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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。

料　金 大人 35ユーロ　子供（7～12歳）18ユーロ　
催行日    ［午前］月・火・水・木・金・土
                              （ 4/2、5/1・21、8/15・20、10/23、11/1、12/24・25・26・31、1/1、3/15を除く）
　　　    ［午後］月・火・水・木・金・日
                              （4/1・2、5/1・20・21、8/15・20、10/23、11/1、12/24・25・26・31、1/1、3/15を除く）
出　発 ［午前］9:00　［午後］13:30　ヒルトン・ブダペスト・ホテル前
所要時間 約2時間
解　散 漁夫の砦前

料　金 大人 75ユーロ　子供（6～15歳）50ユーロ　
催行日 火・水・木・金
 （8/15・23、12/25・26、1/1、3/15、議事堂のクローズ日を除く）
出　発 9:15、13:15　国会議事堂ビジターセンター
所要時間 約3時間
解　散 中央市場

ブダペスト発

ブダペスト発

ブダペスト王宮の丘 半日ウォーキングツアー

国会議事堂見学と城塞都市ペストの歴史探訪半日観光

［運行会社］MIKI TRAVEL

［運行会社］MIKI TRAVEL

ウォーキング

ウォーキング

日本語ガイド

日本語ガイド

2名催行

2名催行

市内観光に便利なバスチケット付プラン
午前・午後発ともに夏期は市内24箇所、冬期は13箇所を巡回している便利な
「乗り降り自由バス1日券」のチケット付プラン（大人54ユーロ、子供34ユーロ）
もあります。観光の後にマイペースに見て回りたいという方におすすめ。

国会議事堂見学のみプラン
火・水・木・金・土・日の10:00、13:00　
大人 58ユーロ、子供 47ユーロ　2名様から。

スケジュール（目安）

スケジュール（目安）

09:00/13:30　出発
  音楽史博物館（外観）、ウィーン門、

公文書館（外観）、カピストラーン広
場（軍事史博物館、教会跡を外観見
学）、旧国会（外観）、トートアルパー
ド遊歩道

 王宮の庭園（入場）
 マーチャーシュ教会（入場）
11:00/15:30　解散

09:15/13:15　出発
09:30/13:30　国会議事堂の見学
10:30/14:30　 ペスト地区へ徒歩にて移動。聖イ

シュトヴァン大聖堂（外観）、デア
ーク広場、ペスト城塞市内聖母マ
リア教区教会（入場）、中央市場

12:15/16:15　解散

王宮の丘地区を巡るツアー
かつてのハンガリー王国の都「ブダ」。その中心であった王宮の丘地区の見どころを歩いて回るツアーです。
ブダペストのシンボルとして称えられるマーチャーシュ教会への入場をはじめ、通常の団体ツアーでは訪れ
ない石造りのウィーン門や、ネオ・ロマネスク様式の国立公文書館のある北部地区も巡ります。

※参加日の7日前（土・日・祝日を除く営業時間内）までにお申し込みください。※宗教
行事等によりマーチャーシュ教会は入場できない場合があります。代替としてブダペスト
で最も古い洋菓子店「ルスヴルム」（カフェ）にてコーヒータイム（コーヒーまたは紅茶
1杯）にご案内予定です。※王宮の庭園で有料行事が行われている際は入場できません。 
※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。※道路工事などの影響
で観光ルートが変わる場合があります。

※予約システムの関係上、ご参加の3ヵ月前からの回答となります。※参加日の9日前（土・日・祝日を除く営業時間内）までにお申
し込みください。※宗教行事等によりマーチャーシュ教会は入場できない場合があります。代替としてブダペストで最も古い洋菓子店
「ルスヴルム」（カフェ）にてコーヒータイム（コーヒーまたは紅茶1杯）にご案内予定です。※王宮の庭園で有料行事が行われてい
る際は入場できません。※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。※道路工事などの影響で観光ルートが変
わる場合があります。※変更取消料として、お申し込みから100％を申し受けます。

午前HU301 午後HU327

料　金 大人 37ユーロ　子供（7～12歳）20ユーロ　
催行日    ［午前］月・火・水・木・金・土
　　　    ［午後］月・火・水・木・金・日
 （8/20、12/24・25・26・31、1/1を除く）
出　発 ［午前］9:00　［午後］13:30　ソフィテル・チェーンブリッジ・ホテル前
所要時間 約2時間
解　散 ソフィテル・チェーンブリッジ・ホテル前

ブダペスト発
ブダペストのペスト地区半日散策　A・Bコース

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 2名催行

A:スケジュール（目安）

09:00/13:30　出発
セーチェーニ広場、聖イシュトヴァーン大聖堂
（入場）、国立銀行、旧郵便貯金銀行、バッチャー
ニ灯篭（外観）、自由広場、アメリカ大使館、テ
レビ局本部（外観）、ハンガリーセセッションハ
ウスにて休憩（コーヒーまたは紅茶）、ロナル
ド・レーガン像、ナジ・イムレ像（外観）、コッ
シュート広場、国会議事堂（外観）、トラムに乗
車して移動（コッシュート広場・エトヴォシ広場）
11:00/15:30　解散

日本語ガイドと歩くペスト地区の近代史
城壁都市だったペストの町の外側に18世紀末から拡大発展していったレオポルド地区。ブダペストの近代史
に焦点を当てたツアーです。最大の見所である聖イシュトヴァーン大聖堂は必見です。
※宗教行事等により聖イシュトヴァーン大聖堂に入場できない場合は外観見学となります。※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。

Aコース

B:スケジュール（目安）

09:00/13:30　出発
コントラ・アクインクムの遺跡、ペスト城塞市内
聖母マリア教区教会(入場)、ペスト市フランシス
コ派教会、大学図書館、イブル宮殿、セントラ
ル・カフェなどの建築物、カーロイ宮殿、大学
教会、カーロイ公園、城壁跡、地下道(ハトヴァ
ン門ロンデッラ記念碑)、ドハーニ通りのシナゴー
グ、ルンバッハ通りのシナゴーグ、ゴジドゥ・ 
アーケード　カフェまたはバーにて休憩（1ドリ
ンク）
11:00/15:30　 解散

料　金 大人 35ユーロ　子供（7～15歳）19ユーロ　
催行日     月・火・水・木・金・土
 （4/2、8/15・20、10/23、12/24・25・26・31、1/1、3/15を除く）
出　発 ［午前］9:00　［午後］13:30　マリオット・ホテル前
所要時間 約2時間
解　散 デアーク広場

日本語ガイドと歩くペスト地区の城壁
かつてヨーロッパの典型的な城壁都市だったペスト地区の歴史について「城壁の内と外、カトリックとユダヤ教」に焦
点を当てながら散策していくツアーです。ブダペスト最古の教会「ペスト城塞市内聖母マリア教区教会」にも入場します。
※宗教行事等によりペスト城塞市内聖母マリア教区教会に入場できない場合は外観見学となります。※徒歩観光ですので、歩きやすい靴でのご参加をお勧
めします。

Bコース

午前A：HU311 午後A：HU330 午前B：HU312 午後B：HU336

人気の国会議事堂に入場＋ペスト地区の観光の組み合わせ
ハンガリーを代表する建築物の国会議事堂は、特徴的な外観以上に豪華絢爛な内部が素晴らしい建築物。

では公式ガイディングツアーの事前予約を取り、日本語にてご案内します。さらに、ブダペスト最古の
教会ペストの聖母マリア教会や聖イシュトヴァーン大聖堂や中央市場など外せないスポットをご案内します。

HU331

HU325

人気

人気
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（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 168ユーロ、2～4名 120ユーロ　
 18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・火・水・木・金・土　（4/2、5/1・21、8/15・20、10/23、

11/1、12/24～26・31、1/1、3/15を除く）
出　発 10:00　中央市場正面玄関前（アーケード下）
所要時間 約4時間
解　散 ゲッレールト・ホテル前

ブダペスト発
地元ベテラン・ガイド　アッティラさんと行く中央市場とハンガリー料理レッスン

［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）

10:00 徒歩にて出発
 市場ではちみつ、サラミなどのテイス

ティングをしながら、これから作るハ
ンガリー料理の材料を仕入れます。

 アッティラさんの自宅に移動（徒歩約
10分）

 途中、自由橋を渡ります
11:30 市場で買った特産物をつまんだり、お

しゃべりをしながら、ハンガリー料理
を作りましょう

12:30 実食
14:00　 徒歩にて移動し、ツアー終了

現地の人と文化交流！半日でプチ・ホームステイ気分
日本語ぺらぺらのベテランガイド、アッティラさんが中央市場をご案
内。ハンガリー特産品の紹介だけではなく、常連だからこそわかる
試食ポイントもご紹介しちゃいます。アッティラさんから、ドナウ河
岸に広がる世界遺産ブダペストの景観についての案内を聞きなが
ら、アッティラさんの自宅まで移動しましょう。おしゃべりしながら、
ハンガリー料理レッスンとお食事をお楽しみください。プチホームス
テイ気分を味わえる参加・体験型ツアーとしておすすめです。

HU332

※市場で購入した食材を使って、作ったハンガリー料理が当日の昼食となります。
※出発時間のご希望があればご相談ください。※基本徒歩での移動となります
が、悪天候の場合、ご希望に応じてトラムに乗車します（各自支払い）。

本気のアンティークショップ巡り！
日本語ガイドをお客様だけ（定員4名）でチャーターするプライベートツアー
1グループ100ユーロもございます。

ブダペスト発

※オペラ劇場内のガイドと、中央市場～ジェルボーウォーキングツアーのガイドは別のガイドとな
ります。※オペラ劇場内部の写真撮影を希望の場合、現地にて写真撮影料をお支払いください
（約500Ft）。※オペラ劇場の日本語ガイディングツアーが劇場側の都合により催行中止となる場
合、またはカフェ・ジェルボーがクローズとなる場合、ツアーは不催行となります。

アンティークとアート「ファルク・ミクシャ通り」半日散策
日本語ガイド 2名催行

料　金 35ユーロ　18歳以下参加不可
催行日 月・火・水・木・金(4/2、5/1・21、8/15・20、10/23、12/24・25・26・31、1/1、3/15を除く)
出　発 10:00、14:00　民俗学博物館正面玄関前
所要時間 約2時間
解　散 ファルク・ミクシャ通りの最後に立ち寄ったショップ

入門編のアンティークツアー
アンティークショップが集まるファルク・ミクシャ通り
を散策。19世紀末から20世紀前半にかけての装飾品、懐中時計、銀製品など
など希少価値の高いアンティークが見つかるかも! ?

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング
午前HU334
午後HU313

料　金 1名 148ユーロ　2名以上 89ユーロ
 15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　（8/20、10/23、12/22～1/1、3/15、
 レストラン・クローズ日を除く）
出　発 13:00　デアーク広場横（シュトゥー通り）のマクドナルド前
所要時間 約2時間30分
解　散 クラウザール・マーケットホール

ブダペスト発
下町地区「ユダヤ街」午後散策～国宝マンガリッツァ豚の試食付！

［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）

13:00 出発
 カーロイ通り
 ドハーニ通りのシナゴーグ
 ルンバッハ通り
 ゴジドゥ・アーケード
 カスィンツィ通り
 Bar「シンプラ・ケルト」にて休憩（ド

リンク1杯）
 クラウザール公園
15:00 専門店にて国宝マンガリッツァ豚の試

食+スープ+ドリンク（1杯）
15:30 終了

映画のワンシーンのような下町地区
20世紀初頭の雰囲気が残る下町地区は、映画のワンシーンで見る
ようなアンダーグラウンドな雰囲気。首都ブダペストの中でも異質
なユダヤ街は当初、サブカルチャーの発信地でしたが、今ではポッ
プカルチャーの発信地。オシャレな廃屋カフェバーとして最も有名な
「シンプラ・ケルト」にも立ち寄ります。

食べる国宝！究極の豚肉を試食！
現地スタッフおすすめのクラウザール市場にあるマンガリッツァ豚
の専門店で「マンガリッツァ豚」の試食をお楽しみいただきます。
マンガリッツァはハンガリー固有の希少な豚。2004年にハンガリー
の国宝に認定された食べることが出来る国の宝です。

HU336

プライベート　世界遺産パンノンハルマ大修道院
～絶景パノラマレストランでのランチ付

ブダペスト発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※参加日の9日前（土・日・祝日を除く営業時間内）までにお申し込みください。※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。※3名以下の場合、日本語ドライバーガイドでのご案内となります。
※修道院の見学は人数に応じてオーディオ・ガイドでのご案内となる場合がございます。※未成年へのワインの提供はございません。

HU323

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 420ユーロ、2名 244ユーロ、3名 236ユーロ、
 4～6名 234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  ［4/1～30、10/1～3/31］火・水・木・金・土・日
  ［5/1～9/30］毎日　（12/24・25・26・31、1/1、修道院が閉鎖の日を除く）
出　発 8:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

36万冊を誇る世界最大級の図書館
信仰の場だけでなく学問を身につけるための修
道院として貴重な本の宝庫となっている世界遺
産パンノンハルマ修道院を日本語ガイドがご案
内。昼食は修道院自慢のレストランで修道士たちが作るワインと一緒にどうぞ。
参加者には中世から続くハーブ園で作られたラベンダーの石鹸をプレゼント！

プライベート

HU314
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料　金 1名 446ユーロ、2名 240ユーロ、3名 213ユーロ、
 4～6名 208ユーロ　19歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(4/1・2、5/1・20・21、8/15・20、10/23、11/1、12/24・

25・26・31、1/1、3/15、エゲルサロークの温泉施設休業日を除く)
出　発 8:00　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

ブダペスト発
ハンガリー随一のワインの産地エゲルでワインと温泉体験

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

「牡牛の血」の試飲が含まれます
評価の高い赤ワイン「牡牛の血」ビカヴィー
ル・スーぺリオールの試飲付！！

スケジュール（目安）

08:00 専用車にてエゲルへ出発
10:00 着後、大聖堂（入場）、エゲル城（入

場）を観光
12:00 昼食
13:00 美女の谷（下車）
13:45 ワイナリーにて試飲体験
14:30 エゲルサロークにて温泉体験
16:00 ブダペストへ
18:00 解散

バロック建築の宝庫「エゲル」でワインと温泉体験 1日観光
ブダペストの北東140キロ、高原にある美しい古都エゲル。ハンガ
リー史を飾る対オスマントルコ戦の歴史とバロック建築の宝庫で
す。エゲル城から眺める景色は格別。さらに、ワインセラーが集ま
る「美女の谷」へ。驚きの価格でワインが楽しめます。最後はエ
ゲルサークルでの温泉体験！湧き出した温泉の成分が白く固まり雪
山のような地形を作っている不思議な温泉地です。

HU320

※水着（必須）とバスタオルとサンダル（推奨）をご用意下さい。ワイン試飲（計300ml）の後に温泉に入るので、高血圧の方、心臓や循環器系
に持病のある方のご参加はご遠慮ください。ハンガリーでは温泉の成分によって、入浴をおすすめしない条件というものがあり、これに該当する方
もご参加はご遠慮ください。※未成年へのワインの提供はございません。※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。※3名以下の場合、日本語ドライバーガイドでのご案内となります。※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50％、2日前からは100％を申し受けます。

料　金 ［夜景観賞付］      1名 380ユーロ、2名以上 232ユーロ
 ［夜景観賞なし］1名 288ユーロ、2名以上 186ユーロ
 14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　(8/20、12/24・31、ゲッレールト温泉またはディナー
 　　　クルーズが運休の場合を除く)
出　発 [4/1～10/31、3/1～31]16:00　 [11/1～2/28]15:30　
 市内ご宿泊ホテル
所要時間 [夜景観賞付］約7時間15分　［夜景観賞なし］約6時間15分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ブダペスト発
ブダペスト大満喫～ゲッレールト温泉とディナークルーズ　ゲッレールトの丘からの夜景観賞付

［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）

16:00 市内ご宿泊ホテルへお迎え
16:30 ゲッレールト温泉（日本語アシスタン

トが入場方法などについて説明）
19:15 日本語アシスタントとタクシーにて船

着場へ
19:45 ドナウ川ディナークルーズ
22:15 タクシーにてゲッレールトの丘へ
22:30 夜景鑑賞
22:45 市内ご宿泊ホテルへ
23:15 ホテル着後、解散
※ゲッレールトの丘からの夜景観賞なしプラン
では、日本語アシスタントはディナークルーズの
説明後、同行終了となります。クルーズには同
乗いたしません。クルーズ終了後、船着場で各
自解散となりますのでホテルへは各自でお戻りく
ださい。
※11月～2月は、出発が30分早まり、ディナーク
ルーズ19:00発21:30着、ホテル到着22:30となり
ます。

人気のアクティビティーをセットにしました
温泉、クルーズ、夜景鑑賞をセットにしたブダペスト大満喫ツアー
です。ゲッレールトの丘から眺める夜景は、色とりどりの宝石を散
りばめた宝箱のように美しく、幻想的。旅の思い出にぜひ感動の景
色をお持ち帰りください。夜でも往復ご宿泊ホテルまでの送迎を付
ければ安心です。

観賞付HU316

※お申込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※水着とバスタオルとサンダルをご持
参ください。※時期により夜景は夕景となる場合があります。※日本語アシスタントはク
ルーズには同乗しません。※タクシーでの移動となります。※温泉が閉館または悪天候、
ドナウ川の極端な水位の変化により不催行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）7日前からは50％、2日前からは100％を申し受けます。

料　金 大人 1名 405ユーロ、2名 221ユーロ、
 　　 3名 212ユーロ、4～9名 208ユーロ　
 子供（7～14歳）1～2名 88ユーロ、3～4名118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・2、8/20、10/23、11/1、12/1～3/31を除く）
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ブダペスト発
日本語ガイドと専用車で行くドナウベントめぐり1日観光　選べる昼食付

［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 エステルゴムへ
10:10 エステルゴム大聖堂（入場）
11:10 ヴィシェグラードへ
11:50 ヴィシェグラード要塞（入場）
12:30 肉か魚の選べる昼食
14:00 センテンドレへ向けて出発
14:30 コヴァーチ・マルギット陶芸美術館

（入場）
16:00 ブダペストへ
16:45 ホテル着後、解散

独特な文化を持つ3つの街を日本語ガイドがご案内
ドナウ川が大きく南に曲がりハンガリー国内を流れ始める場所に位
置し、「ドナウの膝」として親しまれる街エステルゴム。13世紀半
ばまで首都でハンガリー発祥の地まで足を延ばし、ハンガリー・カ
トリック教会の総本山の大聖堂を観光します。
高い山の上にあるヴィシェグラード要塞からは雄大なドナウの絶景
をご覧いただけます。さらに、15以上もの美術館や博物館、ギャラ
リーが建ち並ぶセンテンドレなど歴史と独特な文化をもつ興味の尽
きない街を日本語ガイドがご案内します。

HU337

※参加日の9日前（土・日・祝日を除く営業時間内）までにお申し込みください。※お申し込み時に昼食（魚or肉）および、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。※ヴィシェグラード要塞が道路凍結など現地事情により行けない場合は、
王宮跡地の博物館に入場します。※3名以下の場合、日本語ドライバーガイドでのご案内となります。※修道院の見学は人数に応じてオーディオ・
ガイドでのご案内となる場合がございます。ⒸSzentendre Tourinform

観賞なしHU315
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（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。

時間がないけど、クルーズだけは乗りたい！
という方におすすめ。往復送迎+船着場での
アシスタントヘルプ付で毎日1名142ユーロ、
2名 82ユーロで承ります。

料　金 130ユーロ　19歳以下参加不可
催行日 月・火・水・木・金・土　(8/20、12/24・31、1/1、お店貸切・

休業の日を除く)
出　発 16:00　デアーク広場横（シュトゥー通り）のマクドナルド前
所要時間 約2時間
解　散 デアーク広場付近のワインバー

ブダペスト発
至高のフォアグラと本気のトカイ・ワイン

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 2名催行

HU303

HU318

ブダペストではしご酒

本気のトカイ・ワイン・テイスティング

現地在住のガイドと2～3軒の居酒屋をはし
ごします。毎日2名催行。お1人様35ユーロ。

人気のワインバーでテイスティングします。
毎日2名催行。お1人様98ユーロ。

スケジュール（目安）

16:00 出発
 トカイ・ワインをグラスでテイスティ

ングできる人気のワインバーへご案内
 トカイ・ワイン4種類（グラス）、ワイ

ンバー特製のフォアグラ・セレクショ
ンをお楽しみください

 テイスティング中、ガイドがワインや
ブダペストの紹介をいたします。楽し
いひと時をお過ごしください

18:00 解散

本物のトカイ・ワインと名物フォワグラ
トカイワインの生きる伝説セプシ・イシュトヴァーンと、ワインスぺ
クテイター誌史上初の100点満点の栄誉を持つロイヤル・トカイ社
によるトカイ・ワインの試飲。至宝のワイナリー「セプシ」と「ロ
イヤル」から貴腐ワイン・アスーまで体験できます。合わせるのは
同じくハンガリーの至宝フォアグラ・セレクション！

ガイドの解説が隠し味
ただ飲むだけではありません。本物のトカイ・ワインをテイスティ
ングしながら、現地在住の日本語ガイドによるワインの解説やブダ
ペストの話で楽しめます。

HU317

※繁忙期等で日本語ガイドを手配できない場合は不催行となります。※利用予定
のワインバーが急な閉店、貸切となる場合、ツアーが不催行となる場合があります。

料　金 1名 182ユーロ、2名 112ユーロ、3～4名 89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

（8/20、12/24、レストラン・クローズ、クルーズが運休の場合を除く)
出　発 [4/1～30、9/1～10/31、3/1～31］18:15
 [5/1～8/31]  19:00　[11/1～2/28]  18:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ブダペスト発
送迎付　国宝マンガリッツァ豚のディナーとナイトクルーズ

［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）

【19:00出発の場合】 
19:00 出発
19:30 レストランにてハンガリー名物グヤー

シュと国宝マンガリッツァ豚ステーキ
の夕食

21:00 ナイトクルーズ（約1時間）
22:30 ご宿泊ホテルにて解散

※季節によって出発・解散時間が異なります。
また、11～2月はクルーズ乗船後にお食事となり
ます。

ブダペストの夜はこれで決まり！
「マンガリッツァ豚」は、ハンガリーの在来種でハンガリー固有の希
少な名品種、イベリコ豚とルーツを同じくする食べられる国宝で
す。－30℃にもなる厳しい冬も運動を続けて蓄えた脂肪は特に上
質。人気のドナウ川ナイトクルーズとご宿泊ホテルへの往復送迎を
組合せた楽々安心のナイト・ツアーです。

HU322
人気

※悪天候、ドナウ川の極端な水位の変化により不催行となる場合があります。※送
迎はタクシー利用です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※季
節によりプログラムが前後します。また催行時刻も変化します。※日本語アシス 
タントはディナーの同席およびクルーズには乗船いたしません。※変更取消料とし
て、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50％、2日前からは100％を
申し受けます。

▶日本語アシスタントと一緒にタクシーで、ホテルから会場、会場からホテルまで送迎。夜の外出も安心です。※会場～レストラン間の移動は徒歩となります。

会場 出発時間／所要時間 運行日 席カテゴリー 料金（お一人様）

聖イシュトヴァン大聖堂コンサート 19:30/約2時間
火・日（4/1、12/25を除く） A 1名 218ユーロ、2名 139ユーロ、

3名 123ユーロ、4名 115ユーロ

木（11/1を除く） 1 1名 202ユーロ、2名 123ユーロ、
3名 107ユーロ、4名   98ユーロ

聖イシュトヴァン大聖堂
コンサート＆ディナー（ドリンク無）

18:00/
約3時間30分

火・日（4/1、12/25を除く）
（12/30追加料金：各6ユーロ） A 1名 240ユーロ、2名 161ユーロ、

3名 145ユーロ、4名 137ユーロ

木（11/1を除く） 1 1名 223ユーロ、2名 145ユーロ、
3名 128ユーロ、4名 120ユーロ

マーチャーシュ教会コンサート 18:30/約2時間 4/20・27、5/18・25、6/1・8・15、7/13・20、
8/3・10・24、9/7・14、10/5・12、11/9・23、
12/7・14・28（12/28追加料金：各6ユーロ）

A
1名 209ユーロ、2名 130ユーロ、
3名 115ユーロ、4名 106ユーロ

マーチャーシュ教会
コンサート＆ディナー

17:10/
約3時間30分

1名 231ユーロ、2名 152ユーロ、
3名 136ユーロ、4名 128ユーロ

民族舞踊パフォーマンス 19:30/約3時間 ［4月・11月・12月］土、4/1・2・27、12/26・28
［5月］月・火・水・木・日、5/4・25
［6月～10月］月・火・水・木・金・日、7/28
（7/1・2・27・29、8/20、10/23・24・30を除く）

1
1名 210ユーロ、2名 132ユーロ、
3名 115ユーロ、4名 107ユーロ

民族舞踊パフォーマンス
＆ディナー

18:00/
約4時間

1名 232ユーロ、2名 154ユーロ、
3名 137ユーロ、4名 129ユーロ

HU336

HU337

HU338

HU339

HU340

HU341

※その他のカテゴリー料金、お子様（7～ 14歳）料金はお問い合わせください。6歳以下
は参加不可となります。　※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
によってはホテルまでのお送りのサービスを手配できない場合があり、サービスをお受
けできない場合があります。 ※送迎はお客様１組につき専用の送迎となりますが数台

に分かれての送迎となる場合があります。　※座席カテゴリーのエリアは決められて
いますが事前に席の指定はできません。　※コンサートの主催者、劇場側の都合によ
り、会場・時間の変更、公演・開催の中止・変更などが生じる場合があります。　※2019
年1月以降、料金・条件など詳細が変更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日前から手配料金の100％を申し受けます。

■運行会社：MIKI TRAVELプライベート 日本語アシスタント・送迎付ツアー　共通事項

HU321ドナウ川ナイトクルーズのみプラン


