
ミラノ

アルバ

トリノ

オルタ湖
マッジョーレ湖

ベネチア

シエナ

オルチャ渓谷

ドロミテ

ボローニャ

コモ湖

ルガーノ湖

イゼオ湖（モンテイゾラ島）

ガンドリア

ガルダ湖

サン・ジミニャーノ
アッシジ

ピサ
ルッカラ・スペツィア

チンクエテッレ

グッビオ

ポンペイ

アマルフィ

ポジターノ

カプリ
プロチダ

約2時間

約1時間45分

約1時間

約1時間10分

オルヴィエート

チヴィタ・ディ・バニョレッジョ

ティヴォリ

ジェンツァーノ
オスティア・アンティカ

マテーラ

タオルミナ

アグリジェント

ファヴィニャーナ島

パレルモトラーパ二

カターニア

ピアッツァ・アルメリーナ

バーリ

アルベロベッロ

約2時間30分

約1時間30分

ローマ

フィレンツェ

約30分

ナポリ

サン・マリノ

スイス

フランス

オーストリア

スロベニア
約1時間

シチリア島

イタリア
（P36～55）

マルタ

ゴゾ島

コミノ島

マルタ島

サンジュリアン

スリーマ
バレッタ

ポパイ村

マルタ
（P56）

Italy / Malta
イタリア ／ マルタ
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M
ALTA

マルタ

鉄道 みゅうプチ旅観光ツアー

● 南イタリアとアマルフィ海岸 2日間 P36 ～ 37
● シチリア周遊 2日間 P38 ～ 39



1日目 ナポリ 中央駅 集合

ポジターノ
展望台
どこまでも青いティレニア海、カラフ
ルな家が連なる街並、迫りくる岩山、
レモンとオリーブ。誰もが感嘆する眺
望がここにあります。これぞ絶景！

アマルフィ

アマルフィ海岸ドライブ
太陽輝く美しい海岸線に点在する宝石のような街々、紺碧の
ティレニア海。「世界一美しい海岸線」は常に期待を裏切りま
せん。
別名「居眠り禁止ルート」に指定されています。

紺碧のティレニア海を見下ろすレストラン
にて、海の幸リゾットをお召し上がりいただ
きます。
息を呑むような美しい風景と名物料理を
お楽しみください。

昼食
アマルフィ海岸の

ドライブ映像がみられます！

路地の散策も楽しい！

アルベロべッロでの

夕食
アドリア海名物料理
「海の幸の前菜」と
「ムール貝のパスタ」を
どうぞ。

ドゥオモと鐘楼をバックに大階
段の前で記念にパチリ！カラフ
ルなお土産屋さんをのぞいてみ
たり、迷路のように続く路地の
散策などをお楽しみください。

シャッ
ター

チャン
ス！

憧れのリゾート地アマルフィ。フォトジェニックな港町。
世界でここだけ！ とんがり屋根が並ぶおとぎの国アルベロベッロ。
洞窟住居の街マテーラ。美しい奇景に心を奪われる！

空と海が恋する場所

世界遺産でつなぐ絶景ルート世界遺 絶景

南イタリアとアマルフィ海岸 2日間
ナポリ発着
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2日目

ナポリ 中央駅  解散

アルベロベッロ
「トゥルッリ」と呼ばれる石積みのとん
がり屋根をもつ白壁の建物が、おとぎの
国のような景観を生み出しています。
ショッピングタイムもお取りしますので、
お土産を探してみてはいかがでしょうか。

名物の耳たぶ形をしたパ
スタ「オレキエッテ」とイタ
リア風ソーセージ「サル
シッチャ」をお召
し上がりいただ
きます。

マテーラでの
昼食

朝は観光客も少
ないです

とんがり屋根の雑貨たち！

マテーラ
目の前に突然広がる不思議な
風景。「サッシ」と呼ばれる洞窟
住居群と岩山にそびえたつマド
ンナ・デ・イドリス教会の美しい
奇景を一望できる場所へご案
内します。

ど迫力

ラマペンデュラ又はアストリア又は
グランド・ホテル・ラ・キウーサ・ディ・キエトーリ
ラマペンデュラはアルベロベッロの中心部に位置し 
2003年に創業した4つ星ホテル。トゥルッリ地区まで徒
歩約10分。

宿泊ホテル
アルベロベッロ

ナポリ中央駅集合
アマルフィ海岸へ（57km / 約2時間）

　　　△アマルフィ海岸をドライブ

途中、○ポジターノ展望台にて写真ストップ

アマルフィへ（22km / 約1時間45分）
途中、「アマルフィ海岸を眺められるレストラン」にて昼食

　　　アマルフィ散策
○ドゥオモ ○旧市街
アルベロベッロへ（315km / 約5時間45分）

ホテル着

アドリア海名物「海の幸の前菜」と「ムール貝のパスタ」の夕食

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  歩：A

　　　アルベロベッロ観光
○とんがり屋根地区（トゥルッリ地区）

マテーラへ（70km / 約1時間30分）

　　　マテーラ観光
○サッソ・バリサーノ ○サッソ・カヴェオーソ
○マドンナ・デ・イドリス教会

名物「オレキエッテ（耳たぶ形パスタ）」と
「サルシッチャ（イタリア風ソーセージ）」の昼食

ナポリへ（262km / 約3時間30分）

着後、ナポリ中央駅で解散
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  歩：B

※ 注意事項とご案内
・行程1日目のアマルフィ海岸ドライブは、自然災害、交通事情等により走行ルートを変更し、アマルフィ海岸以外のルート
 をご案内する可能性があります。
・現地交通事情により行程に遅れが生じる場合があります。
・トリプルルームをご用意することが出来ない場合は、2人部屋と1人部屋に分かれ、1人部屋追加代金が必要となります。

ナポリ

アマルフィ海岸

アマルフィ

アルベロベッロ

09：00

11：00

11：15
11：45

13：15

14：15

20：00

09：00

10：30

12：00

13：30

15：00

18：30頃

アルベロベッロ

マテーラ

ナポリ

◎入場観光〇下車観光△車窓観光
「歩く時間」  歩：A 30分～2時間　歩：B 2時間～4時間　歩：C 4時間以上

2名

最大定員

出発場所

解散場所

利用予定
ホテル

35名

ナポリ中央駅

ナポリ中央駅

　　　　　　 
ラマペンデュラ、アストリア、
グランド・ホテル・ラ・キウーサ・ディ・
キエトーリ

最少催行
人員

アルベロベッロ

料金
（お1人様）

310ユーロ（2～3名様1室利用）／385ユーロ（1名様1室利用）

設定日 4/29（日）
5/3（木）
6/4（月）
7/2（月）、7/16（月）、7/30（月） 
8/1（水）、8/6（月）、8/8（水）、8/10（金）、8/13（月）
8/16（木）、8/20（月）、8/22（水）、8/27（月）、8/29（水）
9/5（水）、9/10（月）、9/12（水）、9/17（月）、9/19（水）
9/24（月）、9/26（水）
10/8（月）

295ユーロ（2～3名様1室利用）／370ユーロ（1名様1室利用）
アマルフィ散策後合流プラン

アルベロベッロ泊

2日目

3日目

ナポリ発
　　　　　　　　 南イタリアとアマルフィ2日間に参加
18：30頃 ナポリ中央駅にて解散

プロチダ島

青の洞窟

ローマ発　　　   バスでカプリ島またはナポリ・ポンペイまたはプロ
チダ島を観光した後、ナポリで1泊。翌日から　　　　　        に参加
すれば、ローマ発ナポリ着のコンパクトな南イタリア・コースができ
あがり！4日目にナポリ発の観光ツアーに参加し、ローマへ戻ること
も可能です。

カプリorナポリ・ポンペイorプロチダ島とと
南イタリア3日間
カプリorナポリ・ポンペイorプロチダ島と
南イタリア3日間

組み合わせ
自由

組み合わせ
自由

アレ
ンジ

ロー
マ発アレ

ンジ

ロー
マ発

ローマ発
　　　  カプリ1日観光に参加

1日目

ナポリ泊

07：30 ローマ 共和国広場発 → バスでナポリへ → ボートにてカプリ島へ
移動 →青の洞窟 → 昼食 → ナポリへ → 16:30頃 ナポリにてバスツアー
を離団 →各自でホテルへ移動し、チェックイン

例えば

ア
マ
ル
フ
ィ
散
策
後
合
流
プ
ラ
ン

各自でナポリ中央駅へ移動
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昼食

夕食

なんだ
これ!?

1日目 パレルモ 中央駅 集合

ファヴィニャーナ島
イタリア最大の島シチリアの西にあるとても小
さな島。周辺の海は透明度抜群で、まるでボート
が宙に浮いているような光景が広がります。

トルコ階段
真っ白にかがやく絶景「トルコ階段」。繰り返し打ち
寄せられる波によって作られたその自然美に、ただ
ただ圧倒されます。

塩田と風車
風・気温・湿度と塩作りには欠かせない三大要素が
揃った海岸沿いの塩田地帯。2000年続く、伝統的な
塩作りが今なお守られています。

♥ ・・・

フォトジェニック♥

フォトジェニック♥

ここトラーパニの伝
統クルクルパスタを
お召し上がりいただ
きます。

メインの肉料理はシ
チリア伝統のマルサ
ラ酒を使ったソース
でお楽しみください。

・・・・・・

Photo Photo 知る人ぞ知る超穴場スポット！美しすぎる海岸

透き通るビーチ「ファヴィニャーナ島」。宙に浮かぶ船に乗る。
紺碧の地中海にそびえる真っ白な「トルコ階段」。
ベストオブギリシャ神殿「アグリジェント」。絶景代表「タオルミナ」。

海と太陽に愛される憧れのリゾート地

地中海に浮かぶフォトジェニックな島海 浮 島

イタリア シチリア周遊 2日間
パレルモ発タオルミナ着

地中海中海

イタリア シチリア周遊 2日間

Sicily
アグリジェント

パレルモ
トラーパニ

タオルミナ

カターニア
ファヴィ
ニャーナ島

トルコ階段
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2日目

アグリジェント
紀元前6世紀からギリシャ植民地として古代地中海世界の重要都市のひ
とつであったアグリジェント。保存状態のよい、20近くの神殿遺跡群が残
る「神殿の谷」を朝一番にご案内します。

タオルミナ
映画の舞台にもなった世界に誇るリゾート地。道の両側にはお土産屋さん
やジェラート屋さん、澄んだ青と緑の海、遠くに望むエトナ山の雄姿……
多くの旅人を虜にしてきた魅力あふれる街をお楽しみください。

ツアー当日（２日目）、カターニアの空港まで
お送りするプランもございます。　　

タオルミナ Lumbi駐車場 解散

あの名作映画にも登場す
るシチリア伝統のお菓子
「カンノーロ」。サクサクカ
リカリの生地にたっぷり
とつめ込まれたクリーム
が最高に美味しい!!

昼食

ディオスクーリ・ベイ・パレス
又はデッラ・ヴァッレ
ディオスクーリ・ベイ・パレスはサン・レオーニの賑やかな海岸
沿いの遊歩道に位置し、アグリジェントの歴史的中心部まで
車で15分、サン レオーネ港および聖ピオ十世教会から 2 km 
圏内の 4 ツ星 ホテル。

宿泊ホテル
アグリジェント

パレルモ中央駅出発
トラーパニへ（104km / 約2時間）

トラーパニから船でファヴィニャーナ島へ（約30分）

ファヴィニャーナ島散策
海の透明度が非常に高いため、海に浮かんでいるように見える
「フライングボート」にご乗船いただきます（約1時間30分）。

名物「アランチーニ（ライスコロッケ）」と
「ブジアーテトラパネーゼ（トラーパニの伝統パスタ）」の昼食

ファヴィニャーナ島から船でトラーパニへ（約30分）

トラーパニ到着後、トルコ階段へ（163km / 約2時間30分）
途中、○塩田＆風車の景色をご覧いただけます。

○トルコ階段

アグリジェントへ（15㎞/約30分）

ホテル着

シチリア名産の「マルサラ酒のソース」で作った豚肉料理と
シチリア定番スイーツ「アーモンドのセミフレッド」の夕食
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  歩：A アグリジェント泊

アグリジェント観光
　　　◎神殿の谷

タオルミナへ（169km / 約3.5時間）

タオルミナ到着後、名物料理「ナスのカポナータ（シチリアの煮込み
料理）」とシチリア伝統のお菓子「カンノーロ」の昼食

タオルミナ観光
◎ギリシャ劇場

タオルミナ Lumbi駐車場にて解散
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  歩：B

メッシーナ門に再集合の後、カターニアの空港へ（55km / 約1時間）

空港到着。日本語アシスタントがチェックインをお手伝いします。

パレルモ

 
トラーパニ

ファヴィニャーナ島

トラーパニ

アグリジェント

08：00

10:15

11:00

12:45

14:05

14:45

18:15

18:50

19:20

08:30

10:00

13:30

14:30

16:00

アグリジェント

タオルミナ

18:15

19:30

タオルミナ

カターニア
◎入場観光〇下車観光△車窓観光

「歩く時間」  歩：A 30分～2時間　歩：B 2時間～4時間　歩：C 4時間以上

※ 注意事項とご案内
・天候や現地事情により、トラーパニ～ファヴィニャーナ島間の船が運休となる場合、天空の街エリチェ散策となります。
 その場合の昼食は、トラーパニとなりますのでご了承ください。
・ファヴィニャーナ島内クルーズは、ゴムボートとなる場合があります。
・天候や現地事情によりファヴィニャーナ島内クルーズが運休となる場合、島内一周の列車観光に乗車します。
・スケジュールは2017年11月時点のスケジュールとなります。 現地事情により変更となる場合がございますので予め
 ご了承ください。

2名

最大定員

出発場所

解散場所

利用予定
ホテル

29名

パレルモ中央駅

タオルミナLumbi駐車場

　　　　　　 
ディオスクーリ・ベイ・パレス、デッラ・ヴァッレ

最少催行
人員

アグリジェント

490ユーロ（2～3名様1室利用）／555ユーロ（1名様1室利用）

5/3（木）
7/19（木）
8/16（木）
9/20（木）

510ユーロ（2～3名様1室利用）／575ユーロ（1名様1室利用）
2日目カターニアの空港送迎プラン 

料金
（お1人様）

設定日

2日目カターニアの空港送迎プラン

空港～ホテル間のご送迎を承ります！

パレルモ乗り降り自由バスパレルモ乗り降り自由バス

パレルモに前泊、タオルミナに後泊されるなどご自身で旅を組み立てたい方には
空港～ホテル間のご送迎を承ります。ホテルとあわせてお申込みください。

パレルモに前泊される方にはパレルモの複数ある観光名所近くに設置された停留所より
乗り降り自由な観光バスが便利です。

（片道）2名1台206ユーロ ・ 5名1台309ユーロ空港⇔パレルモご宿泊ホテル間の送迎

24時間チケット

（片道）2名1台206ユーロ ・ 5名1台309ユーロタオルミナご宿泊ホテル⇔空港間の送迎

アレ
ンジ

アレ
ンジ

大人１名16ユーロ

ギリシャ劇場
見晴らしの良い山をくり貫いて造られたギリシャ劇場。頂上からの眺めは、
かつて作家ゲーテに「この劇場から見るパノラマは世界一の美しさだ」と
語らせたほどの絶景です。
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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。

ローマ発
ローマ観光決定版！ コロッセオ＆真実の口＆ヴァチカン美術館すべて入場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

IT367

料　金 大人 140ユーロ　子供（3～12歳）112ユーロ　
催行日 月・火・水・木・金・土　
  （4/2、5/1、6/2・29、8/14・15、11/1、12/8・25・26、1/1、2/11、3/19、

ローママラソンの日、ヴァチカン美術館の閉館日・無料開放日を除く）
出　発 8:15　コンスタンティヌスの凱旋門前（コロッセオ側）
所要時間 約8時間30分
解　散 ヴァチカン美術館内

スケジュール（目安）

08:15 徒歩にて、コロッセオへ（入場）
 その後、バスにて真実の口へ（入場）
 さらに、バスにて移動し、スペイン広場へ
 トレヴィの泉、パンテオン、ナボーナ広場を徒歩観光
12:15 バスにてサン・ピエトロ寺院付近まで移動し、昼食
 ＜メニュー例＞
 ピッツァ・カプリチョーザ、サラダ、お水
 ※変更となる場合もございます。
 ※ ガイドはレストランでのご注文までご案内します。お食事には同席

しません。
 各自、ヴァチカン美術館前へご集合ください。（徒歩約10～15分）
13:45 ヴァチカン美術館（入場）
 タペストリーのギャラリー、地図のギャラリー、システィーナ礼拝堂に

あるミケランジェロの大傑作『最後の審判』などをご覧いただきます。
16:45 解散
 ※解散後も各自で美術館をご鑑賞いただけます。

お客様の声

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※予約の関係上、定員になり次第申込みを締め切らせていただきます。※教会内は半ズボンやノースリーブ等露出の多い服装はご遠慮くださ
い。※宗教行事、デモ、ストライキ、各種イベント、悪天候等によりコロッセオ、真実の口に入場できない場合は外観からの説明もしくはツアーを不催行とする場合があります。美術館側の事情によ
り予約が取れない場合はツアーを不催行とします。※ヴァチカン美術館が突然クローズする場合、宗教行事や各種イベントにより大規模な交通規制が行われる場合は、ツアーを不催行とする場合が
あります。※歩きやすい靴でのご参加をおすすめします。※コロッセオでは、荷物の持ち込み規制（液体、サイズ等）があります。※真実の口の入場には長時間お並びいただく場合があります。 
※ヴァチカン美術館内のラファエロの間は通常案内していますが、館内の混雑度など当日の状況によってはご案内できない場合があります。※システィーナ礼拝堂内でのガイディングは許可されてい
ないため、礼拝堂入口でご案内後、内部は各自でご見学いただきます。※美術館側の都合により、開館時間が変更された場合、ツアーを不催行もしくは出発時間が変更される場合があります。こち
らのツアーは、前半(午前の市内観光)、後半(午後のヴァチカン観光)に分かれており、それぞれ集合場所が異なります。午前のツアーが終わりましたら一旦解散となりますので、集合場所をご確認の
上、再度ご集合ください。※長時間歩く場合がありますので、履き慣れた歩きやすい靴でご参加ください。

これを見ずしてローマは語れない！スポットを凝縮 必見！ 最高傑作の数々ヴァチカン美術館へ入場
質量ともに世界屈指のヴァチカン美
術館は、チケット売り場から既に大
混雑しています。 では、事前
予約をしていますので、一般入場口
とは異なる予約専用の入口から入れ
ます。荷物検査を受けて、いよいよ
中へ。日本語ガイドが混雑を避けな
がら、タペストリーのギャラリー、地
図のギャラリー、システィーナ礼拝堂
などの見どころをご案内。圧巻の芸
術作品をお楽しみください。ツアー
解散後もご自身で数多くの作品をお
楽しみいただくことも可能です。

世界遺産の円形闘技場「コロッセオ」、嘘つきは手を噛まれる！？「真
実の口」、数々の映画・テレビに登場する「スペイン階段」、コインを
投げるとまたローマに戻ってこれる！？「トレヴィの泉」、世界最大の石

造建築「パンテオン」、
ベルニーニの代表作「四
大河の噴水」のあるナヴ
ォーナ広場など、ミケラ
ンジェロやラファエロも
魅了した古代ローマの壮
大な建築を日本語ガイド
がご案内します。

「ツアー開始時間は少し早いかな～と思っていまし
たが、他の個人や団体ツアー客が押し寄せる少

し前に観光を済ませる絶妙なタイミングでした。」 （2017年4月ご参加）

「充実の内容に満足！ガイドさんがとても詳しく熱意を持って
説明してくださり素晴らしかったです。」 （2017年9月ご参加）

見どころが多すぎるのがローマの悩みどころ！？ ローマに
オフィスがあり、ローマに精通した が、押さえ
ておくべき観光スポットをギュッとまとめました。チケット
購入から入場まで長蛇の列が出来ている大人気観光ス
ポットも、事前予約で押さえ、スムーズに入場。ガイド
ブックにはない案内が聞けるのも日本語ガイドならでは！！ 
お昼には、本場のピッツァも食べられる充実の内容です。

市内観光のみ参加（p.41 IT368 IT302 ）、ヴァチカン美術館のみ
参加（p.41 IT303 IT371 ）も可能。

催行日  月・火・水・木・金・土　(4/2、5/1、6/2・29、8/14・15、11/1、12/8・25・26・31、1/1、
  　　　　　　　　　　　　 ヴァチカン美術館閉館日・無料開放日、ローママラソンの日を除く）
出　発  8:30、9:30、10:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間  約7時間

料金  1名 450ユーロ、2名 255ユーロ、3名 185ユーロ、4～5名 150ユーロ
※移動は公共交通機関を利用します。ガイド分の移動費も含め、現地にてお客様各自でお支払いください。
専用車利用をご希望の場合、2名様まで240ユーロ/台、3～4名様は280ユーロ/台、5名様は350ユーロ/台の追加料金にて承ります。

コロッセオ、フォロ・ロマーノ、ヴァチカン美術館をお客様のためだけにご案内します。

プライベートツアーもあります！
日本語ガイドをひとり占め！ 日本語ガイドをチャーターして巡るローマ1日観光

人気
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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 大人 55ユーロ　子供（3～12歳）44ユーロ　
催行日 ［午前・午後］月・火・水・木・金・土　(4/2、5/1、6/29、8/14・15、11/1、

12/8・25・26、1/1、2/11、3/19、ヴァチカン美術館閉館日・無料開放日を除く)
 ［夜］4/27～10/26の金
出　発 ［午前］　8:15　地下鉄A線Cipro駅
 ［午後］13:45　ヴァチカン美術館出口前
 ［夜］       20:00　ヴァチカン美術館出口前
所要時間 約3時間（4/27～10/26の金・夜の部は約1時間45分）
解　散 ヴァチカン美術館内

ローマ発
日本語ガイドとヴァチカン美術館　半日観光

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 1名催行

日本語ガイドひとり占め！  ヴァチカン美術館
ガイドをチャーターしてお客様だけで説明を受
けられるプライベートツアーを毎日1名様から。
1名220ユーロ、2名130ユーロ、
3名100ユーロ、4～5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。

スケジュール（目安）

【8:15出発の場合】
08:15 駅から徒歩で出発
08:30 ヴァチカン美術館（入場）
 システィーナ礼拝堂、タペストリーの

ギャラリー、地図のギャラリーなど。
11:15 美術館内にて解散

※ 解散後も各自で美術館内をご鑑賞いただけます。午前と午後の2回出発！  見るべき最高傑作！！
質量ともに世界屈指の美術館を日本語ガイドがご案内。事前予約
をしていますので一般入場の長い列に並ぶ必要はありません。解
散場所は美術館内ですのでツアー終了後にご自身でお楽しみいた
だくことも可能です。

さらに追加設定 4/27～10/26 金曜の夜
午前と午後の出発に加え、夜20:00出発があります。大混雑を少し
でも避けたい！という方におすすめです。

午前 IT303・午後 IT371
人気

※午後発は、日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※予約の関係上、定員になり次第申込みを締め切らせていただきます。※礼拝堂内では半ズボンやノースリーブ等露
出の多い服装はご遠慮ください。※館内の混雑度など当日の状況によってはご案内できないエリアもあります。※システィーナ礼拝堂内でのガイディングは許可されていないため、礼
拝堂入口でご案内後、内部は各自でご見学いただきます。※美術館側の事情により予約が取れない場合や突然クローズする場合、宗教行事や各種イベントにより大規模な交通規制が
行われる場合は、ツアーを不催行とする場合があります。※美術館側の都合により、開館時間が変更された場合、ツアーを不催行もしくは出発時間が変更される場合があります。

料　金 大人 75ユーロ　子供（3～12歳）61ユーロ　
催行日 月・火・水・木・金・土
 (5/1、6/2、12/25、1/1、ローママラソンの日を除く）
出　発 8:15　コンスタンティヌスの凱旋門前（コロッセオ側）
所要時間 約4時間
解　散 ナヴォーナ広場(ご希望の方はサンピエトロ寺院付近）

ローマ発
コロッセオ＆真実の口へ入場！ ローマ満喫午前市内観光　

［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）

08:15 徒歩で出発
 コロッセオ（入場）
 その後、バスで真実の口（入場）
 スペイン広場近くまでバスで移動後、

徒歩でスペイン広場、トレヴィの泉、
パンテオン、ナヴォーナ広場を観光

12:15 ナヴォーナ広場にて解散
 
 ※ご希望の方はサン・ピエトロ寺院

付近までお送りします。

押さえておくべきローマの観光ポイントを日本語ガイドとまわる
これを見ずしてローマは語れない、コロッセオ、真実の口、スペイ
ン広場、トレヴィの泉を巡ったあと更に世界最大の石造建築・パン
テオンをご案内。ミケランジェロやラファエロも魅了した古代ロー
マの壮大な建築をご覧いただきます。

IT368

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※教会内は半ズボンやノー
スリーブ等露出の多い服装はご遠慮ください。※宗教行事、デモ、ストライキ、各
種イベント、悪天候等によりコロッセオ、真実の口に入場できない場合は外観から
の説明もしくはツアーを不催行とする場合があります。※歩きやすい靴でのご参加
をおすすめします。※コロッセオでは、荷物の持ち込み規制（サイズ等）がありま
す。※真実の口の入場には長時間お並びいただく場合がございます。寄付として1
ユーロ程度を当日その場にて各自お支払いをお願いしています。

ローマ発
待たずに入場！  コロッセオとフォロ・ロマーノ じっくり観光 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）

09:00 徒歩で出発
 コロッセオ（入場）
 パラティーノの丘（入場）
 フォロ・ロマーノ（入場）
11:30 カンピドーリオ広場からフォロ・ロマーノ

の全景が見られます
12:00 真実の口の前まで移動し、解散
 ※真実の口の入場観光は含まれてい

ません。

IT302

料　金 大人 65ユーロ　子供（3～12歳）52ユーロ　
催行日 月・木・土・日　(5/1、6/2、12/25・26、1/1、毎月第一日曜を除く)
出　発 9:00　コンスタンティヌスの凱旋門前（コロッセオ側）
所要時間 約3時間
解　散 真実の口前

パラティーノの丘とフォロ・ロマーノを散策
かつての高級住宅街だったパラティーノの丘からローマの政治の中心
だったフォロ・ロマーノを徒歩でじっくり散策します。最後はカンピド
ーリオ広場より、フォロ・ロマーノの全景をお楽しみいただけます。

コロッセオに並ばず入場
コロッセオは、ローマに来た人の多くが訪れる人気スポット。一般の
お客様とは別に入場しますので、長蛇の列に並ばずに見学できます。

※宗教行事、デモ、ストライキ、各種イベント、悪天候等によりコロッセオに入場
できない場合はツアーを不催行とする場合があります。※歩きやすい靴でのご参加
をおすすめします。※コロッセオでは、荷物の持ち込み規制（サイズ等）がありま
す。

ガイドをチャーターしてお客様だけでコロッセオ見学
［みゅう］プライベート「日本語ガイドひとり占め！
コロッセオ半日観光」を毎日1名様から運行。
1名210ユーロ、2名120ユーロ、
3名   90ユーロ、4～5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。
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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 大人 238ユーロ　子供（3～12歳）190ユーロ　
催行日 ［4/30～5/5、8/2～11・23～30、9/17～24］月・火・木・土
 ［8/12～21］毎日（4/1～29、5/6～8/1、9/25～3/31を除く）
出　発 7:30　EATALY 前（共和国広場）
所要時間 約15時間
解　散 共和国広場

ローマ発
ゆったりバスで行くカプリ、ポンペイ、ソレント、ナポリ1日観光　昼夕食付

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

ナポリ離団プラン
ナポリ着後、離団（夕食なし）が可能です。
ナポリでの宿泊や早目にローマへ戻りたい
方におすすめ。料金はP43をご参照ください。

スケジュール（目安）

07:30 出発
10:30 ポンペイ遺跡（入場）
12:00 ソレントへ
13:00 名物のレモンパスタとボンゴレビアン

コを含む昼食
14:25 ソレントから水中翼船にてカプリ島へ
14:50 カプリ島着後、青の洞窟（入場）
17:05 カプリ島から水中翼船にてナポリへ
17:50 ナポリ着後、レストランへ
18:15 名物のナポリ風ピザを含む夕食
19:30 ローマへ
22:45 ローマ着後、解散

季節限定のスペシャルツアー！
「時間が無いけど南イタリアは外せない」という方にお勧めです。カプ
リ島の青の洞窟、ポンペイなどを1日で訪れます。昼食には南イタリア
名物のレモンのパスタ、夕食には本場ナポリのピザをご用意しています。

ゆったりバスでらくらく快適
通常のバスより足元のスペースが広いゆったりバスで長時間の移動
も快適です。

IT305

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※悪天候などにより水中翼船の欠航でカ
プリ島へ渡れなかった場合は、ナポリにてスパッカ・ナポリ散策へご案内します。※悪天候など
により青の洞窟観光が出来ない場合は、マリーナグランデの散策へご案内します。※ポンペイ遺
跡がクローズする場合はナポリ市内散策、昼食時のソフトドリンク（1杯）とミネラルウォーター
（ボトル1本）サービスとなります。※フェリー、モーターボート、手漕ぎボートなど、複数回の
乗り換えを伴いますので、動きやすい服装でご参加ください。船酔いの恐れがある方は乗り物酔
いの薬などをご用意ください。※青の洞窟に入場する小舟の船頭に、お1人1ユーロのチップを
当日お支払いください。※スーツケースは、お1人様1個までお願いします。

料　金 大人 185ユーロ　子供（3～12歳）148ユーロ　
催行日 ［4/1～10/31、3/1～31］毎日
 ［11/1～30］火・木・土（12/1～2/28を除く）
出　発 7:30　EATALY 前（共和国広場）
所要時間 ［4～10月］12時間　［11・3月］13時間
解　散 共和国広場

ローマ発
カプリ1日観光 昼食付～幻想的な青の洞窟

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

ナポリ発着プラン
ナポリから参加、ナポリで離団も可能です。
ナポリでの宿泊やアマルフィ海岸などを訪れ
たい方におすすめです。料金はP43をご参
照ください。

スケジュール（目安）

07:30 出発
10:30 ナポリから参加の方はベヴェレッロ埠頭にて合流
11:10または11:35　水中翼船でカプリ島へ
12:30 青の洞窟（入場）
13:30 昼食
15:35 ボートでナポリへ
16:30 ナポリで離団の方はベヴェレッロ埠頭

にて解散
19:30 ローマ着後、解散
 ※11月、3月は20:30頃解散予定

カプリ島　幻想的な青の洞窟
南イタリアの強い日差しが透明度の高い海水を通して洞窟内に入る
ため、魅惑的な青い洞窟になるといわれています。海と太陽の光
が創りだす幻想的な紺碧の世界をお楽しみください。

IT306
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。※海の状態によりナポリ～
カプリ島間の水中翼船が欠航の場合、代わりにポンペイを見学します。※天候によ
り青の洞窟へ入れない場合は、3つの代案いずれかを当日の状況に応じてお客様へ
ご案内します（1：リフトに乗りカプリの景色を見る　2：ボートによるカプリ島の一
部遊覧観光　3：入場できなくても、ボートに乗って洞窟の入り口を見に行く）。
※フェリー、モーターボート、手漕ぎボートなどによる移動を伴います。複数回の
乗り換えも伴いますので、出来るだけ動きやすい服装でご参加ください。また船酔
いの恐れがある方は乗り物酔いの薬などをご用意ください。※ローマ～ナポリ間の
移動は「ナポリ・ポンペイ1日観光」のお客様とバスを同乗します。※青の洞窟に
入場する小舟の船頭に、お1人1ユーロのチップを当日お支払いください。※水中
翼船の時間等現地事情により、スケジュールが変わる可能性があります。

料　金 大人 135ユーロ　子供（3～12歳）108ユーロ　
催行日 ［4/1～10/31、2/1～3/31］毎日
　　　　［11/1～1/31］火・木・土（5/1、12/25、1/1を除く）
出　発 7:30　EATALY 前（共和国広場）
所要時間 ［4～10月、12～2月］12時間　［11・3月］13時間
解　散 共和国広場

ローマ発
秘儀荘も行く！ナポリ、ポンペイ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

ナポリ発着プラン
ナポリから参加、ナポリで離団も可能です。
ナポリでの宿泊やアマルフィ海岸などを訪れ
たい方におすすめです。料金はP43をご参
照ください。

スケジュール（目安）

07:30 出発
10:30 ナポリから参加の方はベヴェレッロ埠

頭合流
11:00 ポンペイ遺跡（入場）
13:00 昼食
15:00 ナポリ市内または港の外観観光
16:30 ナポリ離団の方はベヴェレッロ埠頭

解散
19:30 ローマ着後、解散
 ※11月、3月は20:30頃解散予定

悠久の歴史を肌で感じる
2000年以上前に栄え、ヴェスビオ火山の噴火によって埋もれてし
まった町、ポンペイ。古代ローマ時代の神殿、邸宅、浴場、商店
街跡など当時の生活そのままの広大な町を知識豊富な日本語ガイ
ドが効率よくご案内します。［みゅう］では通常、ツアーでは訪れな
い「秘儀荘」へも足を伸ばします。

IT307

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※ポンペイ遺跡がクローズ
する場合は、ツアーを不催行とします。※ポンペイ遺跡内は徒歩での観光となりま
すので、歩きやすい服装・靴でご参加ください。※秘儀荘は修復作業等で入場が
できない場合があります。その場合の代案・返金はありません。※交通規制や警
備体制の状況により、ナポリ市内観光もしくは港の見学は、車窓からの観光となる
場合があります。※ローマ～ナポリ間の移動は「カプリ1日観光」のお客様とバス
を同乗します。

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。

ゆったりバスで行くポンペイ、ソレント、カプリ、ナポリ1日観光  P.42 カプリ1日観光  P.42 ナポリ、ポンペイ1日観光  P.42
乗車地 降車地 料金 料金 料金
ローマ ローマ 大人　238ユーロ／子供（3～12歳）　190ユーロ 大人　185ユーロ／子供（3～12歳）　148ユーロ 大人　135ユーロ／子供（3～12歳）　108ユーロ
ローマ ナポリ 大人　218ユーロ／子供（3～12歳）　174ユーロ 大人　165ユーロ／子供（3～12歳）　132ユーロ 大人　115ユーロ／子供（3～12歳）　   92ユーロ
ナポリ ローマ - 大人　165ユーロ／子供（3～12歳）　132ユーロ 大人　115ユーロ／子供（3～12歳）　   92ユーロ
ナポリ ナポリ - 大人　130ユーロ／子供（3～12歳）　104ユーロ 大人　    90ユーロ／子供（3～12歳）　    72ユーロ

■乗車地／降車地別の料金一覧
プロチダ島とナポリ1日観光  P.43

乗車地 降車地 料金

ローマ ローマ 大人　155ユーロ／子供（3～12歳）　135ユーロ
ローマ ナポリ 大人　135ユーロ／子供（3～12歳）　115ユーロ
ナポリ ローマ 大人　135ユーロ／子供（3～12歳）　115ユーロ
ナポリ ナポリ 大人　105ユーロ／子供（3～12歳）　   85ユーロ

アマルフィ海岸1日観光  P.43
乗車地 降車地 料金

ローマ ローマ 大人　238ユーロ／子供（3～12歳）　190ユーロ
ローマ ナポリ 大人　198ユーロ／子供（3～12歳）　158ユーロ
ローマ アマルフィ 大人　198ユーロ／子供（3～12歳）　158ユーロ
ナポリ ローマ 大人　218ユーロ／子供（3～12歳）　174ユーロ
ナポリ ナポリ 大人　178ユーロ／子供（3～12歳）　142ユーロ
ナポリ アマルフィ 大人　178ユーロ／子供（3～12歳）　142ユーロ

ナポリ

ポンペイ

ポジターノ

アマルフィ

サレルノ

ソレント半島

アマルフィ海岸

ナポリ湾

ソレント

青の洞窟

カプリ1日観光　P.42
ナポリ・ポンペイ1日観光　P.42
プロチダ島とナポリ1日観光　P.43
アマルフィ海岸1日観光　P.43
列車と船で行くアマルフィ海岸　P.44
専用車でアマルフィ海岸ドライブ　P.44

ゆったりバスで行く ポンペイ、ソレント、
カプリ、ナポリ1日観光　P.42

プロチダ島

ローマ

カプリ島

プロチダ

船

バス又は
専用車
列車

料　金 大人 238ユーロ　子供（3～12歳）190ユーロ　
催行日  4/30、5/2・4、7/18～8/31の月・水・金、9/17・19・21・24
出　発 7:30　EATALY 前（共和国広場）
所要時間 約13時間
解　散 テルミニ駅

ローマ発
アマルフィ海岸1日観光　昼食付

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

07:30 出発
10:30 ナポリから参加の方はベヴェレッロ埠頭にて合流
 車を乗り換え、アマルフィへ
12:30 ポジターノにて写真ストップ
13:30頃 アマルフィ着
14:00 アマルフィ散策（昼食時間含む）
16:00 ナポリへ
18:30 ナポリ中央駅着
19:00 日本語アシスタントと一緒に列車でローマへ出発
20:15 テルミニ駅着後、解散

1日で人気のアマルフィ海岸へ
世界一美しい海岸線といわれる世界遺産アマルフィ海岸。日本語
アシスタントがバスと列車をうまく使い、ローマから日帰りでご案内
します。安心して景色をお楽しみいただけます。

IT347

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※ローマ～ナポリ間の移動は他の［みゅう］ツアーと同乗する場合があります。
※アマルフィ海岸道路の交通規制が実施される場合、ツアーは不催行となります。※ナポリからローマは列車（2等）を利用します。
※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100%を申し受けます。

ソレント

アマルフィ海岸

ナポリ発着、アマルフィ離団プラン ナポリからの参加や離団、アマルフィでの離団も可能。料金は、下記の料金一覧をご参照ください。

M
A
P
ル
ー
ト
一
覧

ポンペイ ※ツアー詳細は
　P.42～P.44を
　ご覧ください。

料　金 大人 155ユーロ　子供（3～12歳）135ユーロ　
催行日 4/28、5/2、5/1～9/30の火・木・日、8/15、10/7
出　発 7:30　EATALY 前（共和国広場）
所要時間 約12時間
解　散 共和国広場

ローマ発
パステルカラーの港町プロチダ島とナポリ1日観光 昼食付

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 2名催行

ナポリ発着プラン
ナポリから参加、ナポリで離団も可能。ナポ
リに宿泊し、翌日は別のナポリ発観光ツアー
に参加する方におすすめ。料金は、下記の
料金一覧表をご参照ください。

スケジュール（目安）

07:30 出発
10:30 ナポリから参加の方はベヴェレッロ埠

頭にて合流
10:45 船に乗ってプロチダ島へ
11:45 着後、ガイドが絶景ポイントまでご案内
13:00 昼食。各自自由散策
14:55 船に乗ってナポリへ
15:35 ナポリ市内または港の外観観光
16:30 ナポリ離団の方は
 ベヴェレッロ埠頭解散
19:30 ローマ着後、解散

フォトジェニックな島
現地在住スタッフも本当は内緒にしていたい・・・という穴場の島をロ
ーマから日帰りでお楽しみいただけます。イタリアの有名な映画の舞台
ともなったこの小さな島には、カラフルな家々が並び、イタリアの太陽
と海にベストマッチ！どこも絵になるフォトジェニックな景色が広がります。

昼食は絵になるレストランで新鮮な魚介を
かの有名な映画に登場するレストランにて昼食。味も雰囲気も抜群
です。新鮮な魚介類をお召し上がりください。

IT390

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※海の状態によりナポリ～プロチダ島間
の船が運行されない場合、代わりにポンペイを見学します。※船による移動を伴います。船酔い
の恐れがある方は乗り物酔いの薬などをご用意ください。※プロチダ島内は徒歩観光となりま
す。起伏のある道を歩きますので履き慣れた靴でご参加ください。※昼食レストランは現地事情
により、変更される場合があります。※ローマ～ナポリ間の移動は他の［みゅう］バスツアーのお
客様とバスを同乗します。※船の時間等現地事情により、スケジュールが変わる可能性があります。

カンパニア地方拡大MAP
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ITALY
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ITALY

イタリア

フランス

イタリア
マルタ

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

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

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 185ユーロ　子供（3～12歳）148ユーロ　
催行日 7/1～8/31の毎日（8/15を除く)
出　発 9:00　ベヴェレッロ埠頭BAR PICNIC前
所要時間 約9時間
解　散　ナポリ中央駅

ナポリ発
列車と船で行く  アマルフィ海岸 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発、船にてソレントへ
09:40 ソレント到着、フリータイム
10:30 船にてポジターノへ
11:50 ポジターノ到着、フリータイム
13:30 船にてアマルフィへ
13:55 アマルフィ到着、フリータイム
16:15 船にてサレルノへ
16:50 サレルノ到着
17:40 列車にてナポリへ
18:10 解散

手頃な価格でアマルフィ海岸を満喫
美しい海岸線に点在する宝石のような町々と紺碧のティレニア海とのコントラストが印象的。公共の船でソレン
ト半島をめぐりながらアマルフィ海岸へ。海からしか見ることのできない絶景をお楽しみいただけるのがこのツ
アーのポイントです。

IT308

※日本語アシスタントが同行しますが、各地ではお客様各自での自由散策となります。※列車や船の時
刻表は予告なく変更される場合があります。2017年12月現在、夏期スケジュールは未確定です。※天
候不良で船が欠航となる場合は路線バスなどを利用する予定です。※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。

ローマ発
専用車で行く　選べる観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

※空港送迎付の場合、お帰りのフライトのお時間に合わせてホテル出発時間をご案内します（目
安：フライト出発の5時間前。空港にはフライトの約2時間前に到着）。ホテルの出発時間が8時
以前または16時以降となる場合（10/31以降は14時以降）は手配できない場合があります。アシ
スタントは空港までお送りし、業務を終了します。お1人様1つ以上のスーツケースをお持ちの場
合はお申し込み時に必ず事前にお伝えください。追加料金が発生する場合があります。

料　金 1名 310ユーロ、2名 165ユーロ、3名以上 120ユーロ　
 ※お1人様・追加料金60ユーロで空港送迎（片道）へ変更可（ホテル→観光→空港）
催行日 火・水・木・金・土・日　(第一日曜日を除く)
出　発 9:00、14:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間　　解　散　市内ご宿泊ホテル

古代ローマの歴史を肌で感じられる
紀元前4世紀にローマ初の港町として建設されたオスティア・アンティカ。円形
劇場、消防士の宿舎、居酒屋など砂に埋もれていた遺構群から当時の姿がう
かがえます。入場 約2時間。

専用車で行く　オスティア・アンティカ遺跡半日観光
～消えたローマの古代都市

IT355
※料金は1名あたりの料金です。申込人数により変動します。

日本語アシスタント

料　金 1名 670ユーロ、2名 340ユーロ、3名 260ユーロ、4名 220ユーロ
催行日 毎日 出　発　8:30　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

日本語アシスタントと専用車で世界遺産アッシジへ
聖フランチェスコの聖地。緑豊かな厳かな丘陵地帯の風景や厳かな教会群な
ど、世界遺産の町の散策をお楽しみください。11:00 アッシジ到着（自由散策、
各自で昼食をお取りください）▶15:00 ローマへ向けて出発

専用車で行く　聖フランチェスコの町
アッシジ1日観光

IT309
日本語アシスタント

料　金 1名 670ユーロ、2名 340ユーロ、3名 260ユーロ、4名 220ユーロ
催行日 毎日 出　発　8:30　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

利便性抜群のプライベートツアー
個人では行きにくい2か所を専用車で楽々アクセス。平原の中にぽっこりとそび
えたつオルヴィエート（約3時間30分）。ロマネスク様式の傑作であるカテドラ
ルは必見。 天空の町チヴィタ・ディ・バニョレッジョ（約1時間30分）。「天空
の道」を登ると中世の建物が並んでいます。

専用車で行く　オルヴィエートとチヴィタ・
ディ・バニョレッジョ1日観光 ～天空の町めぐり

IT310
日本語アシスタント

※移動は公共交通機関を利用します。ガイド分の移動費も含め、現地にてお客様各自でお支払
いください。※変更取消料としてお申込み時から25ユーロ、参加日の（土日祝、年末年始を除く）
3日前からは残額の50%、2日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 230ユーロ、2名 135ユーロ、3名 95ユーロ、4名 75ユーロ
催行日 火・水・木・金・土　（美術館閉館日を除く）
出　発 8:00、10:00、12:00、14:00、16:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間 解　散　市内ご宿泊ホテル

ボルゲーゼ美術館入場
世界に名だたるルネサンス・バロック美術の宝庫、名門貴族ボルゲーゼ家歴代
のコレクションをガイドがじっくりとご説明。

完全予約制ボルゲーゼ美術館の魅力に迫る
IT365

日本語ガイド
料　金 1名 580ユーロ、2名 320ユーロ、3名 225ユーロ、4名 185ユーロ
催行日 月・火・水・木・金・土　(4/2、5/1、6/2・29、8/15、11/1、12/8・25・

26、1/1を除く)
出　発 8:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7時間　　解　散　市内ご宿泊ホテル

一般の教会より上位の特権を与えられた教会堂バジリカ
最も有名なローマの4大バジリカに入場します。サンピエトロ寺院▶サンタ・マ
リア・マッジョーレ教会▶サン・ジョバンニ・イン・ラテラーノ大聖堂▶サン・
パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂　

専用車で行く　
ローマ4大バジリカ見学1日観光

IT311
日本語ガイド

※空港送迎付の場合、お帰りのフライトのお時間に合わせてホテル出発時間をご案内します（目
安：フライト出発の6時間30分前。空港にはフライトの約2時間前に到着）。ホテルの出発時間が
8時以前または16時以降となる場合は手配できない場合があります。アシスタントは空港までお
送りし、業務を終了します。お1人様1つ以上のスーツケースをお持ちの場合はお申し込み時に必
ず事前にお伝えください。追加料金が発生する場合があります。

料　金 1名 450ユーロ、2名 250ユーロ、3名 200ユーロ、4名 165ユーロ
 ※ お1人様・追加料金セダン（2名まで）80ユーロ、ワゴン（4名まで）90ユーロで

空港送迎（片道）へ変更可（ホテル→観光→空港）
催行日 火・水・木・金・土・日 (第一日曜、4/25、5/1、8/15、
 11/1～3/31、ヴィラがクローズの場合を除く)
出　発 9:00、14:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間　　解　散　市内ご宿泊ホテル

必見！ローマ皇帝の別荘とルネッサンスの豪邸
古代ローマ皇帝の別荘ヴィラ・アドリアーナと噴水の美しいルネッサンス期の豪
邸ヴィラ・デステ。どちらも世界遺産に指定されているローマ郊外の必見箇
所。ヴィラ・アドリアーナ（入場 約1時間）▶ヴィラ・デステ（入場 約1時間）

専用車で行く　ティヴォリ半日観光
～古代ローマとルネッサンスの世界遺産

IT330
日本語ガイド

料　金 1名 220ユーロ、2名 120ユーロ、3～5名 98ユーロ
 12歳以下参加不可
催行日 月・火・木・金・土・日　 (4/1・2、12/24・25・31、1/1～2/28を除く)
出　発 9:00、14:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間 解　散　市内ご宿泊ホテル

カタコンベって何！？
古代ローマを感じさせるアッピア街道。キリスト教徒の共同地下墓地＝カタコン
ベや偉大な土木建設技術が駆使された水道橋をご覧ください。10:00/15:00 
カタコンベ（入場）▶旧アッピア街道（下車）▶11:00/16:00 水道橋（下車）

専用車で行く
カタコンベとアッピア街道半日観光

IT356
日本語アシスタント

※カタコンベがクローズする場合は催行を中止します。

魅惑のアマルフィ海岸ドライブ
専用車でアマルフィ海岸をドライブするプライベートツアーを通年・毎日運行。
1名690ユーロ、2名360ユーロ、3名280ユーロ、4～5名230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。

IT313
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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 158ユーロ　12歳以下参加不可
催行日 月・火・水・木・金・土　(4/2・25、5/1、6/2・29、8/15～31、

11/1、12/8・24・25・26・31、1/1を除く)
出　発 9:30　テルミニ駅構内NIKE ショップ前
所要時間 約5時間45分
解　散 地下鉄B1線 CONCA D'ORO駅

ローマ発
イタリア人シェフとおしゃべりしながら作る本場イタリアン  ～プチホームステイ気分

［運行会社］MIKI TRAVELスペシャル

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

09:30 日本語アシスタントと出発
10:00 地下鉄B1線 CONCA D'ORO駅から徒

歩にてシェフの家へ移動
10:15 シェフと市場へ出発
10:30～11:15 
 市場にて素材選び
11:45 家庭でシェフと一緒に 調理
13:30～15:00
 食事
15:15 地下鉄B1線 CONCA D'ORO駅にて解

散

食のイタリアを大満喫   ［みゅう］ならではの体験
本物のイタリア料理をイタリア人シェフと楽しく作りませんか？ただ食べ
るだけではなく、素材選びから始めて、一緒に調理して、おしゃべりを
しながら食べる、というツアーです。料理を作ることが大好きでしょう
がないイタリア人シェフが是非とも日本の方に、本物のイタリア料理を
イタリア人家庭で食べて欲しい！という夢から実現されたツアーです。

言葉の心配もなし！
片言のイタリア語でも英語でも楽しくおしゃべりするのが旅の楽しみ
とも言えますが、日本語アシスタントもいますので、しっかりフォロ
ーさせていただきますのでご安心ください。

IT364

※テルミニ駅⇔地下鉄B1線 CONCA D'ORO駅までの交通費は現地各自払いとなります。地下鉄B1線 CONCA D'ORO駅からシェフの家、シェフの家
から市場、シェフの家から地下鉄B1線 CONCA D'ORO駅までは、徒歩移動（それぞれ徒歩10分ほど）です。※メニューは、当日選択となり、参加
者全員が同じメニューとなります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前からは100%を申し受けます。

日本語アシスタントひとり占め
ローマの市場を満喫

ローマ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ショッピングにかかる費用は含まれておりません。各自、お支払いとなります。

IT353

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 98ユーロ、2名 48ユーロ、3名以上 30ユーロ　
催行日 月・火・水・木・金・土　
 (4/2、5/1、6/2・29、8/1～31、11/1、12/8・24・25・26・31、1/1を除く)
出　発 9:00　地下鉄A線CIPRO駅
所要時間 約2時間
解　散 地下鉄A線CIPRO駅

見るだけで楽しい！
地元ローマっ子に人気の「トリオンファーレ市場」
を散策。ローマ旧市街でも指折りの規模を誇る
広大な市場には約280の店舗が軒を連ねてお
り、毎朝イタリア各地から直送される新鮮な野菜
や果物、肉、魚介のほか、チーズやハム、サラ
ミ、パンやお菓子、ワインなどお土産に喜ばれそうな品まで揃っています。
日本語アシスタントとおしゃべりしながらお買い物を楽しめます。

プライベート

日本語アシスタントと本場のピザづくり体験！
ローマ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前までにお申込みください。
※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。

IT354

日本語アシスタント 2名催行

料　金 90ユーロ　
催行日 月・火・水・木・金・土
 (4/2・25、5/1、6/2・29、8/15、11/1、12/8・24・25・26・31、1/1を除く)
出　発 17:45　EATALY 前（共和国広場）
所要時間 約2時間30分
解　散 テルミニ駅周辺

本場でウキウキピザ作り体験
地元で知る人ぞ知るレストランで本場のピザ作り
を体験。本物の石窯で焼きあがる本格ピザの味
わいは格別です！　
18:00ピザの作り方の説明（約15分）▶ピザ作り
（約30分、人数により変わります。）▶試食（約1
時間）

スペシャル

料　金 1名 212ユーロ、2名 149ユーロ、
 3名 133ユーロ、4～5名 122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、レストランの貸切・臨時休業・ 

 　  長期休業日を除く）
出　発 19:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ローマ発
ミシュラン掲載レストランでの夕食とローマの夜景観賞

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

19:00 ホテル出発
19:30 夕食
21:15 ジャニコロの丘にて夜景観賞
22:00 ホテルまでお送りし、ツアー終了

ローマの夜はロマンチックに
ミシュランにも掲載された一軒家のレストランへご案内します。しっ
かりと伝統を重んじながらも新しいアイデアを取り入れた新進気鋭
のシェフによる料理は、地元民にも大人気で憧れのお店です。優
雅なディナーをお楽しみいただいた後は、ローマの夜景スポット
へ。公共交通機関では行きづらい場所も専用車で楽々。ホテルま
でお送りするので夜でも安心です。

IT374

※係員は含まれていません。※時期により夜景は夕景となる場合があります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによって
は送迎サービスを承れない場合があります。※人気レストランのため早めのご予約をおすすめします。※ドレスコードはありませんが、カジュアル
な服装は避けることをおすすめします。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100%を申し受けます。

（イメージ）
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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 98ユーロ　7歳以下参加不可
催行日 ［4/1～10/31］毎日 ［11/1～3/31］火・木・土・日
出　発 13:10　サンタ・マリア・ノヴェッラ駅構内薬局前
所要時間 約6時間
解　散 サンタ・マリア・ノヴェッラ駅前ロータリー周辺

フィレンツェ発
日本語アシスタントと行く ピサ午後観光  ～ピサの斜塔入場付

［運行会社］CAF TOURS

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

13:10 バスの出発する場所まで
 徒歩にて移動
13:30 出発
15:30 ピサ観光
 ドゥオモ（入場）
 洗礼堂（外観）
 ピサの斜塔（入場）
17:30 ピサ出発
19:15 解散

「傾けど倒れず」　ピサの斜塔を登ります
800年以上傾いたまま建ち続けているピサの斜塔は毎日塔を登る
人が絶えません。300段の階段を登った先には美しいピサの眺望
が待っています。時間ごとに入場人数が制限されているピサの斜
塔は、ツアー参加がおすすめ!!　さらに、ロマネスク様式の代表作
であるドゥオモや洗礼堂も日本語アシスタント同行で訪れます。

IT317

※ドゥオモ訪問を含みますので、半ズボンやノースリーブ等の肌の露出の多い服はご遠慮ください。また、宗教行事により入場できない場合があり
ます。※日本語アシスタントはドゥオモ、ピサの斜塔へは入場しません。見学前に外で説明を行い、入場はお客様のみとなります。また、ピサまで
の移動中、バスの中ではご案内ができません。※身長110cm以下の方はピサの斜塔へ入場いただけません。※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。

フィレンツェ発
フィレンツェ市内午前観光  ～ウフィツィ美術館入場

［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）

09:00 徒歩にて出発
 共和国広場、ドゥオモ、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、ジョットの鐘楼、
 ヴェッキオ宮、いのしし像、シニョリーア広場、ヴェッキオ橋を外観見学
10:30頃 ウフィツィ美術館入場なしプランのお客様は、ツアー終了
 ウフィツィ美術館（入場）
12:00 ウフィツィ美術館内にて解散
 ※解散後も各自で美術館内をご鑑賞いただけます。

入場付IT362 入場なしIT381
人気

「待ち合わせも分かりやすいし、ガイドさんの
説明もとても分かりやすいので、普段あまり絵

を見ない自分でも大変心を動かされ感動しました！」
 （2017年6月ご参加）

お客様の声

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※ストライキなどに
よりウフィツィ美術館が閉館する場合は、代わりにヴェッキオ宮殿へ入場し
ます。※徒歩観光となりますので歩きやすい靴でご参加下さい。※［ウフィ
ツィ入場付］プランは変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除
く）14日前からは50％、7日前からは100％を申し受けます。

ウフィツィ美術館　事前予約で待たずに入場！
イタリアルネッサンス絵画で有名な美術館。入場待ちの
長蛇の列ができていても事前予約で待たずに入場！！

ルネッサンス発祥の地で「花の都」と呼ばれる世界遺産の街 
フィレンツェは、見どころ満載。フィレンツェの象徴ドゥオモやポンテ・
ヴェッキオ（ヴェッキオ橋）など、見逃せない観光箇所を街の歴史や
美術史の豊富な知識をもった現地在住の日本語ガイドがご案内します。

日本語ガイドと世界遺産の街をめぐる

料　金  ［ウフィツィ入場付］
  4/1～10/31、3/1～31    大人 86ユーロ　子供（3～12歳）72ユーロ
  11/1～2/28                         大人 78ユーロ　子供（3～12歳）60ユーロ
  ［ウフィツィ入場なし］
                  大人 40ユーロ　子供（3～12歳）32ユーロ
催行日 火・水・金・土・日（5/1、第一日曜、ウフィツィ美術館の休館日を除く）
出　発 9:00　サンタ・マリア・ノヴェッラ駅構内薬局前
所要時間 ［ウフィツィ入場付］      約3時間
 ［ウフィツィ入場なし］約1時間30分
解　散 ［ウフィツィ入場付］      ウフィツィ美術館内
 ［ウフィツィ入場なし］ウフィツィ美術館前

お得にフィレンツェ セットプラン 人気の観光がセットになったお得なプランです。

               ウフィツィ美術館とピサの斜塔のどちらも入場！1日観光
フィレンツェ市内午前観光～ウフィツィ美術館入場（P.46 IT362 ）

日本語アシスタントと行く ピサ 午後観光～ピサの斜塔入場込み（P.46 IT317 ）

4/1～10/31、3/1～3/31　大人　通常184ユーロ 170ユーロ

11/1～2/28　大人　通常176ユーロ 162ユーロ

14ユーロOFF 
15ユーロOFF 

14ユーロOFF 
15ユーロOFF 

子供　通常170ユーロ 155ユーロ
（8～12歳）

子供　通常158ユーロ 143ユーロ
（8～12歳）

※同日に2つのツアーにご参加いただきます。異な
る日にそれぞれのツアーに乗車する場合はセットプ
ランの料金は適用できません。
※午前の観光と午後の観光の間は自由時間となり
ます。自由時間中、ガイドの同行はございません。
午後の集合場所へは各自でご移動いただきます。
※昼食は各自でお取りいただきます
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年
始を除く）14日前からは50％、7日前からは100％
を申し受けます。

得
IT391
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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 1名 600ユーロ、2名 320ユーロ、
 3名 265ユーロ、4～5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
出　発 9:00　フィレンツェ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 フィレンツェ市内ご宿泊ホテル

フィレンツェ発
日本語アシスタントと専用車で行く ピサの斜塔込み　ピサ、ルッカ 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）

09:00 出発
10:30 ピサ観光、ピサの斜塔入場
13:30 ピサ出発
14:30 ルッカ観光
15:30 フィレンツェへ向け出発
17:00 解散「傾けど倒れず」ピサの斜塔

一度は上ってみたいピサの斜塔。傾いた塔を階段で上った先には
美しいピサの眺望が待っています。世界遺産のドゥオモ広場の観光
も日本語アシスタント同行で見どころを逃しません。

城壁に囲まれた中世の街
中世の街並みが残るルッカは、約4kmの城壁に囲まれた小さな可
愛らしい街。のんびり散策を楽しまれてはいかがでしょうか。

IT332

料　金 大人 198ユーロ　子供（3～12歳）158ユーロ　
催行日 月・水
出　発 9:30　サンタ・マリア・ノヴェッラ駅構内薬局前
所要時間 約8時間
解　散 サンタ・マリア・ノヴェッラ駅

フィレンツェ発
シエナ、サン・ジミニャーノとキャンティワインの農家ランチ～世界遺産と美食のトスカーナ

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

09:30 出発
09:40 ミケランジェロ広場で写真ストップ
11:00 サン・ジミニャーノ散策
12:00 ワイン農家でのランチとショッピング
13:30 シエナへ出発
14:30 シエナ散策
16:00 フィレンツェへ出発
17:30 解散

トスカーナの世界遺産
ユネスコ世界遺産にも登録されているシエナとサン・ジミニャー
ノ。トスカーナを代表する必見の街ですがアクセスがあまり良くあり
ません。フィレンツェから1日で両方を訪れるならツアー参加が効
率的です。フィレンツェの美しい街並みを一望できるミケランジェ
ロ広場にも立ち寄ります。

美食の宝庫
本場キャンティ・ワインはもちろん、トスカーナならではの豊かな
食材を使った昼食をご用意。個人ではなかなか訪れることのでき
ないワイン農家での昼食をお楽しみください。ワインはオーガニッ
クです。レストランからは素敵な景色が広がっています。

※予定している昼食レストランは予約の関係で変更となる場合があります。

IT316

料　金 1名 550ユーロ、2名 295ユーロ、3名 225ユーロ、
 4～5名 185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 月・火・水・木・金
 （4/2、5/1、8/15、11/1、12/25・26・31、1/1～3/31を除く）
出　発 9:30　フィレンツェ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7時間30分
解　散 フィレンツェ市内ご宿泊ホテル

フィレンツェ発
日本語アシスタントと専用車で行く トスカーナのワイン巡り 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）

09:30 フィレンツェ出発　ミケランジェロ広
場経由

10:30 La Ripa到着
 ワイナリー見学、テイスティング、
 ショッピング
11:45 グレーヴェ・イン・キャンティへ出発
12:30 グレーヴェ・イン・キャンティ到着
 サラミ・ハム販売店等にてショッピン

グ、各自昼食
14:00 ワインテイスティング、ショッピング
16:00 フィレンツェへ出発
17:00 フィレンツェ到着　解散

モナリザのワイナリーを訪ねて
モナリザのモデルとされているジョコンダ夫人が所有していたワイナ
リーで、EU認定の完全BIOワインを味わってみませんか？数々のメ
ダルを獲得しているワイナリーは訪れる価値あり！

専用車なら大人買いでも大丈夫
ワイナリーの後は、伝統のキャンティ・クラシコの中心地で様々なワイナ
リーからのワインを飲み比べることの出来るお店にご案内。ぜひ本場の
ワイン・テイスティングをお楽しみください。ワインのお供にぴったりの
ハムやサラミが揃うお店にもご案内します。日本語アシスタント同行で、
ワインをじっくりと堪能したい方にはぴったりのプライベートツアーです。
※ホテル出発時間は変更可能です。※予定しているワイナリー・店舗は変更になる可能性があります。※ワイン試飲（2箇所）がツアー料金に含まれます。

IT314

手作りマップをプレゼント
ご参加の方にはシエナとサン・ジミニャーノ
の街のマップをプレゼントします。

※ピサの斜塔の入場予約の関係上、予約確定のご案内はご参加日の45日前以降となります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。
ホテルによっては送迎サービスを承れない場合があります。※7歳以下のお子様、身長110cm以下の方はピサの斜塔に入場いただけません。※交
通渋滞によってピサまたはルッカの滞在時間が短くなる場合があります。※参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前までにお申込みください。
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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。

現地在住の日本語アシスタントと気軽にエノ
テカで飲みませんか？お1人様48ユーロ。 
現地のあれこれを聞けるのはツアーならで
はの楽しみ！！

エノテカでほろ酔いプラン！

料　金 1名 270ユーロ、2名 175ユーロ、3名以上 160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］毎日　［11/1～3/31］月・水・木・金・土・日
 （12/24・31、レストランの貸切・臨時休業・長期休業日を除く）
出　発 19:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

フィレンツェ発
2つの絶景スポットから望むフィレンツェの夜景　夕食付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

4～10月限定ディナーレストランのアップグレード
ルネサンス時代の修道院を改装したラグジュ
アリー・ホテル「ヴィラ・サン・ミケーレ」での
夕食にアップグレードプラン！ 1名320ユーロ、
2名230ユーロ、3名以上215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。

スケジュール（目安）

19:00 専用車でホテル出発
 フィエーゾレの丘からの夜景観賞
19:30 夕食
21:30 ミケランジェロ広場からの夜景観賞
22:00 ホテル着後、解散

IT385

※係員は含まれていません。※時期により夜景は夕景となる場合があります。※丘
に続く道は歩行者専用道路のため、フィエーゾレの街の中心の広場～レストラン～
丘間（約400m）の坂道は、徒歩となります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお
知らせください。ホテルによっては送迎サービスを承れない場合があります。※変
更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）6日前からは100%を申し受
けます。

料　金 大人 130ユーロ　子供（3～12歳）104ユーロ　
催行日 毎日（4/1・2・25、5/1、6/2、8/15、11/1、12/8・25・26、
                             1/1・6を除く）
出　発 9:10　サンタ・マリア・ノヴェッラ駅構内薬局前
所要時間 約7時間
解　散 サンタ・マリア・ノヴェッラ駅

フィレンツェ発
ボローニャ1日観光～学問・美食・塔の都！？

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

09:10 出発
09:30 列車にてボローニャへ
10:00 ボローニャ着後、アシスタントとドゥ

オモ、マッジョーレ広場、アルキジン
ナージオ宮、斜塔などを散策

 自由散策（昼食時間含む）
15:30 列車にてフィレンツェへ
16:00頃 フィレンツェ着後、解散

ボローニャの斜塔!?
保存状態の良い中世からの建造物が残り、歴史地区はルネサン
ス、バロック時代の重要な芸術作品が健在。12～13世紀の頃には
100本もの塔があったそうですが、現在は2つだけが残されており、
「ボローニャの斜塔」として街を見下ろしています。ピンクと白のマッ
ジョーレ広場を中心に昔からのお惣菜、野菜、果物などの小さな
お店が残る路地を散策。この街発祥の有名な食べ物、スパゲッティ
の「ボロネーゼ」を試してみたり、各自お楽しみいただけます。

IT382

※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービ
スを承れない場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始
を除く）7日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 750ユーロ、2名 375ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 210ユーロ、5名 180ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（11/1～3/31を除く）
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

フィレンツェ発
専用車で行く 世界最古の共和国サンマリノへ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
12:00 サンマリノ着、各自散策
15:00 フィレンツェへ
18:00 着後、解散

絶景！山頂の独立国
天気が良いときにはアドリア海まで見渡すことができる絶景の国サ
ンマリノ。標高700メートルの山頂に城砦を築いたことが天然の要
塞となり、長い間ヨーロッパの戦火から独立を守り抜いてきた現存
する最古の共和国です。国のシンボルは3つの塔。国の紋章にも
描かれていて、昔からこの国を守ってきた城壁とともに今でも観光
地として訪れることができます。イタリアに囲まれながらも独自の文
化を持っており、中世の雰囲気を残す街の散策が楽しいです。

IT384

※係員は含まれていません。※日本語アシスタントの手配も可能です（別料金）。
詳細はお問い合わせください。※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。

2つの絶景スポット
フィレンツェから約30分、丘の上に立つトスカーナらしい小都市の
フィエーゾレは、フィレンツェを一望できるスポットとして人気。展
望台からの景色をお楽しみください。ご夕食には、伝統的なトス 
カーナ料理をご用意しております。 ではさらに、絶景ス
ポット、ミケランジェロ広場にもお連れします。フィエーゾレとはま
た違うフィレンツェの絶景をご覧いただけます。
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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 1名 880ユーロ、2名 450ユーロ、　
 3名 330ユーロ、4～5名 260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。
 19歳以下参加不可
催行日 火・水・木・金・土　(バローロのワイナリー、
 ショコラティエ・才村由美子さんのお店がクローズする場合を除く)
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間15分
解　散 市内ご宿泊ホテル

トリノ発
バローロワイナリーと白トリュフ香るアルバ1日観光～有名ショコラティエのお店でショッピング

［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）

09:00 カサーレモンフェラートへ
10:30 イタリアで活躍するショコラティエ・

才村由美子さんのお店に立ち寄り
（2015年のサロンドショコラで、2枠し
かない外国人部門賞を受賞した注目
のショコラティエ）

11:05 白トリュフで有名なアルバへ
12:15 アルバで散策と各自昼食
14:45 バローロでワイナリー見学と試飲
 ピエモンテを代表する、バローロ、

バルバレスコ、バルベーラの3種のワ
インをお楽しみいただきます。

15:45 トリノへ
17:15 ホテル着後、解散

ツアーでしか行けないエリア
バローロもアルバもカサーレモンフェラートも、個人でまわるのは
非常に難しいエリアです。お酒も飲むのでツアーに参加してしまう
のが一番！ ［みゅう］では、さらに、2015年のサロンドショコラで2
枠しかない外国人部門賞を受賞した注目のショコラティエ才村さん
のお店にも立ち寄ります。遠方からわざわざ買いに来るお客様もい
るそうで、バレンタインデーにはイタリア人150名強が列を成す人
気のチョコレートショップです。

IT388

※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。

トリノ午前市内ウォーキングツアー 季節限定ツアー
トリノ発 各都市発［運行会社］MIKI TRAVEL ［運行会社］MIKI TRAVEL

※現地事情により、カフェ・フィオーリオへご案内できない場合
は、カフェ・トリノまたはバラッティ・エ・ミラノのいずれかに
ご案内します。※塔のエレベーターは予約ができないため、当
日、お並びいただく場合があります。

IT386

日本語ガイド 2名催行

料　金 78ユーロ　
催行日 月・水・金・土・日　(12/25、1/1除く)
出　発 9:30　カステッロ広場　マダーマ宮殿入口前
所要時間 約3時間
解　散 カフェ・フィオーリオ、またはカフェ・トリノまたはバラッティ・エ・ミラノ

日本語ガイドがトリノの歴史と文化をご案内
カステッロ広場▶ドゥオモ▶王宮▶サン・カルロ広場
▶トリノのシンボル「モーレ・アントネッリアーナの塔」
に登り、素晴らしい景色をご覧いただけます。トリノ
のカフェ文化を代表する箇所のひとつ「カフェ・フィ
オーリオ」へご案内し、ツアー終了。ガイドがオーダー
（ランチメニュー有）までお手伝いします。

ウォーキング

料　金 78ユーロ　
催行日 月・火・木・金・土　（12/24～1/6除く）
出　発 14:00　カステッロ広場　マダーマ宮殿入口前
所要時間 約3時間30分
解　散 カステッロ広場

トリノ発
スペルガ聖堂 午後観光

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

日本語ガイド 2名催行

スケジュール（目安）

14:00 出発
 トラム（約20分）と登山鉄道（約20分）

を乗り継いで、スペルガ聖堂へ
15:00 スペルガ聖堂（入場）
 ※4～10月：クーポラ、
 　11～3月：墓所王の居室をご案内
16:00 登山電車とバスで市内へ
17:30 カステッロ広場にて解散

知識豊富な日本語ガイドがご案内
フランスに対する1706年のサヴォイア王朝の勝利を記念して建立
されたスペルガ聖堂。バロック建築の傑作であり、この様式の中で
最も美しい建物といわれています。明るい色合いの外観と織物や
彫刻で装飾された複数の礼拝堂に囲まれた内部は荘厳な雰囲気が
漂っています。トリノを囲む丘の中で最も高い丘の頂上（669m）
にあり、ここから見えるトリノの町や後ろにそびえる山々も素晴らし
い眺望です。
トリノ市内から少し離れており、トラムと登山鉄道を使いますが、
日本語ガイドが一緒なので安心。途中、ガイドブックにはない現地
情報を聞けるのもツアー参加の特典。

IT387

※登山鉄道下車後、急勾配の坂道を5～6分登ります。歩きやすい靴でご参加ください。※登山電車は、メンテナンス等により急遽バスの利用とな
る場合があります。※ツアー料金に移動費用は含まれません。当日乗車時にお支払いいただく必要がございます。

　　　　　ローマ発 ジェンツァーノの花祭り「インフィオラータ」
200年以上続くイタリア最大の花祭り。道路に敷き詰められた花びらで美しい絵が描か
れます。名物のパンやポルケッタ（焼豚）、ワインなども楽しめます。公共交通の便が
よくないジェンツァーノへの移動も、バスなら楽々。

6月中旬

　　　　　食欲の秋！  美食と絶景の
 バルバレスコ・マラソン＆ウォーキング  2泊3日
白トリュフとワインの町アルバの近郊で開かれるマラソン＆ウォーキング大会に参加す
るツアーを準備中。ちょうど黄葉した絶景ぶどう畑の中を走り抜けます。地元のお祭り
の雰囲気と美食天国ピエモンテの郷土料理＆ワインをお楽しみいただけます。同時
期、トリュフ祭りも開催されています。

10月下旬

　　　　　フィレンツェ発 世界最大のクリスマスツリー観賞
 ミラノ発 クリスマスマーケット散策12月

Ⓒ archivio della Citta di torino Ⓒ` citta di Torino 

Ⓒ by Marchesi di Barolo

Ⓒ Tony Spagone Ⓒ Turismo Torino e Provincia
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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。50

料　金 大人 116ユーロ　子供（3～12歳）104ユーロ　
催行日 火・水・木・金・土・日　(5/1、8/15、12/25、1/1を除く)
出　発 9:30　ドゥオモ広場前アウトストラダーレ社オフィス
所要時間 約3時間30分
解　散 ドゥオモ広場

ミラノ発
ミラノ午前市内観光 最後の晩餐見学付

［運行会社］AUTOSTRADALE

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

09:30 出発
ヴィットリオ・エマヌエレ二世のアー
ケード（下車）、
スカラ座博物館（入場）、
スフォルツェスコ城（車窓）
サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ
教会（「最後の晩餐」入場見学）
ドゥオモ（入場）

13:30頃 ドゥオモ広場にて解散
※「最後の晩餐」の予約時間によってツアー終
了時間が前後します。

「最後の晩餐」鑑賞付き充実のミラノ市内観光
サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会内にある「最後の晩餐」は
保存状態を良好に保つため1日の訪問者数が限定され、予約が非常
に困難な状況ですが、鑑賞が確約されているツアーです。「最後の
晩餐」以外にもミラノの見所を網羅している盛りだくさんなツアー。
日本語アシスタントも付いて、安心の市内観光です。

IT325

※「最後の晩餐」予約システムの関係上、ご予約後、回答までお時間をいただく
場合があります。※「最後の晩餐」見学は確約されていますが、急な現地事情に
より時間変更や閉館となる場合があります。閉館の場合は別途代案箇所をご案内す
る場合があります。※ツアー中の日本語でのご案内はイヤホンガイドを通じて車
内、屋外と説明します。「最後の晩餐」見学の際は英語ガイドのみ入場に同行しま
す。※ツアーの途中からの参加、途中での離団はお受けできません。※ドゥオモ
内での説明は禁止されていますので外で説明の上、ご入場いただきます。入場の
際は半ズボン、ミニスカート、タンクトップなどの肌の露出の多い服はご遠慮くだ
さい。※スフォルツェスコ城は、当日の交通事情等によりご案内できない場合があ
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）12日前からは
100％を申し受けます。

料　金 1名 260ユーロ、2名 155ユーロ、
3名 120ユーロ、4～5名 100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、5/1、11/1～3/31を除く）
出　発 7:45　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 市内ご宿泊ホテルまたはドゥオモ広場周辺

ミラノ発
列車と船で巡るコモ湖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）

07:45 日本語アシスタントと一緒に地下鉄で
中央駅に移動

08:20 列車でヴァレンナへ
09:23 着後、遊歩道を散策
10:25 船でベラージオへ
10:40 着後、自由散策（昼食時間含む）
13:30 船でコモへ
14:12 着後、自由散策
15:16 コモ・ラーゴ駅からミラノ北駅へ
16:17 着後、ご宿泊ホテルまたはドゥオモ広

場へ地下鉄で移動
16:45頃 着後、解散

イタリア湖水地方の中でも最も代表的な「コモ湖」
かつての皇帝たち、現代の映画スターにも愛される高級リゾート地
「コモ湖」。まずは、コモ湖で唯一湖畔に遊歩道のあるヴァレンナの
町へご案内。その後、「コモ湖の真珠」の名を持つベラージオへ。
お買い物やご昼食など散策をお楽しみください。ツアーの最後はコ
モ湖の中心都市であるコモへ立ち寄り、ミラノへ戻ります。ツアー
終了場所がホテルか市内か選べるのもポイントです。

IT375

※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。※列車時刻・時期によって、スケジュールが変わる
場合があります。※ツアー終了場所は、当日、ガイドへ直接お申し出ください。

イタリアからの小旅行スイス・ガンドリアとルガーノ
湖畔1日観光～日本語アシスタントと行く路地裏散策

ミラノ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※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。

IT378

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 550ユーロ、2名 280ユーロ、
3名 240ユーロ、4～5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　(10/1～3/31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

静かに続く路地裏の散策
8:30 専用車でガンドリアへ▶10:00 ガンドリア自
由散策▶11:00 船でルガーノへ▶11:55 ルガー
ノ着後、自由散策（昼食時間含む）▶湖畔にあ
るレストランへご案内（お客様現地払い）▶
15:00 ミラノへ▶16:30 ホテル着

プライベート

専用車で行く　ガルダ湖1日観光
ワイナリー見学・スプマンテ試飲付

ミラノ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※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。

IT377

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 750ユーロ、2名 385ユーロ、
3名 330ユーロ、4～5名 280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　(10/1～3/31を除く)
出　発 8:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ローマ時代からの保養地ガルダ湖
8:00 専用車でブレシアヘ▶10:00 老舗ワイナリー
「ベルルッキ」にてワイナリー見学+試飲（2種）
▶11:30 ガルダ湖へ▶13:00 船でシルミオーネ
へ▶13:15 着後、自由散策（昼食時間含む）
▶15:30 ミラノへ▶17:30 ホテル着

プライベート
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ⒸProvincia di Brescia - Settore Cultura e TurismoⒸLugano Tourism

※こちらのツアーは2019年2月末まで催行

中止となります。その間、他の催行会社で

ご用意いたしますが、詳細は異なります。

詳しくはお問い合わせくださいませ。
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ITALY

料　金 1名 675ユーロ、2名 345ユーロ、
 3名 275ユーロ、4～5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 火・水・木・金・土・日　(12/25・26、1/1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

ミラノ発
イゼオ湖畔とモンテイゾラ島1日観光 ～アグリツーリズモでの昼食・フランチャコルタ試飲付

［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）

09:00 専用車でホテル出発
10:30 イゼオの町へ移動
12:00 湖畔の散歩とアグリツーリズモでの昼

食（2コース・フランチャコルタ試飲）
13:30 モンテイゾラ島へ出発
14:30 着後、モンテイゾラ島の散策
14:55 イゼオへ
15:30 着後、ミラノへ
17:00 ホテル着後、解散

イタリア人に人気の避暑地を満喫
イゼオ湖は、渓谷から押し出した氷河の浸食作用によって残された
湖のため水の透明度が高く、ヨーロッパ中からバカンスなどに訪れ
る人気のエリアです。朝晩、山脈から入り込む冷涼な空気と日中、
イゼオ湖面の水温による温暖な気温が保たれている寒暖の差か
ら、ぶどう栽培に適しており、16世紀から既にワインが造られてい
ました。シャンパーニュを超える厳しい規定を義務付けられたイタ
リアのスパークリングワイン「フランチャコルタ」の試飲をお楽しみ
いただけます。「イタリアの最も美しい村」の一つに選ばれている
モンテイゾラ島の散策も含まれた充実の内容です。

IT376

※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。

料　金 1名 700ユーロ、2名 360ユーロ、
 3名 290ユーロ、4～5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 水・木・金・土・日　(10/1～3/31を除く)
出　発 8:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ミラノ発
マッジョーレ湖とオルタ湖1日観光　ボッロメオ宮殿入場付

［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）

08:00 専用車でストレーザへ
09:30 船でベッラ島へ
 着後、自由散策（ボッロメオ宮殿入

場料込）
11:05 ストレーザヘ
11:15 オルタ・サン・ジュリオへ
12:00 オルタ・サン・ジュリオにて自由散策

（昼食時間含む）
15:00 ミラノへ
16:30 ホテル着後、解散

保養・観光地として名高いエリア
マッジョーレ湖畔は温暖な気候で、保養・観光地として名高いエリ
ア。昔から貴族や知識人たちが休暇を過ごすために訪れていた場
所で、花や植物の豊富なことからヨーロッパの庭園として有名。英
国ヴィクトリア女王やヘミングウェイ、チャーチルなども、このエリ
アのファンの一人！？美しき島というイゾラ・ベッラでは、ボッロメ
オ伯爵が愛する妻のために建てた壮大で記念碑的なボッロメオ宮
殿をご覧ください。さらに、オルタ湖畔の中心にあるイタリアで最
も美しい村落の一つオルタ・サン・ジュリオはイタリア在住スタッフ
もおすすめの可愛らしい町。

IT379

※ボッロメオ宮殿の入場料は含まれますが、内部は各自で観光いただきます。
※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービ
スを承れない場合があります。

料　金 1名 145ユーロ、2名 95ユーロ、3～5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　（毎月第一日曜、4/2、5/1、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 16:40　スカラ広場ダヴィンチ像前
所要時間 約3時間
解　散 ドゥオモ広場周辺

ミラノ発
選べる美術館「ブレラ」or「スカラ」と選べるアペリティーボ「ブルガリ」or「アルマーニ」

［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）

16:40 徒歩にてご希望の美術館へ
 美術館見学（入場）
18:15 5つ星ホテルでミラノ発祥の文化アペ

リティーボ体験
19:30 解散

IT380

※ご希望の美術館とホテル（アペリティーボ）をお申し込み時にお知らせください。※開館日・営業日の関係で選択肢が限られる場合があります。
（スカラ：8/15、12/7・8・26不可、ブレラ：月曜不可）※いずれの美術館、アペリティーボ体験のホテルを選ばれても、追加請求や返金はありま
せん。※今回ご案内のアペリティーボのお食事はビュッフェ・スタイルではありません。給仕スタッフがテーブルを回って無料のおつまみをサービ
スするスタイルです。※ドレスコードはありませんが、カジュアルな服装は避けることをおすすめします。

選べる美術館
ご自分の興味にあわせて世界的に有名なオペラの殿堂スカラ座の
コレクションか、ラファエロやピエロ・デラ・フランチェスカなどの
名画が揃ったブレラ絵画館か、お選びください。

お洒落なミラノ発祥の文化アペリティーボ
超高級5つ星ホテルのブルガリかアルマーニか。ハイクオリティな
おつまみはアペリティーボ進化版！お洒落なミラノっ子にまじって優
雅な時間をお過ごしください。
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52 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 50ユーロ　子供（7～12歳）35ユーロ　
催行日 毎日　(12/25、1/1を除く)
出　発 10:00　サン・マルコ広場ツーリスト・インフォメーション入口前
所要時間 約1時間30分
解　散 サン・マルコ広場近くのガラス工房

ベネチア発
ベネチア午前市内観光

［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）

10:00 出発
10:15 ドゥカーレ宮殿（入場）
11:10 サン・マルコ寺院（入場）
11:30 ガラス工房到着
 自由見学後、解散

ベネチア観光のハイライト
繁栄を極めたドゥカーレ宮殿とベネチアのシンボル、サン・マルコ
寺院をご見学いただいた後、本物のベネチアンガラスの製作現場
も見学できます。

サン・マルコ寺院へ専用入口から入場
4～10月のハイシーズンには長蛇の列のサン・マルコ寺院にも、
公認のガイド同伴で専用入口から楽々入場いただけます。

IT320

※サン・マルコ寺院が閉館の日曜およびその他閉館日は、外観のみの観光となりま
す。※サン・マルコ寺院内ではガイドによる説明が禁止されていますので、教会の
外にて説明を行った後、各自観光していただきます。※教会訪問を含みますの
で、半ズボンやノースリーブ等の露出の多い服装はご遠慮ください。肩や太腿の見
える服装では入場できない場合があります。また入場箇所ではリュックサックを荷
物預り所に預ける必要があります。手提げ袋持参もしくはツアーご参加前に所定の
場所へ預けてからご集合ください。

ベネチア発
ベネチア午後市内観光とゴンドラ遊覧

［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）

14:00 出発、サン・マルコ広場見学
14:10 サン・マルコ寺院（入場）
14:30 ドゥカーレ宮殿（入場）
15:45 ゴンドラ遊覧
16:10頃 下船後、解散

IT340

料　金 大人 90ユーロ　子供（7～12歳） 60ユーロ　幼児（2～6歳） 20ユーロ
催行日 毎日（12/25、1/1を除く）
出　発 14:00　サン・マルコ広場ツーリスト・インフォメーション入口前
所要時間 約2時間15分
解　散 ゴンドラ乗り場

人気

※サン・マルコ寺院が閉館の場合は、外観のみの観光となります。※サン・マルコ寺院内ではガイドによる説明が禁止されていますので、教会の外にて説明を行った後、各自観光していただきます。
※教会訪問を含みますので、半ズボンやノースリーブ等の露出の多い服装はご遠慮ください。肩や太腿の見える服装では入場できない場合があります。また入場箇所ではリュックサックを荷物預り所
に預ける必要があります。手さげの袋持参もしくはツアーご参加前に所定の場所へ預けてからご集合ください。※ガイドはゴンドラには同乗しません。

豪華！歴代総督の館ドゥカーレ宮殿
ベネチア・ゴシック様式の代表建築ドゥカーレ宮殿。白とピンクの大理石で飾られた壁面と建物を
支えている独特の大小のアーチ列柱が美しく、内部には、ベネチアの繁栄や栄光を讃える作品が
所狭しと飾られています。15～16世紀に活躍したティントレットなどヴェネツィア派の画家たちの壁
画や天井画など見どころを公認日本語ガイドが水の都の歴史や文化的背景とともにご案内します。

「長い列に並ばずに
中に入れてよかった

です。短時間で見所を押さえての
ツアーは、参加してよかったと思える
ものでした。ゴンドラに乗って運河
を渡れたのもよい思い出。」
 （2017年9月ご参加）

お客様の声

ベネチアに来た人は必ず訪れると言っていいほど人気の 
サン・マルコ寺院。ドーム型の屋根（クーポラ）を5つ持
ち、サン・マルコ広場に面した正面の姿も特徴的なビザンチ
ン建築の傑作と言われています。いつも長蛇の列のサン・
マルコ寺院にも、公認のガイド同伴なら専用の入り口から
入場が出来るため待ち時間なし！！せっかくの旅の貴重な時
間を有効に使えます。

待ち時間なしでサン・マルコ寺院に入場！

・ベネチアの で人気NO.1！ ベネチア観光の【決定版】！
・公認の日本語ガイドが同伴するのでサン・マルコ寺院にも専用入口から楽々入場。
・ガイドブック以上の解説が当たり前！ 日本語ガイドと訪れてこその満足が得られます。
・やっぱり乗りたいゴンドラ遊覧。水の都ならでは！の体験。
・ 午前中しか時間がない！という方には、ベネチア午前市内観光（P.52 IT320 ）、ドゥカーレ宮殿
をもっとじっくり見たい！  という方には、ドゥカーレ宮殿徹底解説（P.53 IT341 ）もございます。
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53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 90ユーロ　子供（7～12歳）60ユーロ　
催行日 毎日　(12/25、1/1を除く)
出　発 10:30　サン・マルコ広場ツーリスト・インフォメーション入口前
所要時間 約2時間
解　散 ドゥカーレ宮殿出口

ベネチア発
公認日本語ガイドと行く午前 ドゥカーレ宮殿徹底解説

［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）

10:30 出発
10:40 ドゥカーレ宮殿（入場）
12:30 見学終了後、出口で解散

ベネチアの栄華を物語るドゥカーレ宮殿
ベネチアの歴史と文化がつまったドゥカーレ宮殿は見どころ満載。
ベネチア・ルネッサンスを代表する三大画家ティツィアーノ、ティ
ントレット、ベロネーゼの絵画が当時のままに展示されており、最
盛期のベネチアを知るには欠かせない美術館。ベネチア史とベネ
チア派絵画をこよなく愛する厳選ガイドが、通常見学では1時間程
度のところ、宮殿を徹底的に知り尽くす2時間コースでご案内。ガ
イドブックにはない話を聞いているとあっという間です。

IT341

※ドゥカーレ宮殿がクローズの場合ツアーは不催行となります。※館内は階段が多
いので歩きやすい靴でご参加ください。

公認日本語ガイドと行く
午後 アカデミア美術館

ベネチア発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※アカデミア美術館がクローズの場合ツアーは不催行となります。

IT366

日本語ガイド 2名催行

料　金 大人 90ユーロ　子供（7～12歳）60ユーロ　
催行日 火・水・木・金・土・日　(5/1、12/25、1/1を除く)
出　発 15:00　アカデミア美術館入口前
所要時間 約2時間
解　散 アカデミア美術館内

見逃せない！ベネチア絵画の殿堂
14世紀から18世紀にかけてゴシックからルネッ
サンス、そしてバロックへと移行する絵画の歴史
を日本語の公認ガイドが詳しく解説をしながらご
案内。
15:10 アカデミア美術館（入場）▶17:00 見学
終了後、出口で解散

ウォーキング

午後　選べる主要教会3箇所めぐり
ベネチア発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ご希望の3教会（サン・マルコ寺院を除く）をお申し込み時にお知らせください。教会の入場料
は含まれていません（別料金・現地払い）。※教会訪問を含みますので、半ズボンやノースリー
ブ等の露出の多い服装はご遠慮ください。肩や太腿の見える服装では入場できない場合がありま
す。また入場箇所ではリュックサックを荷物預り所に預けなければならない場合があります。手
提げ袋持参をおすすめします。※15:00以外の出発時間をご希望の場合はお申し込み時にご相談
ください（9:00～16:00の間）。※交通機関を利用する場合の交通費は含まれていません（別料金・
現地払い）。

IT343

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人1名 100ユーロ　2名以上 50ユーロ　子供（7～12歳）35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　(12/25、1/1を除く)
出　発 15:00　ご宿泊ホテル（サン・マルコ地域）またはサン・マルコ広場ツーリスト・
                インフォメーション前
所要時間 約2時間
解　散 サンマルコ広場周辺

ベネチアのリピーターに特におすすめ
ご希望の教会3箇所をガイドがご案内。現地ガイ
ドおすすめのコースは、サンタ・マリア・グロリ
オーサ・デイ・フラーリ教会、サン・ポーロ教
会、サンタ・マリア・デイ・ミラコリ教会。

プライベート

料　金 大人 138ユーロ　子供（7～12歳）97ユーロ　
催行日 毎日　(12/25、1/1を除く)
出　発 10:00　サン・マルコ広場ツーリスト・インフォメーション入口前
所要時間 約2時間30分＋昼食
解　散 レストラン（サン・マルコ広場近く）

ベネチア発
ムラーノ島ガラス工房見学と貸切ゴンドラ遊覧　シーフード・ランチ付

［運行会社］MIKI TRAVELスペシャル

日本語アシスタント 2名催行

スケジュール（目安）

10:00 出発
10:40 ムラーノ島内ガラス工房見学
11:40 サン・マルコでゴンドラ乗船
12:30 昼食（サン・マルコ地区）
 自由解散

貸切りのゴンドラで
ベネチアならではのゴンドラ遊覧とシーフードランチが付いたツアー
です。憧れの貸切りゴンドラで水上から見るベネチアをご堪能くだ
さい。

ベネチアン・グラスの本場を見学
個人観光客だけではちょっと行きにくいムラーノ島の本格的なガラ
ス工房を訪問、製作の過程をご覧いただけます。日本語アシスタ
ント同伴ですので説明もよく分かります。本場のベネチアン・グラ
スをご希望の方には最適なツアーです。

IT321

※天候によりゴンドラに乗船できない場合があります。※日本語アシスタントはゴン
ドラには同乗しません。※6歳以下のお子様で食事を希望される場合は、子供料金
と同額となります。※1名参加でのお申し込みは承れませんのでご了承ください。
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2018.04

2019.03

54 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 760ユーロ、2名 380ユーロ、3名 254ユーロ、
 4名 190ユーロ、5～6名 152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　(6/4、12/25、1/1を除く)
出　発 9:00、13:30　ご宿泊ホテル（サン・マルコ地域）または

サン・マルコ広場ツーリスト・インフォメーション前
所要時間 約4時間
解　散 ご宿泊ホテル（サン・マルコ地域）またはサン・マルコ広場周辺

ベネチア発
日本語ガイドと専用ボートで行く  ベネチア3島めぐり ～ムラーノ、ブラーノ、トルチェッロ

［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）

【9:00または13:30出発】
 ブラーノ島着、島内観光（約40分）
 トルチェッロ島へ移動後、
 島内観光（約30分）
 ムラーノ島へ移動後、島内観光
　　　　　（約60分）
 サン・マルコへ移動
 出発から約4時間後、サン・マルコ着後、
 解散

※島巡りの順序は天候や水位により変更される
場合があります。

本島からラグーナの代表的な3島へ
ベネチアングラスで有名なムラーノ島、カラフルな家並とレース編
で知られるブラーノ島、ベネチア発祥の地ともいわれるトルチェッ
ロ島をめぐります。

貸切りチャーター船に乗ってVIP気分
日本語ガイドと行く貸切チャーター船でのプライベートツアー、桟
橋から専用ボートに乗り込む時はちょっとしたVIP気分です。各島
での過ごし方はお客様のお好みで。

IT345

※教会や博物館等への入場を希望する場合は、実費をその場でお支払いいただきます。※ボート並びにガイドの拘束時間は最大4時間です。拘束
時間を超過した場合は超過料金が発生します。

料　金 2名 360ユーロ、3名 240ユーロ、
 4名 180ユーロ、5～6名 144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　(4/1～5/14、8/12～16、10/1～3/31を除く)
出　発 8:30　 ご宿泊ホテル（本島・メストレ／マルゲラ地区）または

ローマ広場駐車場
所要時間 約9時間
解　散 ローマ広場

ベネチア発
専用車で行く  世界遺産ドロミテ1日観光　日本語アシスタント付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語アシスタント 2名催行

お手軽プラン
専用車のみのお手軽プラン（ローマ広場出
発、各地自由散策）を2名300ユーロ、3名
200ユーロ、4名150ユーロ、5名120ユーロ
で承ります。※1名あたりの料金です。申込人
数により変動します。

スケジュール（目安）

08:30 出発
11:00 ミズリーナ湖着
12:00 ミズリーナ湖発
12:30 コルティーナ着
15:00 コルティーナ発
17:30 ベネチア着後、解散

※ハイキングをする時間はありません。
風光明媚な夏のドロミテを巡る
イタリア北部の山岳景勝地ドロミテは、奇岩が作り出す景観の壮大
さで知られる世界遺産。日帰りで、ドロミテのシンボル、トレ・チー
メの岩峰をのぞむミズリーナ湖とドロミテの真珠と呼ばれるコルティー
ナ・ダンペッツォを訪れます。イタリアのセレブが通うコルティー
ナ・ダンペッツォ、夏は避暑に、冬はアルペンスキーのメッカとし
て愛されています。コルティーナの街には高級ブティックも軒を並
べ、ウインドー・ショッピングするだけでも楽しい街。草原の緑に
囲まれた石灰質の山、湖と空の青、下界の暑さを忘れて涼しげな
ひとときを過ごす贅沢をどうぞ。

IT346

※アシスタントがご宿泊ホテルまでお迎えする場合、ホテル～ローマ広場までの交通費は含まれません（各自払い）。アシスタントがホテルにお迎えにあがり、一緒にローマ広場まで行き、
そこから車となります。※自由時間中、ハイキングをする時間はありません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、3日前からは100%を申し受けます。

日本語ガイドと夕食前のお散歩に
食前酒付

ベネチア発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※徒歩での移動となりますので、歩きやすい靴でご参加ください。※食前酒（1杯）代はツアー
料金に含まれます。ハウスワインを予定しておりますが、19歳以下の方はソフトドリンクとなりま
す。

IT360

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人1名 90ユーロ　2名以上 45ユーロ　子供（7～12歳）23ユーロ
6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　(11/1～3/31を除く)
出　発 17:00　サン・マルコ広場ツーリスト・インフォメーション入口前
所要時間 約2時間
解　散 サンマルコ広場周辺

ベネチアのリピーターに特におすすめ
ベネチア在住の日本語ガイドがおすすめの素敵
な景色が広がるベネチアのスポットをご案内。 
アカデミア橋▶ザッテレ▶プンタ・デッラ・ドガー
ナ▶サルーテ教会前▶アカデミア橋▶リアルト地
区のバールで食前酒（1杯）▶19:00サン・マルコ
広場周辺で解散

ウォーキング

日本語アシスタントと行く
ベネチア名物バカロ巡り

ベネチア発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※飲み物、おつまみ等飲食代はツアー料金に含まれていません。お客様各自で現地払いとなりま
す。※徒歩での移動となりますので、歩きやすい靴でご参加ください。※アシスタントのお迎え
はサン・マルコ地域のホテルとなります。

IT342

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 90ユーロ　2名以上 45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 月・火・水・木・金・土
 (4/17・25、5/1、6/2、8/15、11/1、12/8・25・26、1/1・6を除く)
出　発 18:00　ご宿泊ホテル（サン・マルコ地域）または

サン・マルコ広場ツーリスト・インフォメーション前
所要時間 約1時間30分
解　散 リアルト橋付近

ベネチアの居酒屋バカロにご案内
ベネチア在住の日本語アシスタントがおすすめす
るベネチア名物立ち飲み居酒屋バカロを2軒まわ
ります▶19:30頃 リアルト橋付近にて解散　
なかなか観光客だけでは行きにくい地元の居酒
屋も、日本語アシスタント同行で安心！

プライベート

IT359
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2018.04

2019.03

55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 125ユーロ　子供（7～12歳）85ユーロ　
催行日 毎日　(12/25・31、1/1を除く)
出　発 [4/1～10/27、3/31] 18:00　[10/28～3/30] 16:00
 サン・マルコ広場ツーリスト・インフォメーション入口前
所要時間 [4/1～10/27、3/31] 約2時間　[10/28～3/30] 約4時間
解　散 夕食レストラン

ベネチア発
お客様だけの貸切ゴンドラ遊覧　シーフードディナー・クーポン付　～ロマンチックな旅の思い出に

［運行会社］MIKI TRAVELスペシャル

日本語アシスタント 2名催行

ディナーレストランのアップグレード
「食事にもこだわりたい」という方には、ア
ンティコ・マルティーニまたは同等クラスの
レストランへのアップグレードが可能です。
（お1人様180ユーロ、12歳以下参加不可、
レストランの指定不可）

スケジュール（目安）

【4/1～10/27、3/31】
18:00 出発、ゴンドラ遊覧（乗船時間は約

30分～35分）、その後フリータイム
19:00 各自、サン・マルコ広場近くのレスト

ランへ。食事終了後、各自自由解散
【10/28～3/30】
16:00 出発、ゴンドラ遊覧（乗船時間は約

30分～35分）、その後フリータイム
19:00 各自、サン・マルコ広場近くのレスト

ランへ。食事終了後、各自自由解散

お客様専用のゴンドラ遊覧
［みゅう］のゴンドラ遊覧は、同じ日に他にお申し込みの方がいる
場合でも、お客様だけの完全貸切です。

黄昏のベネチアをゴンドラで
水の都ベネチアの夕暮れ時や夜景は、水面に光が映りとてもロマ
ンチックです。水辺のパノラマを堪能した後は、アドリア海の新鮮
な海の幸の夕食をお楽しみください。

IT322
人気

※天候によりゴンドラに乗船できない場合があります。※日本語アシスタントは出発
後にゴンドラ乗船とレストランについての案内をして終了となります。ゴンドラには同
乗しません。※6歳以下のお子様で食事を希望される場合は、子供料金と同額とな
ります。※1名参加でのお申し込みは承れませんのでご了承ください。※ドレスコー
ドはありませんが、カジュアルな服装は避けることをおすすめします。

ゴンドラセレナーデ乗船券
ベネチア発

※乗船券のみのサービスです。ゴンドラ乗り場までお客様ご自身で移動していただき、ゴンドラ
乗り場でバウチャーをお渡しください。※悪天候によりご利用いただけ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）4日前からは100％を申し受けます。

IT323

1名催行

料　金 51ユーロ　
催行日 毎日　(9/3、11/21、12/25、1/1を除く)
出　発 [4/1～10/31] 18:30、19:30　[11/1～3/31] 15:30
 サンタ・マリア・デル・ジリオのゴンドラ乗り場（ホテル・グリッティ前）
所要時間 約45分（乗船時間約25～30分）
解　散 サンタ・マリア・デル・ジリオのゴンドラ乗り場

わずらわしい交渉なしでゴンドラ遊覧を
ゴンドラは乗り合いとなりますが、水上に揺られ
ながら、情感豊かな歌声とアコーディオンの音色
に耳を傾けるのは旅情溢れるひと時です。

ベネチア・ラグーナ3島巡り
ベネチア発 ［運行会社］SERENISSIMA MOTOSCAFI

※ガイドは船上での案内が中心です。ムラーノ島の工房では工房の従業員が案内します。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100％を申し受けます。

IT324

英語ガイド 1名催行

料　金 大人 24ユーロ　子供（2～5歳）12ユーロ　
催行日 毎日　(6/4、9/3、12/25を除く)
出　発 [4/1～11/11、3/1～3/31] 9:30、14:30　[11/12～2/28] 14:00
 ダニエリ・ホテルと牢獄の館の間にあるチケット売り場前
所要時間 約4時間
解　散 サンマルコ広場近くの下船場所

個性的な3島に足を延ばす
カラフルな家々で有名なブラーノ島など、ベネチ
ア本島から離れたところにある個性豊かな島々を
巡るツアーです。
ムラーノ島（ガラス工房見学）▶トルチェッロ島
（自由散策）▶ブラーノ島（自由散策）

料　金 スタンダードプラン　        
 ［4/1～10/31］1名 1,225ユーロ、2名以上    775ユーロ
 ［11/1～3/31］1名 1,150ユーロ、2名以上    695ユーロ
 デラックスホテルプラン　
 ［4/1～10/31］1名 2,250ユーロ、2名以上 1,250ユーロ
 ※2名以上の料金は2人部屋利用時のお1人様料金です。
催行日 毎日（5/21～28の宿泊が含まれる出発日を除く）
出　発 パレルモ空港
解　散 カターニア空港

◆利用予定ホテル
スタンダードプラン　パレルモ：Garibaldi又は同等クラス、タオルミナ又はジャルディーニ・ナクソス：Isabella又は同等クラス
デラックスホテルプラン　パレルモ：Grand hotel Villa Igiea又は同等クラス、タオルミナ：El Jebel又は同等クラス

個人ではなかなか周りにくいシチリア島を4泊5日で周遊
シチリア島の主要な観光地、パレルモ、アグリジェント、ピアッツァ・アルメリーナ、タオルミナを周
ることができる大変便利なツアーです。

※日本語ガイド、アシスタントはついていません。簡単な英語を話す現地運転手のみとなります。※4/12～17、8/5～20、12/29～
1/2の宿泊が含まれる出発日については追加料金が必要です。※送迎、移動の際のお車は他のお客様と混乗になる場合があり
ます。※宿泊税（滞在税）は代金に含まれません。現地にてお客様ご自身にてお支払いください。
※変更取消料として、参加日の10日前からは100％を申し受けます。

パレルモ発
4泊5日で周るシチリア島観光プラン

［運行会社］Beppemondo Viaggi

1名催行

IT389

スケジュール（目安）

【1日目】パレルモ空港到着、宿泊ホテルまで送迎

【2日目】パレルモにて終日自由行動（乗降自由の
2階建て観光バス乗車券をプレゼント!）
ホテル近くのレストランで夕食

【3日目】
08:00　ホテル出発、アグリジェントへ
10:00　 着後、各自神殿の谷を見学（入場料別）
12:30　ピアッツァ・アルメリーナに向け出発
14:00　カザーレの古代ローマの別荘跡を見学
　　　　（入場料別）
16:00　タオルミナに向け出発
18:00　タオルミナのホテル到着
【4日目】タオルミナにて終日自由行動
  ホテル近くのレストランで夕食

【5日目】カターニア空港まで送迎、解散
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カスタマイズしたい方は
延泊などご自身で旅を組み立てたい方には、パレルモ～タオルミナ間（3日目の行程）の専用車
サービス 2名まで1台725ユーロ、5名まで1台825ユーロもご用意あり！
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