％を申し受けます。

DE325

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 168ユーロ、2名以上 84ユーロ　5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 月～土　(12/24～1/1を除く)
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　市庁舎前
所要時間 約3時間
解　散 大聖堂前

ロマンチック街道最大の都市
【観光箇所】市庁舎－黄金の間（入場）、フッゲ
ライ（入場）、フッガーハウス（外観）、シェッツ
ラー宮殿（外観）、マキシミリアン博物館（中庭
のみ入場）、聖アンナ教会（入場）、青空市場、
大聖堂（入場）　※観光箇所のオープン時間の
都合上、ルートは開始時間によって異なります。

プライベート

世界遺産レジデンツと旧市街　
ヴュルツブルク半日ウォーキングツアー

ヴュルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※大聖堂や教会は宗教行事により入場できない場合は外観見学となります。※レジデンツは公式
行事やコンサート等で内部あるいは一部が見学できない場合があります。※イベントや催事によ
り旧市街で交通規制が実施される場合は、ルート変更の可能性があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

DE323

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 164ユーロ、2名以上 82ユーロ　5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 月～土　(12/24・25・31、1/1、2/8、3/5を除く)
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　ヴュルツブルク中央駅構内マクドナルド前
所要時間 約3時間
解　散 アルテマイン橋

ロマンチック街道起点の古都
レジデンツ（入場）▶ホーフガルテン庭園
▶聖キリアン大聖堂（入場）▶ノイミュンスター
▶ユリウスシュピタール▶マルクト広場、ファルケ
ンハウス、マリエンカペレ▶市庁舎▶アルテマイ
ン橋

プライベート

ⒸRegio Augsburg, Tourismus GmbH.Stettmeyer, 
Friedrich

ⒸBayerische Schloesserverwaltung

日本語ドライバーガイド 1名催行
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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 380ユーロ　19歳以下参加不可
 ※2名分料金です。2名様でお申し込みください。
催行日 毎日
出　発 13:00以降　ブルクホテル
所要時間 1泊2日
解　散 ブルクホテル

ローテンブルク発
ブルクホテル滞在でローテンブルク満喫 ～素敵ホテルパッケージ～

［運行会社］MIKI TRAVELパック

2名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
13:00以降 各自でホテルにチェックイン
 ご自身でローテンブルク散策をお楽し

みください
 お好きな時間に「職人の家」にご入

場ください（11:00～17:00）
 レストラン「Meistertrunk」にて夕食

（18:00～21:00）
 ホテルにて音楽をかけると音波がバス

タブを通して体に伝わる「シンフォニー
バスタブ」をご利用いただけます
（20:00～22:00）

【2日目】
 ホテルで朝食
11:00まで  各自チェックアウトをお済ませくだ

さい

中世の宝石箱ローテンブルクを満喫
ロマンチック街道のハイライト、ローテンブルク。城壁に囲まれた旧市街を
じっくり楽しむためにもぜひ1泊されることをおすすめします。12世紀の建
物を利用したブルクホテルは眺めもよく、ローテンブルクでも1、2の人気
を誇るホテルです。ロマンチックな天蓋付きベッドのお部屋をご用意しまし
た。レストランでの夕食やリラックスに最適なウェルネス、中世の職人の家
の入場も含まれています。ロマンチックな町で特別なひとときをどうぞ。

※係員および送迎は含まれていません。※1/1以降は料金・条件が変更となる可能性があります。※バスタ
ブ付きのお部屋は限られているため、シャワーのみのお部屋の可能性があります。※天蓋付きのダブル 
ベッドとなります。2ベッドルームではありません。※延泊ご希望の場合はお問い合わせください。※メッ
セ時期や年末年始は手配不可もしくは料金が変わる可能性があります。※夕食のメニューは事前にお選び
いただくことはできません。夕食のお飲み物は別途払いとなります。レストランMeistertrunkが閉店の場
合、別のレストランとなります。※職人の家、アルトローテンブルクは急遽閉館となる可能性があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前からは100%を申し受けます。

DE326

料　金 1名  850ユーロ、2名 425ユーロ、
 3名  283ユーロ、4名 212ユーロ、
 5名  170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（12/24～1/1、日本語ドライバーガイド手配不

可日を除く）
出　発 9:00　ローテンブルク市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間15分
解　散 フランクフルト市内ご宿泊ホテル

ローテンブルク発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く  街道の旅1日観光  フランクフルト行

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※専用車とド
ライバーガイドの拘束時間は最大8時間15分です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となりま
す。※車種の指定はできかねます。※現場で発生する入場料（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。※ロマンチック街道、及び古城街道の走行は一部のみとなります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）21日前から50％、10日前からは100％を申し受けます。

ロマンチック街道の旅 DE386

ロマンチック街道の人気No.1の町ローテンブルクか
ら、リーメンシュナイダーの傑作「聖母マリアの祭
壇」があるヘルゴット教会、ヴァイカースハイム、
マイン川の古都で世界遺産レジデンツが有名なヴュ
ルツブルクを経て、フランクフルトへ。

09:00 ローテンブルク発
09:30 クレクリンゲン着、ヘルゴット教会見学
10:00 クレクリンゲン発
10:30 ヴァイカースハイム着、

ヴァイカースハイム城見学
11:45 ヴァイカースハイム発
12:45 ヴュルツブルク着、昼食時間と散策
15:45 ヴュルツブルク発
17:15 フランクフルト着

スケジュール（目安）

古城街道の旅 DE387

最も人気の観光街道「ロマンチック街道」と最も古
い観光街道「古城街道」。両方が交わるローテン
ブルクから、「ネッカー川の真珠」とよばれ中世の
雰囲気を残すヒルシュホルン、ドイツ最古の大学が
ある古都ハイデルベルクを経て、フランクフルトへ。

09:00 ローテンブルク発
11:30 ヒルシュホルン着、ショートストップ
12:15 ヒルシュホルン発、古城街道ドライブ
13:00 ハイデルベルク着、昼食時間と散策
16:00 ハイデルベルク発
17:15 フランクフルト着

スケジュール（目安）

料　金 1名  780ユーロ、2名 390ユーロ、
 3名  260ユーロ、4名 195ユーロ、
 5名  156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（12/24～1/1、日本語ドライバーガイド手配不

可日を除く）
出　発 9:00　ローテンブルク市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間30分
解　散 ミュンヘン市内ご宿泊ホテル

ローテンブルク発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く  街道の旅1日観光 ミュンヘン行

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※専用車とド
ライバーガイドの拘束時間は最大8時間30分です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となりま
す。※車種の指定はできかねます。※現場で発生する入場料（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。※ロマンチック街道の走行は一部のみとなります。※ウルムとギーンゲンはロマン
チック街道の街ではありません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）21日前から50％、10日前からは100％を申し受けます。

ロマンチック街道の旅 DE384

ロマンチック街道の人気No.1の町ローテンブルクか
ら、小さな中世の町ディンケルスビュール、隕石が
落下した跡にできた町で聖ゲオルグ教会の猫職員
も人気のネルトリンゲン、ロマンチック街道最大の
都市アウグスブルクを経て、ミュンヘンへ。

09:00 ローテンブルク発
09:45 ディンケルスビュール着、ショートストップ
10:45 ディンケルスビュール発
11:15 ネルトリンゲン着、ショートストップ
12:15 ネルトリンゲン発、途中ハールブルク城で

写真ストップ
13:45 アウグスブルク着、昼食時間と市内観光
16:30 アウグスブルク発
17:30 ミュンヘン着

スケジュール（目安）

ロマンチック街道とテディベアの故郷 DE385

ロマンチック街道の「中世の宝石箱」ローテンブル
クから、古い城壁が印象的なディンケルスビュー
ル、高さ世界一の大聖堂がある水の都ウルム、世
界一有名なクマ「テディベア」の故郷シュタイフ社
の本社があるギーンゲンを経て、ミュンヘンへ。

09:00 ローテンブルク発
09:45 ディンケルスビュール着、ショートストップ
10:45 ディンケルスビュール発
11:45 ギーンゲン着、シュタイフ博物館
13:00 ギーンゲン発
13:30 ウルム着、昼食時間と市内観光
16:00 ウルム発
17:30 ミュンヘン着

スケジュール（目安）
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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。

《共通》※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※専用車と
ドライバーガイドの拘束時間はスケジュール欄のとおりです。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金と
なります。※車種の指定はできかねます。※現場で発生する記載のない入場料（ガイド分含め）等は現地にてお客様負担となります。※ウルム駅出発の場合、到着列車の情報をご予約時にお知らせくだ
さい。ドライバーガイドがホームでお迎えします。荷物は到着時に専用車に乗せられます。《 DE388  DE389 》※ウルム観光は徒歩となります。《 DE388 》※ホーエンシュヴァンガウの麓からノイシュヴァ
ンシュタイン城へは徒歩で上がっていただきますので歩きやす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な行事が発生した場合、内部見学ができない場合があります。※ノイシュヴァン
シュタイン城内は日本語オーディオガイドによる見学となります。《 DE389  DE408 》※ホーエンツォレルン城を含む1日観光はレストランで昼食を取る時間はないため、ウルム観光時に軽食を購入し、
移動中またはホーエンツォレルン城近くでお取りいただく形となります。※ホーエンツォレルン城へは麓から徒歩またはシャトルバスとなります。シャトルバス代は含まれていません（片道1.9ユーロ、往復
3.1ユーロ、2017年12月時点）。※ホーエンツォレルン城内は写真撮影禁止です。※城内はドイツ語ガイドツアー約45分による見学となります。ドライバーガイドは城内も同行しますが、同時通訳は禁止され
ていますので、入場前に簡単な説明をします。※ホーエンツォレルン城の遠景を眺める場所は、駐車場から片道徒歩約30分の道のりです。歩きやすい靴でお越しください。※悪天候時に城遠景を眺める
場所を希望されない場合はテュービンゲンに立ち寄ります。《共通》※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）21日前から50％、10日前からは100％を申し受けます。

ウルムの大聖堂は高さ世界一
161.53mもの高さ世界一の大聖堂が
あるウルム。古い木組み家屋や水車が
残る美しいフィッシャーフィアテルやゴ
シック様式の壮麗な市庁舎などがあ
り、アインシュタインの生まれ故郷で
もあります。

日本語ドライバーガイドと専用車で行く
ノイシュヴァンシュタイン城と世界一高い大聖堂ウルム 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVEL

日本語ドライバーガイド 1名催行

プライベート

料　金 1名 800ユーロ、2名 410ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 215ユーロ、5名 178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（4/1～20、5/1、10/15～3/31、日本語ドライバーガイド手配日を除く）
出　発  ［シュトゥットガルト発］8:30　シュトゥットガルト市内ご宿泊ホテル
   　　    ※120ユーロ（1～5名）の追加料金を申し受けます。
  ［ウルム発］10:00頃　ウルム市内ご宿泊ホテルまたは駅
 　　　　　（到着電車の時間に合わせ調整可）
所要時間 約8～11時間
解　散  ［フュッセン着］フュッセン市内ご宿泊ホテルまたは駅
  ［ミュンヘン着］ミュンヘン市内ご宿泊ホテル
  　　　　　 ※120ユーロ（1～5名、車1台あたり）の追加料金を申し受けます。

移動しながら
ノイシュヴァンシュタイン城観光
ウルムからノイシュヴァンシュタイン城を
観光してフュッセンまたはミュンヘンへ。
朝フランクフルト発の電車に乗りウルム
で下車しても間に合う日程です。

スケジュール（目安）

ウルム発 DE388
日本語ドライバーガイドと専用車で行く
天空の城ホーエンツォレルン城と世界一高い大聖堂ウルム 1日観光

ウルム発 ［運行会社］MIKI TRAVELDE389

日本語ドライバーガイド 1名催行

プライベート

スケジュール（目安）

料　金 1名 800ユーロ、2名 410ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 215ユーロ、5名 178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（4/1～20、5/1、10/15～3/31、日本語ドライバーガイド手配日を除く）
出　発 10:00頃　ウルム市内ご宿泊ホテルまたは駅
 （到着電車の時間に合わせ調整可）
所要時間 約7～8時間
解　散  ［ウルム着］ウルム市内ご宿泊ホテルまたは駅
  ［シュトゥットガルト着］シュトゥットガルト市内中心部ご宿泊ホテルまたは駅

天空の城ホーエンツォレルン城
雲海の絶景が人気急上昇中のホーエン
ツォレルン城。ドイツらしい質実剛健な
お城で、ドイツ最後の皇帝ヴィルヘルム
２世の子孫が現在でも所有しています。
入場観光と全景を眺められるポイントの
両方にご案内します。絶景ポイントは公
共交通で行くのは困難なため専用車が
便利です。

［ウルム発着］
ウルム市内観光の後、11:15ウルム発
以下、同スケジュール
17:30 ツェラーホルン発
19:30 ウルム着、終了

［ウルム発シュトゥットガルト着］
08:28

09:47
10:00
11:15
13:15

15:30
16:00

17:30
19:00

各自でミュンヘン駅発、電車
でウルムへ（電車代別）
ウルム駅着
ウルム市内観光
ウルム発
ヘッヒンゲン着、ホーエンツォ
レルン城（入場）
ヘッヒンゲン発
ツェラーホルン着
ホーエンツォレルン城を望む
ポイントへ
ツェラーホルン発
シュトゥットガルト着、終了

ミュンヘン

ノイシュヴァンシュタイン城

シュトゥットガルト

ウルム

ボーデン湖

ホーエンツォレルン城

リヒテンシュタイン城

ヴィース

フュッセン

約1時間20分

約2時間

アウグスブルク

©Ulm Touristik GmbH  Reinhold Mayer

各自でフランクフルト駅発、
電車でウルムへ（電車代別）
ウルム駅着
［シュトゥットガルト発］
シュトゥットガルトのホテル発
ウルム着、市内観光
ウルム発
ホーエンシュヴァンガウ着、
昼食時間
ノイシュヴァンシュタイン城（入場）
ホーエンシュヴァンガウ発
［フュッセン着］
フュッセンのホテルまたは駅着、終了
［ミュンヘン着］
ミュンヘンのホテル着、終了

07:50

10:07
08:30

10:00
12:00
13:45

17:20
17:45

19:20

専用車はウルム発フュッセン着が基本日程ですが、シュトゥットガルト発および
ミュンヘン着も追加料金それぞれ120ユーロ（1～5名、車1台あたり）で承り
ます。

料　金 1名 800ユーロ、2名 410ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 215ユーロ、5名 178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（4/1～20、5/1、10/15～3/31、日本語ドライバーガイド手配日を除く）
出　発 10:00頃　ウルム市内ご宿泊ホテルまたは駅
 （到着電車の時間に合わせ調整可）
所要時間 約8時間30分
解　散  ［ウルム着］ウルム市内ご宿泊ホテルまたは駅
  ［シュトゥットガルト着］シュトゥットガルト市内ご宿泊ホテルまたは駅

天空の城とルパン三世カリオストロの城のモデル
雲海に浮かぶ姿が有名なホーエンツォレルン城と『ルパン三世カリ
オストロの城』のモデルになったといわれるリヒテンシュタイン城を
訪れます。どちらも写真映え抜群のお城です。

ウルム発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　天空の城ホーエンツォレルン城とリヒテンシュタイン城1日観光 1名催行

DE408 ［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

スケジュール（目安）

10:00頃　 ウルム発
12:00  ヘッヒンゲン着
 ホーエンツォレルン城（入場）
14:00 ヘッヒンゲン発
14:30 ツェラーホルン着
  ホーエンツォレルン城を望むポイントへ
16:00 ツェラーホルン発
16:40 リヒテンシュタイン城着、中庭のみ見学
17:15 リヒテンシュタイン城発
18:30頃　［ウルム着］ウルム着、終了
　　　　  ［ シュトゥットガルト着］シュトゥットガ

ルトのホテルまたは駅着、終了

日本語ドライバーガイド

©Deutsche Zentrale für Tourismus 
e.V.Photographie Pollak, Jürgen
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スペイン
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ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア
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スロベニア
トルコ
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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。

GERMANY

ケルン発
専用車で行く　絶景！モノトーンの街フロイデンベルク

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

モデルルート例
10:00  ケルン発
11:15 フロイデンベルク着、自由散策
※ 街並みを一望できる絶景ポイントは
Kurpark（保養公園）の丘です。
13:45  フロイデンベルク発
15:00  ケルン着

料　金 1名 520ユーロ、2名 260ユーロ、3名 190ユーロ、4名 143ユーロ、5名 114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～土（12/23～3/31を除く）
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　ケルン市内ご宿泊ホテルまたは中央駅
所要時間 約5時間
解　散 ケルン市内ご宿泊ホテルまたは中央駅

モノトーンの木組みの家が整然と並ぶ美しい街並みが人気急上昇中のフロイデン
ベルク。ケルンから公共交通で行くには、乗り換えありの電車とバスを乗り継が
ないとなりませんが、専用車なら片道約1時間なので半日で訪問が可能です。

※行程はモデルルートです。※専用車とドライバーの拘束時間は最大5時間です。拘束時間を超えた場合は超過料金が
発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車
種の指定はできかねます。※現場で発生する入場料は現地にてお客様負担となります。※当日にツアー終了後、飛行機
や電車をご利用予定の場合、弊社では交通状況等による遅延で乗り遅れた場合の補償はいたしかねます。予めご了承く
ださい。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）25日前から50％、5日前からは100％を申し受けします。

©Stadt Freudenberg

DE397

デュッセルドルフ発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　選べる1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

料　金 1名 950ユーロ、2名 475ユーロ、3名 317ユーロ、4名 238ユーロ、5名 190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（11/15～1/31を除く）
出　発 9:00　デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル

デュッセルドルフから日帰りで、ド
イツで最も有名な世界遺産の大聖
堂があるケルン、目もくらむような
絢爛豪華な世界遺産アウグストゥ
スブルク宮殿を有するブリュー
ル、カール大帝が建立したヨーロ
ッパの歴史には欠かすことのでき
ないアーヘンの大聖堂を訪れます。

09:00 デュッセルドルフ発
10:00 アウグストゥスブルク城見学
11:30 ブリュール発
12:00 ケルン着後、観光と自由昼食
14:30 ケルン発
15:30 アーヘン着
17:00 アーヘン発
18:00 デュッセルドルフ着

3つの世界遺産 
ケルン大聖堂、アウグストゥスブルク城とアーヘン大聖堂 1日観光

DE362

日本語ドライバーガイド

スケジュール（目安）

料　金 1名 1,210ユーロ、2名 605ユーロ、3名 404ユーロ、4名 303ユーロ、5名 242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～土（4/27、5/5・10・21、12/22～1/3を除く）
出　発 8:30　デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間45分
解　散 デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル

ドイツの緑豊かなアイフェル地方の
町モンシャウは、木組みの家々が
立ち並ぶかわいらしい町。マスター
ドでも有名です。｢世界で一番小さ
な町｣ とよばれるベルギーの町デュ
ルビュイは世界中のグルメが訪れる
美食の町。専用車で2国の素敵な
田舎町を訪ねる日帰り観光です。

ドイツとベルギーの素敵な田舎めぐり
モンシャウとデュルビュイ 1日観光

DE395

08:30 デュッセルドルフ発
10:15 モンシャウ着
13:00 モンシャウ発
14:45 デュルビュイ着
17:00 デュルビュイ発
19:15 デュッセルドルフ着

スケジュール（目安）

©Aachen tourist 
service e.v

©Stadt Monschau

《オランダ》※パスポートをご持参ください。※専用車とドライバーガイドの拘束時間は最大9時間です。※ヘットロー宮殿内でのガイディングはありません。各自で見学いただく形となります。
《モンシャウとデュルビュイ、ブリュッセルとブルージュ》※パスポートをご持参ください。※専用車とドライバーガイドの拘束時間はそれぞれ最大10時間45分、11時間45分です。※ドイツのドライバーガイドのため、美術館等の内部のガイディングはできません。
《3つの世界遺産》※専用車とドライバーガイドの拘束時間は最大9時間です。※ケルン大聖堂はミサや宗教行事中は入場できない為、外観のみとなる場合があります。※アウグゥストゥスブルク城の内部は、一般のドイツ語ガイディングツアー
に参加して日本語オーディオガイドで見学します。また、公式行事やコンサート等で内部見学ができない場合や一部のみの見学となる場合があります。※アーヘン大聖堂は日曜およびミサ中は入場できない為、外観のみとなる場合があります。
《共通（DE363を含む）》※行程はモデルルートです。現地事情や季節、天候などにより時間変更の可能性があります。※昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※専用車とドライバーガイドの拘
束時間は各コースに記載の通りです。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※入場料は含まれて
いません。現場で発生する入場料や乗り物代などの諸経費は、ガイド分含め現地にてお客様負担となります。※イベントや催事のため交通規制が実施される場合は、ルートを変更する可能性があります。※当日にツアー終了後、飛行機や電
車をご利用予定の場合、弊社では交通状況等による遅延で乗り遅れた場合の補償はいたしかねます。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）25日前からは50%、5日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 1,030ユーロ、2名 515ユーロ、3名 345ユーロ、4名 258ユーロ、5名 206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（4/27、5/5・10・20、12/22～1/3、
 美術館・宮殿の閉館日を除く）
出　発 9:00　デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル

デュッセルドルフから日帰りで、世界
で2番目の規模のゴッホ・コレクション
で知られるオランダのクレラー・ミュラー
美術館とオランダ王室ゆかりのヘット
ロー宮殿を訪れます。1日で両方行け
るのは専用車ツアーならではです。

オランダ
クレラー・ミュラー美術館とヘットロー宮殿 1日観光

DE394

09:00 　デュッセルドルフ発
10:45 　クレラー・ミュラー美術館着
13:45頃 　クレラー・ミュラー美術館発
14:15頃 　ヘットロー宮殿着
15:45 　ヘットロー宮殿発
18:00 　デュッセルドルフ着

スケジュール（目安）

料　金 1名 1,370ユーロ、2名 685ユーロ、3名 457ユーロ、4名 343ユーロ、5名 274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、5/1・10・21、7/21、8/15、
 11/1・11、12/22~1/3を除く）
出　発 8:30　デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間45分
解　散 デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル

「世界一美しい広場」といわれる
グランプラスのある首都ブリュッセ
ル、「北のヴェネツィア」の名を
持つ中世の水の都 ブルージュ。
隣国ベルギーの2つの世界遺産
都市を日帰りで訪れます。

ベルギー2つの世界遺産 ブリュッセルとブルージュ1日観光
DE396

08:30 デュッセルドルフ発
11:30 ブルージュ着
14:15 ブルージュ発
15:30 ブリュッセル着
18:00 ブリュッセル発
20:15 デュッセルドルフ着

スケジュール（目安）

©Kröller-Müller 
Museum

デュッセルドルフ、ケルン発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　世界遺産ライン渓谷1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

料　金 1名 1,100ユーロ、2名 550ユーロ、3名 366ユーロ、4名 275ユーロ、5名 220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（4/1～15、10/22～3/31を除く）
出　発 8:45　デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル　　9:00　ケルン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間30分～10時間
解　散 デュッセルドルフ市内ご宿泊ホテル、ケルン市内ご宿泊ホテル

日帰りで世界遺産ライン渓谷を訪れます。利便性の高い専用車ツアー
で、ライン川遊覧船は団体客の少ないライン川「上り」なのもポイン
トです。ご希望によりフランクフルト市内もしくは空港終了（17:00頃）
も可能です。移動途中に観光でき、旅の時間を効率よく使えます。

DE363

日本語ドライバーガイド

08:45 デュッセルドルフ発（09:00 ケルン発）
11:00 コブレンツ着後、ドイチェスエック（ドイツの角）観光
11:20 コブレンツ発
11:50 ザンクトゴアール着
12:20 ライン遊覧船にてザンクトゴアール発
13:40 ロルヒ着後、専用車で出発
14:15 リューデスハイム着後、自由昼食と散策
16:00 リューデスハイム発
19:00 デュッセルドルフ着（18:30 ケルン着）

スケジュール（目安）

©Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.Kaster, Andreas

※ページ下部の注意事項をご参照ください。※ライン遊覧船代は含まれていません。当日お支払いください。
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2018.04

2019.03

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。

世界遺産ケルン大聖堂と旧市街　
午前ウォーキングツアー

ケルン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ケルン大聖堂はミサ中は入場できない為、外観のみの見学となる場合があります。※イベント
やお祭りのため旧市街で交通規制が実施される場合は、ルートを変更する可能性があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

DE365

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名  138ユーロ、2名以上 69ユーロ　5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 月～土　(9/27～30、10/3、12/24～26を除く)
出　発 9:30　ケルン大聖堂前のツーリストインフォメーション前
所要時間 約3時間
解　散 旧市街

オーデコロン発祥の地
9:30 出発▶ケルン大聖堂▶ローマゲルマン博物
館▶ホーエンツォレルン橋（対岸より大聖堂を眺
める）▶ライン川沿い散策▶市庁舎▶ファリナ香
水博物館▶4711オーデコロン▶ホーエ通り▶
12:30 旧市街にて解散

プライベート

料　金 1名  364ユーロ、2名以上 182ユーロ　
 5歳以下参加不可
催行日 火～日　(11/30～1/31、2/28～3/6を除く)
出　発 9:45　デュッセルドルフ中央駅構内スターバックス前
所要時間 約8時間
解　散 デュッセルドルフ中央駅

デュッセルドルフ発
2つの世界遺産 ケルン大聖堂、アウグストゥスブルク城とボン 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）

09:45 デュッセルドルフから電車でボンへ
11:00 ボン着後、旧市街散策
 ベートーベンハウス（入場）
13:00 電車でブリュールへ
 アウグストゥスブルク城（入場）
15:00 電車でケルンへ
15:30 ケルン着後、ケルン大聖堂見学と

市内散策
17:30 ケルン発
18:00 デュッセルドルフ着

2つの世界遺産とベートーベン
日本から直行便もあるデュッセルドルフ。ビジネスの都市のイメージ
ですが、観光の拠点としても便利です。デュッセルドルフから、天
才ベートーベンの故郷ボン、絢爛豪華な世界遺産アウグストゥスブ
ルク城を有するブリュール、ドイツで最も有名な世界遺産ケルン大
聖堂を、日本語ガイドと一緒に電車に乗って1日で訪れます。

DE335

※ドイツ鉄道の遅延や運休、ストライキ等で、見学できない箇所が発生する可能性があります。※ベートーベンハウスは、突然のイベント等で内部
見学ができない場合があります。※アウグストゥスブルク城の内部は、一般のドイツ語ガイディングツアーに参加して日本語オーディオガイドで見学
していただきます。また、公式行事やコンサート等で内部見学ができない場合や一部のみの見学となる場合があります。※ケルン大聖堂は、日曜
およびミサ中は入場不可のため外観のみとなる場合があります。9/27～30は巡礼行事のため内部見学はできません。※イベントやお祭りのため旧
市街で交通規制が実施される場合は、ルートを変更する可能性があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

ⒸBeethoven-Haus Vertriebs-GmbH

ⒸHorst Gummersbach

ⒸAxel Schulten, Köln Tourismus GmbH

音楽の都でバッハを知る  
ライプツィヒ半日ウォーキングツアー

ライプツィヒ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※バッハ博物館はイベント等により閉館となる場合があります。※聖トーマス教会、ニコライ教
会は、ミサや宗教行事のため外観見学のみとなる場合があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

DE371

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名  164ユーロ、2名以上 82ユーロ　5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 火～日　（12/23～1/3、バッハ博物館の休館日を除く）
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　トーマス教会バッハ像前
所要時間 約3時間
解　散 アウアーバッハスケラー前

バッハゆかりの音楽の都
バッハ像▶トーマス教会（入場）▶バッハ博物館
（入場）▶旧市庁舎▶ゲーテ像▶ニコライ教会（入
場）▶ゲヴァントハウス▶メードラーパッサージュ
▶アウアーバッハスケラー

プライベート

ⒸTHOMASKIRCHE LEIPZIG

料　金 1名 360ユーロ、2名 180ユーロ、3名 138ユーロ、
 4名 104ユーロ、5名    83ユーロ、6名    71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 9:00～14:00のお好きな時間　
 ベルリン市内ご宿泊ホテルまたは中央駅
所要時間 約3時間
解　散 博物館島

ベルリン発
日本語ガイドと専用車で行く　ベルリン市内半日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

バウムクーヘンの超有名店「コンディトライ・ラビーン」へ
追加料金　1台（1～6名） 80ユーロ
かつての宮廷御用達菓子店「ラビーン」のバウムクーヘンは、
上質素材だけを使用し、昔ながらの製法で作られた逸品。 
おみやげにもぴったりです。半日観光後、ベルリン郊外のお
店に立ち寄ります。9:00出発の場合、13:00終了となります。

スケジュール（目安）

09:00 出発
 クーダム、カイザーヴィルヘルム記念教会、

戦勝記念塔、大統領府、国会議事堂、 
ブランデンブルク門（下車）、ホロコー
スト記念碑（下車）、ポツダム広場、
チェックポイントチャーリー（下車）、
ジャンダルメンマルクト、イーストサ
イドギャラリー（下車）、アレクサンダー
広場、赤の市庁舎、ハッケシャーヘー
フェ、ベルリン大聖堂（下車）

12:00 博物館島にて終了

おさえておきたいベルリン観光箇所をご案内
ベルリンの基本から、ベルリン美術館を構成する5つの博物館・美
術館が集まっている世界遺産「博物館島」まで、見どころ満載の
半日です。お客様のためだけの日本語ガイドと専用車で、他の方
への遠慮や気兼ねなく密度の濃い充実の観光を。

DE349
人気

※入場箇所は含まれていません。※ドライバー並びにガイドの拘束時間は最大3時
間です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。※出発時間や滞在時間
のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。
※ルートはご宿泊ホテルの位置によって異なります。※変更取消料として、参加日の
（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

ⒸvisitBerlin Wolfgang Scholvien

ⒸvisitBerlin Wolfgang Scholvien
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2018.04

2019.03

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 50ユーロ　5歳以下参加不可
催行日 月・水・金　（4/2、5/21、10/3、12/26・31、3/4を除く）
出　発 9:30　ヨーロッパセンター内の水時計の前
所要時間 約3時間
解　散 ハッケシャー・マルクトのユニクロ前

ベルリン発
ベルリン探訪　よくばり午前ウォーキングツアー

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 1名催行

ベルリンを歩く1日　105ユーロ
よくばり午前ウォーキングツアー＋ベルリン
の壁と旧東ドイツを感じる午後ウォーキング
ツアー　両方で105ユーロ
同日（水・金）に両方参加で、15ユーロお得！

スケジュール（目安）

09:30 出発、カイザーヴィルヘルム記念教会（外観）
09:50頃 チェックポイントチャーリー
 ベルリンの壁が残る通り、トポグラフィ・

デス・テロルス（外観）、ポツダム広
場、ホロコースト記念碑、ブランデン
ブルク門、連邦議事堂（外観）

11:00頃 バスにてウンダーデンリンデンへ
 着後フリータイム（約30分）
11:30頃 バスで移動、博物館島（外観）、ベル

リン大聖堂（外観）
 徒歩にてハッケシャー・マルクトへ
12:30 解散

必見スポットをしっかりおさえたウォーキングツアー
旧西ベルリン地区で公共バス乗車体験の後、かつて東西を分けていた国境検問
所「チェックポイントチャーリー」を見学し、ポツダム広場、ホロコースト記念
碑、ブランデンブルク門、ガラス張りドームで有名な連邦議事堂など、多くの見
所を巡ります。モダンベルリンの象徴ハッケシャー・マルクト地区で終了です。

ベルリンならではのおみやげ探し
ハンドクリームで有名なニベアはドイツの会社。ベルリンのニベアストアで
は日本未発売の商品があるほか、自分だけのオリジナル缶が作れます。近
くにはベルリンの信号機キャラクター「アンペルマン」のショップもあります。

DE304

※ツアー行程で利用する公共交通の乗車券は含まれていません。1日乗車券（AB地区）または2日券以上を事前
にご購入ください。ベルリンウェルカムカードも有効です。※利用予定の公共交通機関が工事等で運休の場
合、行程の変更、または他の交通機関を利用してツアーを催行する場合があります。※歩きやすい靴でご参加
ください。※ベビーカーの参加はご遠慮ください。※二ベアオリジナル缶づくりをご希望の場合、代金は当日
現場でお支払いください（1缶約5ユーロ）。混雑や機械の故障のためご利用いただけない可能性もあります。

料　金 70ユーロ　5歳以下参加不可
催行日 水・金
出　発 14:30　ハッケシャー・マルクトのユニクロ前
所要時間 約3時間
解　散 アレクサンダー広場

ベルリン発
べルリンの壁と旧東ドイツを感じる 午後ウォーキングツアー

［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）

14:30 出発、Sバーン乗車
14:35頃 フリードリヒシュトラッセ着後、
 涙の宮殿（入場）
 Sバーンで移動
15:05頃 北駅着後、ベルリンの壁記念センター

（入場）、和解の礼拝堂（外観）
16:10頃 トラムで移動
16:30頃 フランクフルト門着後、カールマルク

ス通り散策
16:40頃 トラムと徒歩でイーストサイドギャラ

リーへ
16:50頃 イーストサイドギャラリー
17:20頃 Sバーン乗車
17:30 アレクサンダー広場着、解散

ベルリンの壁の歴史をじっくり見学
東西を隔てたベルリンの壁。壁の崩壊から30年近く経つ今でも、
至る所にその名残が点在しています。イーストサイドギャラ 
リー、壁の実像が体感できるベルリンの壁記念センター、和解の
礼拝堂を訪れ、当時の東ベルリンの生活を知ることができる涙の宮
殿と共産主義時代の建物が今でも並ぶカールマルクス通りにも立ち
寄ります。ただ歩くだけではなかなか理解が難しく、日本語の資料
やオーディオガイドも無いため、日本語ガイドがご案内する［みゅ
う］ツアーがおすすめです。

DE321

※ツアー行程で利用する公共交通の乗車券は含まれていません。1日乗車券（AB地
区）または2日券以上を事前にご購入ください。ベルリンウェルカムカードも有効で
す。※利用予定の公共交通機関が工事等で運休の場合、行程の変更、または他の
交通機関を利用してツアーを催行する場合があります。※歩きやすい靴でご参加く
ださい。※ベビーカーの参加はご遠慮ください。※涙の宮殿とベルリンの壁記念セ
ンターは特別な催事により急遽閉館する場合があります。

よくばり午前ウォーキングツアーとセットでお得
よくばり午前ウォーキングツアー＋世界遺産
ポツダム午前観光　
両方（参加は別々の日）で120ユーロ
個別に申し込むより15ユーロお得！

料　金 85ユーロ　5歳以下参加不可
催行日 火・木・日　(12/25、1/1を除く)
出　発 8:40　動物園（Zoo）駅構内の「K Presse+Buch」前
所要時間 約4時間
解　散 サンスーシ庭園

ベルリン発
世界遺産ポツダム　午前観光

［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）

08:40 ベルリンZoo駅から電車で出発
 ポツダム駅着後、路線バスにてツェツィ

リエンホーフへ
 ツェツィリエンホーフ宮殿（入場、日本語

オーディオガイド）見学と簡単な庭園散策
 公共交通にてポツダム市内へ
 散策しながらサンスーシ宮殿へ
 サンスーシ庭園で簡単な案内
 ※ サンスーシ宮殿の内部見学はツアー

には含まれません。
12:40 解散

宮殿と湖の庭園都市　世界遺産ポツダム
プロイセン王国の古都ポツダムには、類稀な宮殿や庭園が数多く残っ
ています。その中でも特に名高い、ポツダム会談の舞台ツェツィリエン
ホーフ宮殿と、噴水が見事なサンスーシ宮殿の庭園へご案内します。

午後は思い思いのプランでどうぞ
解散場所はサンスーシ庭園ですので、宮殿の内部見学や、ポツダム旧
市街でランチやカフェなど、思い思いにお過ごしいただけます。日本
語ガイドが宮殿への入場方法やベルリンまでの帰り方をご説明します。

DE305
人気

※ツアー行程で利用する公共交通の乗車券は含まれていません。1日乗車券（ABC地区）または
2日券以上を事前にご購入ください。ベルリンウェルカムカードも有効です。※利用予定の公共
交通機関が工事等で運休の場合、行程の変更、または他の交通機関を利用してツアーを催行す
る場合があります。※歩きやすい靴でご参加ください。※ベビーカーの参加はご遠慮ください。
※ツェツィリエンホーフ宮殿が公式行事等で入場できない場合は別の箇所にご案内します。
※サンスーシ宮殿の内部見学は含まれていません。※日曜日はポツダムのお店は営業していません。
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2018.04

2019.03

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。

ベルリン発
日本語ガイドと専用車で行く　 選べる1日観光

料　金 1名 1,200ユーロ、2名 600ユーロ、3名 450ユーロ、
 4名    338ユーロ、5名 270ユーロ、6名 225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 8:30　ベルリン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間45分～11時間
解　散 ベルリン市内ご宿泊ホテル

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

ベルリンからお好きなルートをお選びいただけ
る1日観光です。交通が不便な場所も専用車
なら効率的に巡ることができ、旅の時間を有
効に使えます。お客様専用の日本語ガイドが
同行しますので、密度の濃い思い出に残る1日
となることでしょう。

日本語ガイドと専用車で行く
マイセン、ザクセンスイスとエルベ川遊覧 1日観光

ドレスデン発

※ドライバー並びにガイドの拘束時間は最大9時間です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。※出発時
間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※マイセン博物館とピ
ルニッツ庭園は特別な行事等により見学ができない場合があります。※気象状況により遊覧船が運休の場合はエルベ
川ドライブとなります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

DE351

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 1,020ユーロ、2名 525ユーロ、3名 380ユーロ、
 4名     295ユーロ、5名 240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　（4/1~7、5/1、10/21～3/31を除く）
出　発 8:30　ドレスデン市内ご宿泊ホテルまたは中央駅
所要時間 約9時間
解　散 ドレスデン市内ご宿泊ホテルまたは中央駅

名窯、奇岩の絶景、エルベ川遊覧船
出発▶9:15 マイセン着後、市内観光▶10:00 マ
イセン磁器工場と博物館見学▶11:30 マイセン
発▶12:30 バスタイ着後、自由昼食▶14:30 バ
スタイ発▶15:00 ピルニッツ着後、ピルニッツ庭
園と植物園散策▶16:10 ピルニッツ発▶エルベ
川遊覧船▶17:10 下船▶17:30 ドレスデン着

日本語アシスタントと専用車で行く   ポーランド・
ボレスワヴィエツ陶器と国境の町ゲルリッツ 1日観光

ドレスデン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※パスポートを持参ください。※ドライバー並びにアシスタントの拘束時間は最大10時間です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生し
ます。※出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※日本語アシスタントはポー
ランド語はできません。※ポーランドの通貨はズロチです。往路、途中サービスエリアにてポーランド・ズロチに両替可能です。主要クレジッ
トカード、ユーロでの買い物も可能です。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

DE370

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 1,100ユーロ、2名 550ユーロ、3名 390ユーロ、
 4名     295ユーロ、5名 235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～土（4/1~7、5/1・3・26・31、8/15、10/21～3/31を除く）
出　発 8:30　ドレスデン市内ご宿泊ホテルまたは中央駅
所要時間 約10時間
解　散 ドレスデン市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

隣国ポーランドの陶器の里へ
出発▶10:30 色鮮やかな陶器の里、ボレスワヴィ
エツ（約4時間）▶15:15 ユーゲントシュティール
様式の建物が並ぶ古都、ゲルリッツ（約1時間45
分）▶18:00 ドレスデン着

プライベート

Ⓒgrzegorz matoryn-3169

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

「歩いてまわる小さなベルリン」著者・久保田由希さん
と行く 半日ウォーキングツアー ～カフェ、雑貨屋めぐり

ベルリン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ツアー行程で利用する公共交通の乗車券は含まれていません。1日乗車券（AB地区）または2日券以上を事前にご購入ください。ベルリンウェルカム
カードも有効です。※利用予定の公共交通機関が工事等で運休の場合、行程の変更、または他の交通機関を利用してツアーを催行する場合がありま
す。※歩きやすい靴でご参加ください。※冬場は暖かい格好でご参加ください。※途中気になるお店に入ることは可能ですが、時間の都合上お断り
する場合もございます。状況に応じてご協力お願いいたします。※カフェでの飲食代やショッピング代は含まれません。※ガイド指定ツアーの為、諸
事情によりご希望の日にちをお受けできない場合があります。また、ガイドの病欠など止むを得ない事情で弊社からツアー催行をキャンセルする場合
があります。その場合はツアー代金を返金します。※変更取消料として、参加日の( 土日祝、年末年始を除く)7日前からは100%を申し受けます。

DE334

日本語ガイド 2名催行

料　金 70ユーロ　5歳以下参加不可
催行日 火～土（4/1～16を除く）
出　発 10:00～15:00のお好きな時間　U2 Eberswalder Str.駅 ホームのエレベーター前
所要時間 約3時間
解　散 U2 Rosa-Luxemburg-Platz駅

女子旅におすすめ！ おしゃれ雑貨やカフェをめぐる
「ベルリンのカフェスタイル」「ベルリンの大人の部
屋」など、カフェやインテリアに関する数々の著書
を持つ久保田由希さんと、カフェ・雑貨屋さんを
めぐります。ベルリンで一番オシャレなプレンツラ
ウアーベルクと、定番のハッケシャー・マルクト、

ウォーキング

「ベルリンガイドブック」著者・中村真人さんと行く 
午前ウォーキングツアー ～ベルリンの歴史と生活を巡る

ベルリン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ツアー開始後に公共交通機関の1日乗車券を配布しますので、当日は集合場所までの乗車券のみお買い求めください。※利用予定の公共交通機関が
工事等で運休の場合、行程の変更、または他の交通機関を利用してツアーを催行する場合があります。※昼食は含まれていません。※屋内市場が閉 
まっている場合は、近隣のオーガニックスーパーやカフェにご案内します。※徒歩観光のため歩きやすい靴でご参加ください。※ガイド指定ツアーの
為、諸事情によりご希望の日にちをお受けできない場合があります。また、ガイドの病欠など止むを得ない事情で弊社からツアー催行をキャンセルす
る場合があります。その場合はツアー代金を返金します。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

DE333

日本語ガイド 2名催行

料　金 92ユーロ　5歳以下参加不可
催行日 月～土
出　発 10:00　動物園（Zoo）駅構内の「K Presse+Buch」前
所要時間 約3時間
解　散 クロイツベルク地区屋内市場

これであなたもベルリン通
ベルリン在住のライター中村真人さんと、公共交
通を使って、定番の名所と今注目されているクロ
イツベルク地区を訪れます。カレーソーセージ
の人気店や地元の人でにぎわう屋内市場など、
在住者ならではのおすすめスポットをご紹介。　
ベルリンの過去や歴史、名物料理から最新スポットまで、「ベルリンガイドブッ
ク」の著者がベルリンの奥深い魅力をたっぷりお伝えします。

2つのエリアを訪れます。女性必見のツアーです！ もちろん男性もご参加ください。

ウォーキング

《DE367》※ドレスデン1日観光も可能です。※フラウエン教会や宮廷教会は、教会行事やコンサートのリハーサル等のため見学できない場合があります。※アルテマイスターと緑の丸天井内部の見学をご希望の場合、ガイディングが制限されて
いるためお客様各自でご見学いただきます。※マイセン博物館や工房はイベントや祝日等により見学できない場合があります。《共通》※現場で発生する入場料（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。効率のよいスケジュールのた
め、ご希望箇所がある場合は予めご連絡ください。※ドライバー並びにガイドの拘束時間は最大11時間（DE367は10時間45分）です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行
程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※教会や博物館はイベントや祝日等により見学でき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）7日前からは100％を申し受けます。

ⒸDeutsche Zentralefür Tourismus e.V.Kiedrowski, Rainer1

文化と芸術の都ドレスデンと
マイセン1日観光

DE367 音楽の都ライプツィヒ、ハレ、
世界遺産ヴィッテンベルク1日観光

DE368 ハルツ地方 世界遺産
クヴェトリンブルクとヴェルニゲローデ 1日観光

DE369

「エルベ川の真珠」とよばれるザクセン王国のかつて
の都ドレスデン。世界最高峰の陶磁器で知られるマ
イセン。ベルリンから日帰りでこの2都市を訪れます。

バッハやワーグナーなど名だたる音楽家が活躍したライプツィヒ、バロック
音楽の名匠ヘンデルの故郷ハレ、ルターゆかりの古都ヴィッテンベルクを
訪れます。クラシック音楽やドイツの歴史に興味がある方におすすめです。

多くの伝承や魔女伝説が残り、手付かずの神秘的
な森や自然が拡がるハルツ地方。世界遺産クヴェ
トリンブルクとヴェルニゲローデを訪れます。

8:30 出発▶10:45 ドレスデン着後、市内観光▶ツヴィンガー宮
殿、君主の行列、フラウエン教会、カトリック旧宮廷教会、ゼンパ
ーオーパー、モルケライ・プフント（世界一美しい牛乳屋）▶自
由昼食の後、マイセンへ▶16:45 マイセン発▶19:15 ベルリン着

8:30 出発▶10:45 ライプツィヒ着後、旧市庁舎やトーマス教会など市内観
光▶14:00 ライプツィヒ発▶14:45 ハレ着後、マルクト広場やヘンデルの
家など市内観光▶16:00 ハレ発▶17:00 ヴィッテンベルク着後、ルターの
家や城教会など市内観光▶18:30 ヴィッテンベルク発▶19:30 ベルリン着

8:30 出発▶11:00 クヴェトリンブルク着後、市
内観光と自由昼食▶14:00 クヴェトリンブルク発
▶14:30 ヴェルニゲローデ着後、市内観光▶
17:00 ヴェルニゲローデ発▶19:30 ベルリン着
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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。 111

※行程はモデルルートです。※昼食時にガイドの同席を希望される場合は、ガイドの昼食代のご負担をお願いします。※専用車とドライバーガイドの拘束時間は最大11時間です。拘束時間を超えた
場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねます。※現場で発生する入場料（ガイ
ド分含め）は現地にてお客様負担となります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

日本語ドライバーガイドと専用車で行く
ハンブルク市内半日観光

ハンブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ホテルの位置によって行程は異なります。※専用車とドライバーガイドの拘束時間は最大3時
間です。拘束時間を超えた場合は超過料金が発生します。出発時間や滞在時間のアレンジは可
能ですが、大幅な行程やルート変更の場合は別料金となります。※車種の指定はできかねま
す。※現場で発生する入場料（ガイド分含め）は現地にてお客様負担となります。※変更取消料
として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

DE413

日本語ドライバーガイド 1名催行

料　金 1名  350ユーロ、2名 175ユーロ、3名 117ユーロ、
 4名    88ユーロ、5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 9:00～14:00のお好きな時間　ハンブルク市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 ハンブルク市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

ドイツ第二の都市ハンブルクを専用車で
ヨーロッパ有数の港街ハンブルク。ネオ・ルネサンス様式建
築の市庁舎、バロック様式の聖ミヒャエル教会、世界遺産の
倉庫街や再開発地区、フィッシュマルクトなど市内のハイライ
トを日本語ドライバーガイドがご案内する専用車で巡ります。

プライベート

港町ハンブルク 半日ウォーキングツアー
～世界遺産の赤レンガ倉庫街

ハンブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※全て徒歩での観光です。※現地事情によっては公共交通機関を利用する可能性があります。そ
の場合の運賃はお客様払いとなります。※土曜は商工会議所は見学できません。※教会でミサ
が行われている場合、外観のみの観光となる可能性があります。※ガイドはミニチュアワンダー
ランドにお客様をご案内し終了となります。入場料と内部説明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）5日前からは100%を申し受けます。

DE336

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名  168ユーロ、2名以上 84ユーロ　5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 月～土（12/24～1/1を除く）
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　市庁舎前
所要時間 約3時間
解　散 ミニチュアワンダーランド

国際的な香りの水の都ハンブルク
出発▶市庁舎と商工会議所、アルスター湖、聖
ニコライ教会廃墟、聖ミヒャエル教会（入場）、
旧商工組合福祉住宅、ザンクトパウリ桟橋、旧
エルベトンネル、倉庫街、エルプフィルハーモ
ニー▶12:00 ミニチュアワンダーランドで解散

プライベート

ⒸHamburg Tourismus GmbH

メルヘン街道の古都
ブレーメン 半日ウォーキングツアー

ブレーメン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※聖ペトリ大聖堂が宗教行事等により入場できない場合は
外観見学となります。※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100%を申し受けます。

DE350

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名  144ユーロ、2名以上 72ユーロ　5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 月～土（12/24～1/1を除く）
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　ローラント像前
所要時間 約3時間
解　散 マルクト広場または旧市街

「ブレーメンの音楽隊」の街
メルヘン街道の北の出発地ブレーメンを知り尽く
したガイドがメルヘンな世界をご案内します。　
ローラント像▶ 市庁舎▶ 「ブレーメンの音楽隊」
の像▶ ベットヒャー通り▶ シュノーア地区▶ 聖ペ
トリ大聖堂▶ マルクト広場

プライベート

ⒸManuela Gangl Bremer Touristik-Zentrale

各都市発
季節限定ツアー

［運行会社］MIKI TRAVEL

毎年大好評の［みゅう］オクトーバーフェスト 
ツアー！　予約困難な超人気大型ビールテントで
飲んで盛り上がりましょう！！

本場ドイツのクリスマスマーケットめぐり
［6月頃発表予定］
2017年は、「ストラスブールとスフレンハイム」
「ケルンとクリスマスマーケット」「シュトゥットガ
ルトとエスリンゲン」「ニュルンベルクとローテン
ブルク」「ノイシュヴァンシュタイン城とヴィース
教会とクリスマスマーケット」を催行し、満席続
出、大盛況となりました。2018年もお楽しみに！

まだまだあります［みゅう］のツアー！
世界最大のビールの祭典オクトーバーフェスト
［5月頃発表予定］

では季節折々のドイツの見どころをご紹介するツアーを準備中です。
お楽しみに！

人気

08:00 ハンブルク発
09:00 リューベック着後、旧市街散策
12:00 リューベック発
13:00 シュヴェリーン着後、自由昼食と旧市街散策
17:30 シュヴェリーン発
19:00 ハンブルク着

08:00 ハンブルク発
09:00 リューネブルク着後、市内散策
11:00 リューネブルク発
12:30 ザルツヴェーデル着後、自由昼食と市内散策
14:30 ザルツヴェーデル発
16:00 ツェレ着
17:30 ツェレ発
19:00 ハンブルク着

08:00 ハンブルク発
09:00 リューネブルク着後、市内散策
11:00 リューネブルク発
12:30 ブレーメン着後、自由昼食と市内散策
17:30 ブレーメン発
19:00 ハンブルク着

世界遺産リューベックと
シュヴェリーン 1日観光

リューネブルク、バウムクーヘン発祥の地
ザルツヴェーデル、ツェレ 1日観光

世界遺産ブレーメンと
リューネブルク 1日観光

DE372 DE373 DE374

モデルルート例 モデルルート例 モデルルート例

ⒸLüneburg Marketing GmbH3

料　金 1名 880ユーロ、2名 440ユーロ、
 3名  293ユーロ、4名 220ユーロ、
 5名  176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　ハンブルク市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間
解　散 ハンブルク市内ご宿泊ホテル

ハンブルク発
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　選べる1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバーガイド 1名催行

GERMANY
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バルト三国
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トルコ
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マルタ


