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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。

専属イドがご案内
 「ケルズの書」と国立博物館　午後観光

ダブリン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※博物館・美術館の都合により展示物・作品の一部がメンテナンスのため見学できない事があり
ます。あらかじめご了承ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7
日前から50%、3日前からは100%を申し受けます。

IE301

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 224ユーロ、2名 121ユーロ、3名 87ユーロ、4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 火～日　（12/24～1/3を除く）
出　発 14:00　トリニティ大学正門前
所要時間 約2時間30分
解　散 グラフトン通り周辺

アイルランドのお宝鑑賞
トリニティカレッジ・オールドライブラリーにて
「ケルズの書」見学▶徒歩で国立博物館へ移動
▶15:15 国立博物館(考古学・歴史)にて国宝
「タラのブローチ」「アーダの聖杯」等、アイルラ
ンドの宝といえる工芸品の数々を日本語ガイドの
説明で見学

プライベート

日本語ガイドと専用車で行く  「7つの教会の町」
グレンダロッホ午前観光 ～大自然ウィックロウ渓谷の聖地！

ダブリン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ビジターセンターへの入場は含まれていません。※天候、交通、現地事情により、ルート変更
の可能性があります。そのため、サリーギャップを通過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50%、3日前からは100%を申し受けます。

IE302

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 506ユーロ、2名 253ユーロ、3名 178ユーロ、4名 133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を除く）
出　発 9:00　ダブリン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 ダブリン市内ご宿泊ホテル

ダブリン近郊の人気観光地へ
10:30 グレンダロッホ下車観光（ランドタワー
（33mの円塔）、ハイクロス（石造りのケルト十
字架）の遺跡群、渓谷の2つの湖）▶11:45 ダ
ブリンへ向け出発▶サリーギャップと呼ばれる草
原と泥炭地の地域も通ります。

プライベート

料　金 1名 758ユーロ、2名 387ユーロ、3名 269ユーロ、
 4名 207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　（12/24～1/3を除く）
出　発 9:00　ダブリン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 グラフトン通り周辺

ダブリン発
日本語ガイドと専用車で行く  決定版「7つの教会の町」グレンダロッホとダブリン市内1日観光 ～ケルズの書とタラのブローチ見学付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
10:30 グレンダロッホ下車観光（ランドタワー、

ハイクロスの遺跡群、渓谷の2つの湖）
 ※ビジターセンターの入場は含まれ

ていません。
11:45 ダブリンへ向け出発
13:00 ダブリン市内にて自由昼食時間の後、

市内観光
15:00 トリニティカレッジ・オールドライブ

ラリー（入場）
 ※ 専用車サービスはここで終了し、以

降は徒歩移動となります。
16:00 国立博物館（入場）
17:00 終了

※グレンダロッホビジターセンターへの入場は含まれていません。※天候、交通、現時事情により、ルート変更の可能性があります。※博物館・美術館の都合により展示物・作品の一
部がメンテナンスのため見学できない事があります。あらかじめご了承ください。※専用車サービスは15:00のトリニティ大学までで、その後は徒歩での移動となります。※昼食代は料
金に含まれていません。ガイドがレストラン等をご紹介します。※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50%、3日前からは100%を申し受けます。

IE307

プライベート観光の決定版
ダブリン郊外の人気観光スポット「グレンダロッホ」は、アイルラン
ドの初期キリスト教の聖地であり「7つの教会の町」と呼ばれる神秘
的な場所。ひっそりとたたずむ教会遺跡群とアイルランド屈指の景観
を誇るウィックロウ山麓の大自然をお楽しみください。ダブリンでは、
トリニティカレッジのオールド・ライブラリーに入場、至宝「ケルズの
書」をご覧いただいた後、国立博物館にて世界に誇る金細工の
数々、ケルトの国宝「タラのブローチ」等をご紹介します。終了はグ
ラフトン通りですので、そのままショッピングもおすすめです。ダブリ
ン市内と郊外の見所を凝縮したプライベートツアーの決定版です。

貸切日本語ガイドがご案内
乗り降り自由バスで巡るダブリン市内午前観光

ダブリン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ダブリン市内の道路工事、イベント等によりホップオン・オフバスのルートが急遽変更になる
場合があります。※バス車内では、英語ドライバーによる英語のガイディングがあります。日本
語ガイドは主に徒歩観光中にご説明します。※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50％、3日前からは100%を申し受けます。

IE308

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 242ユーロ、2名 131ユーロ、3名 94ユーロ、4名 76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を除く）
出　発 9:30　ダブリンバス・ヘッドオフィス前
所要時間 約3時間30分
解　散 ダブリン市内中心部

便利な乗り降り自由バスで観光
9:30 出発▶ホップオン・オフバスを利用し、途
中下車しながらダブリン市内を日本語ガイドと観
光（オコンネル通り、カスタムハウス、トリニティ
カレッジ、ダブリン城、クライストチャーチ大聖
堂、セントパトリック大聖堂、テンプルバーなど）
▶13:00 ダブリン中心部にて終了　
※ご希望の場所がある場合はその近辺にて終了するようアレンジします。

プライベート

貸切日本語ガイドがご案内　乗り降り自由バスで巡るダブリン市内1日
観光 ～ケルズの書とタラのブローチ鑑賞、ギネスストアハウスも入場

ダブリン発 ［運行会社］MIKI TRAVELIE309

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 455ユーロ、2名 268ユーロ、3名 204ユーロ、4名 172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　（12/24～1/3を除く）
出　発 9:30　ダブリンバス・ヘッドオフィス前
所要時間 約8時間
解　散 ダブリン市内中心部

ダブリンを堪能する1日

※ダブリン市内の道路工事、イベント等によりホップオン・オフバスのルートが急遽変更になる場合があります。※バス車内では、英語ド
ライバーによる英語のガイディングがあります。日本語ガイドは主に徒歩観光中にご説明します。※博物館・美術館の都合により、一部展
示物・作品等がメンテナンスや貸し出しのため見学できない事があります。予めご了承ください。※昼食は含まれていません。ガイドがレ
ストラン等をご紹介します。※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50％、3日前からは100%を申し受けます。

9:30 出発▶ホップオン・オフバスを利用し、途中
下車しながらダブリン市内を日本語ガイドと観光▶
11:00 トリニティカレッジ・オールドライブラリー
（入場）、「ケルズの書」を見学▶12:30 自由昼食時
間▶13:30 国立博物館「考古学・歴史」（入場）、
国宝「タラのブローチ」など貴重な工芸品の数々をガイドの解説で見学▶15:30 ギ
ネスストアハウス入場　※ギネスビールの試飲付 ▶17:30 ダブリン中心部にて終了

プライベート
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

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

料　金 1名 753ユーロ、2名 377ユーロ、3名 262ユーロ、
 4名 197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　（12/24～27・31、1/1を除く）
出　発 8:00　ダブリン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 ダブリン市内ご宿泊ホテル

ダブリン発
日本語ガイドと専用車で行く  世界遺産ニューグレンジ、モナスターボイスと心の故郷タラの丘 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

08:00 出発
09:30 ニューグレンジ着後、観光
 ※タイムスロット制のため入場までお

待ちいただくことがあります。入場料
は各自お支払いください。

11:30 ニューグレンジ出発
12:00 モナスターボイス着後、観光
12:30 モナスターボイス出発、途中休憩（自

由昼食）
14:15 タラの丘着後、観光
15:30 タラの丘出発
17:00 ダブリン着後、終了

利便性抜群のプライベートツアー
車でしか行けないニューグレンジも、タラの丘も、専用車ならアク
セスの不安はありません。日本語ガイド付きでさらに安心です。

世界遺産ニューグレンジとケルトの聖地
世界遺産ニューグレンジは5000年以上前に作られたとされる巨大
古墳。イギリスのストーンヘンジよりも古いといわれる石の建造物
です。モナスターボイスでは、田園風景の中のケルトの十字架と先
端が破壊された尖塔のある教会跡をご覧いただき、その後アイル
ランド人の心の故郷といわれる「タラの丘」を訪れます。ケルト人
の聖地とされ、丘からは雄大な景観もお楽しみいただけます。

IE306

※ニューグレンジ入場料は含まれていませんので、その場でお支払いください。※天候、交通、現地事情により、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）7日前から50%、3日前からは100%を申し受けます。

アイルランドの絶景ルート「ケリー周遊路」
ダブリン発 ［運行会社］Railtours Ireland

※ダブリン～キラーニー間は列車での移動となり、キラーニー到着後ツアーバスにご乗車いただきます。※ダブリン～キ
ラーニー間の列車内は、ツアー会社の英語係員がお世話します。キラーニーからのバスツアーは、英語ドライバーガイド
がご案内します。※悪天候、道路事情、現地でのイベント等により予定していたルートが変更になる場合があります。そ
の場合でも返金はいたしかねますので、予めご了承ください。※昼食は含まれていません。昼食の取れる場所を当日ドラ
イバーよりお伝えします。※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。

IE331

英語ドライバーガイド 4名催行

料　金 大人 143ユーロ　子供（6～16歳）71ユーロ　2歳以下参加不可
催行日 月～土　（12/24～27、1/1を除く）
出　発 7:00　ダブリン・ヒューストン駅構内レイルツアーズボード前
所要時間 約14時間
解　散 ダブリン・ヒューストン駅

風光明媚な人気観光ルート
ダブリンより列車▶キラーニー駅着後、バスツアー
開始▶アイルランドの景勝ルートとして名高い
「ケリー周遊路」をおすすめの写真スポット（ディ
ングル湾を臨む高台、ウォーターヴィル近くの展
望台、キラーニー国立公園近くの“貴婦人の眺
め”など）で下車しながら一周▶キラーニー駅前にて下車▶列車でダブリンへ
▶ダブリン・ヒューストン駅着、解散（21:00頃）

モハーの断崖、ボンラッティ城とバレン高原
ダブリン発 ［運行会社］Railtours Ireland

※ダブリン～リムリック間、ゴールウェイ～ダブリン間は列車での移動となり、リムリック到着後ツアーバスにご乗車いただきま
す。※行き帰りの列車内は、ツアー会社の英語係員がお世話します。リムリックからのバスツアーは、英語ドライバーガイドが
ご案内します。※悪天候、道路事情、現地でのイベント等により予定していたルートが変更になる場合があります。その場合で
も返金はいたしかねますので、予めご了承ください。※昼食は含まれていません。昼食の取れる場所を当日ドライバーよりお伝
えします。※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。

IE332

英語ドライバーガイド 4名催行

料　金 大人 143ユーロ　子供（6～16歳）71ユーロ　2歳以下参加不可
催行日 月～土　（12/24～27、1/1を除く）
出　発 7:00　ダブリン・ヒューストン駅構内レイルツアーズボード前
所要時間 約15時間
解　散 ダブリン・ヒューストン駅

盛りだくさんの欲張りツアー
ダブリンより列車▶リムリック駅着後、バスツアー
開始▶ボンラッティ城、ボンラッティ民芸村▶
モハーの断崖▶バレン高原▶ゴールウェイ駅前
にて下車▶ゴールウェイから列車にてダブリンへ
▶ダブリン・ヒューストン駅着、解散（21:45頃）

ダブリンから行こう！ジャイアンツ・コーズウェイとアントリム
海岸線ドライブ ～キャリック・ア・リード吊り橋入場券付

ダブリン発 ［運行会社］Railtours Ireland

※ダブリン～ベルファスト間は列車での移動となり、ベルファスト到着後ツアーバスにご乗車頂きます。※ダブリン～ベルファスト間の列車内
は、ツアー会社の英語係員がお世話します。ベルファストからのバスツアーは、英語ドライバーガイドがご案内します。※悪天候、道路事情、
現地でのイベント等により予定していたルートが変更になる場合があります。その場合でも返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
※昼食は含まれていません。昼食の取れる場所を当日ドライバーよりお伝えします。※キャリック・ア・リード吊り橋は、安全上の理由から強風
や降雨などの悪天候の日は橋を渡ることができない場合があります。※ジャイアンツ・コーズウェイのビジターセンターに入場ご希望の方は、そ
の場で入場料（約9ポンド）をお支払いください。※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。

IE333

英語ドライバーガイド 4名催行

料　金 大人 143ユーロ　子供（6～16歳）71ユーロ　2歳以下参加不可
催行日 月～土　（12/24～27、1/1を除く）
出　発 7:35　ダブリン・コノリー駅構内レイルツアーズボード前
所要時間 約15時間
解　散 ダブリン・コノリー駅

6角の石柱が並ぶ巨人の石道
ダブリンより列車▶ベルファスト・セントラル駅着後、バスツ
アー開始▶キャリック・ファーガス城 （写真ストップ）▶アント
リム海岸線ドライブ▶ブッシュミルズ蒸留所 （時間があれば立
ち寄り）▶キャリック・ア・リード吊り橋▶ジャイアンツ・コー
ズウェイ▶ダンルース城 （遠方から写真ストップ）▶ベルファ
スト・セントラル駅前にて下車▶列車でダブリンへ▶ダブリン・コノリー駅着、解散（22:15頃）

お手軽！世界遺産ジャイアンツ・コーズウェイと
スリル満点のキャリック・ア・リード吊り橋

ベルファスト（イギリス）発 ［運行会社］McComb's Coach Travel

※悪天候、道路事情、現地でのイベント等により予定していたルートが変更になる場合があります。その場合でも返金
はいたしかねますので、予めご了承ください。※昼食は含まれていません。昼食の取れる場所を当日ドライバーよりお
伝えします。※キャリック・ア・リード吊り橋を渡られる方は、当日ドライバーよりチケットをご購入ください（約6.50ポン
ド）。※キャリック・ア・リード吊り橋は、安全上の理由から強風や降雨などの悪天候の日は橋を渡ることができない場
合があります。※ジャイアンツ・コーズウェイのビジターセンターに入場ご希望の方は、その場で入場料（約9ポンド）
をお支払いください。※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。

IE334

英語ドライバーガイド 2名催行

料　金 大人 30ポンド　子供（3～12歳）22ポンド　2歳以下参加不可
催行日 毎日
出　発 9:10　ヨーロッパ・ホテル前
所要時間 9～10時間
解　散 ベルファスト市内

気軽にジャイアンツ・コーズウェイ
出発▶キャリック・ファーガス城 （写真ストップ）
▶アントリム海岸線ドライブ▶ブッシュミルズ蒸留
所 （時間があれば立ち寄り）▶キャリック・ア・
リード吊り橋▶ジャイアンツ・コーズウェイ▶ダン
ルース城 （写真ストップ、城の遠方から）▶ベル
ファスト着、解散（18:00～19:00）
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