
132

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 ［プライベートコンサートなし］1名 463ユーロ、
 2名 236ユーロ、3名 160ユーロ、4名 123ユーロ
 ［プライベートコンサート付］1名 1,768ユーロ、
 2名 884ユーロ、3名 590ユーロ、4名 443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　（11/1、12/25、1/1を除く）
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテルもしくは空港
所要時間 約8時間
解　散 市内ご宿泊ホテルもしくは空港

ワルシャワ発
ワルシャワ市内 1日観光  ～ショパンの生家とプライベートコンサート

［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
 旧市街地、ワジェンキ公園
12:00 各自昼食
13:00 専用車でジェラゾヴァ・ヴォラへ
14:15 ショパン生家（入場）
14:30 プライベートコンサート(約30分）
15:30 ワルシャワへ
17:00 着後、解散
※プライベートコンサートなしのプランは、生家
（入場）の後、16:30にワルシャワへ到着予定で
す。

お客様だけのプライベートツアー
中世の街並みが見事に再建されている世界遺産のワルシャワ旧市街
を散策。市民の憩いの場であるワジェンキ公園は、その昔ポーラン
ドの王様が芸術家たちと集った夏の別荘でもありました。深い歴史
の足音が聞こえてくるワルシャワを日本語ガイドがご案内します。

ショパンの生まれた町　ジェラゾヴァ・ヴォラ
個人では行き難い「ピアノの詩人」ショパンの生家へ専用車で向
かいます。貴重な展示やショパンの生まれた場所で聴くショパンの
調べは格別です。

コンサート付 PL308コンサートなし PL332

※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。 
※現場で発生するお客様の入場料はお客様負担となりま
す。※1/1以降、催行日・条件・料金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）7日前からは100%を申し受けます。

ワルシャワ市内 午前ウォーキングツアー
ワルシャワ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※聖十字架教会では冠婚葬祭のミサが行われる場合に入場できないこともあります。その際は外
観のみとなります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

PL307

日本語ガイド 2名催行

料　金 99ユーロ　
催行日 月・水・金　(8/15、12/24・26・31、3/27を除く)
出　発 9:00　旧市街王宮広場ジグモント像前
所要時間 約4時間
解　散 ワジェンキ公園水上宮殿前

芸術家たちが愛した世界遺産の街
旧市街・新市街の観光▶10:30 ワルシャワ蜂起
記念碑前より市営バスに乗車▶11:00 聖十字架
教会（入場）▶11:30 ワジェンキ公園へ市営バ
スで移動▶12:00 ワジェンキ公園（入場）

ウォーキング

可愛いらしいポーランド陶器で大人気の街
ボレスワヴィエツとドワーフの街ヴロツワフ

クラクフ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※入場料は含まれていませ
ん。現場で発生するお客様の入場料はお客様負担となります。※1/1以降、催行日・条件・料金が変更となる
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）7日前からは100%を申し受けます。

PL309

1名催行

料　金 1名 750ユーロ、2名 403ユーロ、3名 286ユーロ、
 4名 229ユーロ、5名 195ユーロ、6名 171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　(5/1・3・31、8/15、11/1、12/25・26、1/1、陶器
                                                             工場が貸切、クローズする場合を除く)
出　発 8:00　市内ご宿泊ホテルもしくは駅
所要時間 約12時間
解　散 市内ご宿泊ホテルもしくは駅

ドワーフ（妖精）の像を見つけて！
8:00出発▶11:00 ボレスワヴィエツ到着▶11:15
陶器工場見学、工場直営店にてショッピング 
▶13:00 昼食▶14:00 ヴロツワフへ▶15:45 ヴロ
ツワフ自由散策▶18:00 クラクフへ▶20:00 到着
ドワーフの街ヴロツワフでは妖精の像が200か所
以上にあります。はたして妖精の像を幾つ見つけられるでしょう！

プライベート

フラワーペイントで彩られている村
ザリピエで絵付け体験

クラクフ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※村にはレス
トランがありません。昼食はランチボックスをお渡しします。※1/1以降、催行日・条件・料金が
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）7日前か
らは100%を申し受けます。

PL310

1名催行

料　金 1名 503ユーロ、2名 263ユーロ、3名 184ユーロ、
 4名 144ユーロ、5名 119ユーロ、6名 104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　(5/2、8/15、12/26・31、1/1、文化センターが
                                                                     貸切、クローズする場合を除く)
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテルもしくは駅
所要時間 約6時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテルもしくは駅

可愛い！が見つかるヨーロッパの美しい村
10:30 ザリピエ村で自由散策※昼食ボックスをお
渡しします▶13:00 フラワーペインティング体験
▶14:00 クラクフへ出発▶15:30 到着

プライベート

ポーランド随一のリゾート地
ザコパネを訪ねる

クラクフ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※入場料は含
まれておりません。現場で発生する入場料はお客様ご負担となります。※天候不順、工事など現
地諸事情により当日、ケーブルカーが運休となる場合、ケーブルカー代はご返金できません。 
※1/1以降、催行日・条件・料金が変更となる場合があります。※変更取消料として、ファイナル
後もしくは参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

PL311

1名催行

料　金 1名 426ユーロ、2名 225ユーロ、3名 158ユーロ、
 4名 124ユーロ、5名 104ユーロ、6名  91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　(12/31、1/1、事前に工事など現地諸事情によりケーブルカーが運休
                               となることが判明した場合を除く)
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテルもしくは駅
所要時間 約8時間
解　散 市内ご宿泊ホテルもしくは駅

美しい自然のなかで過ごす旅
10:30 ザコパネ到着▶11:00 ケーブルカーにて
グバウフカ山頂へ▶12:30 ザコパネの目抜き通り
クルプフカにて各自昼食▶13:30 ザコネバ自由散
策▶15:30 クラクフへ▶17:00 到着

プライベート

（ランチボックス）
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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。

日本語アシスタントと行くアウシュビッツ－ビルケナウ終日見学
クラクフ発 ［運行会社］MELODY TOURSPL313

日本語アシスタント 2名催行

料　金 100ユーロ　14歳以下参加不可
催行日  ［4/1～10/30］火・木・土［11/1～3/31］準備中
出　発 8:00～9:00　マテイキ広場・グルンバルト記念前
所要時間 約7時間30分
解　散 マテイキ広場

「歴史を知らない者は、歴史を繰り返す」
20世紀最大の悲劇の現場を日本語にてご案内。
8:00～9:00出発　※時間は入場予約の時間によ
って変わります。▶11:00頃アウシュビッツ収容
所▶ビルケナウ収容所▶16:00頃　解散予定

【プライベートツアーは毎日、1名から催行。1名434ユーロ、2名230ユーロ、
3名172ユーロ、4名137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。詳細・取消条件はお問合せください。】

英語ガイドと行くアウシュビッツ－ビルケナウ終日見学
クラクフ発 ［運行会社］CRACOW TOURS

※1/1以降、催行日・条件・料金が変更となる場合があります。※ツアー出発時間は、ご宿泊ホ
テルによって異なります。ピックアップした後、シェラトンホテル前のバス駐車場へ移動して8:45
に出発します。※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。その場合は指定ホテルにご集合いただきます。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100％を申し受けます。

PL306

英語ガイド 2名催行

料　金 54ユーロ　14歳以下参加不可
催行日 毎日　(4/1・12、12/25、1/1を除く)
出　発 8:45頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 ご宿泊ホテル付近

アウシュビッツ－ビルケナウの歴史
アウシュビッツ収容所▶ビルケナウ収容所

ヴィエリチカ岩塩坑午前観光
クラクフ発 ［運行会社］CRACOW TOURS

※1/1以降、催行日・条件・料金が変更となる場合があります。※ツアー出発時間は、ご宿泊ホ
テルによって異なります。ピックアップした後、シェラトンホテル前のバス駐車場へ移動して8:45
に出発します。※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。その場合は指定ホテルにご集合いただきます。※地下64～
135mを観光します。移動距離は約2.5km。400段の階段を下りますので歩きやすい靴でご参加く
ださい（復路は階段ではなくエレベーターを利用します）。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100％を申し受けます。

PL304

英語ガイド 2名催行

料　金 60ユーロ　
催行日 毎日　(4/16、11/1、12/24・25、1/1を除く)
出　発 8:45頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 ご宿泊ホテル付近

世界有数の規模の岩塩坑
最深部地下327mの巨大な地底岩塩坑です。採
掘跡の空間には塩で作られた彫像などが展示さ
れており、特に礼拝堂のシャンデリアは目をみは
る華麗さです。

ヴィエリチカ岩塩坑半日観光+クラクフ半日観光
クラクフ発 ［運行会社］MELODY TOURS

※1/1以降、催行日・条件・料金が変更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。その場合は指
定ホテルにご集合いただきます。※長時間歩くため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）9日前からは50％、7日前からは100％を申し受け
ます。

PL303

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 442ユーロ、2名 240ユーロ、
 3名 173ユーロ、4名 143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　(4/1・12、11/1、12/25・26、1/1を除く)
出　発 9:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約6時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

2つの世界遺産を日本語ガイドで
世界有数の規模の地底岩塩坑ヴィリエチカと古
都の趣がただようクラクフ。ポーランドの誇る世
界遺産を日本語ガイドがご案内します。
専用車にてヴィエリチカ岩塩坑▶徒歩にてクラク
フ市内観光

可愛らしいポーランド陶器で大人気の街
ボレスワヴィエツとクリスタルグラス工場見学

ヴロツワフ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※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。※1/1以降、催行日・条件・料金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）7日前からは100%を申し受けます。

PL312

1名催行

料　金 1名 465ユーロ、2名 248ユーロ、3名 176ユーロ、
 4名 139ユーロ、5名 118ユーロ、6名 104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　（4/2、5/1・3・31、8/15、11/1、12/25・26、1/1、

陶器・クリスタル工場が貸切、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10時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ポーランド陶器で有名な街
9:00 出発▶10:30 ボレスワヴィエツ陶器工場見
学と陶器制作体験▶13:00 ボレスワヴィエツの陶
器でランチ▶14:00 ユリヤ工場へ▶15:00 工場
見学▶16:00 工場見学後、直営店にてショッピン
グ▶17:00 ヴロツワフへ▶19:30 到着

プライベート

※11/1以降、催行日・条件・料金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）16日前からは100%を申し受けます。

プライベート　アウシュビッツ - ビルケナウ半日観光+
ヴィエリチカ岩塩坑半日観光

クラコフ発 ［運行会社］MELODY TOURS

※アウシュビッツ博物館の空き状況により出発時間、所要時間が異なります。※昼食をとる時間が非常に
少ない場合がありますので予めご了承ください。※アウシュビッツ博物館の日本語専属ガイドが確保でき
ない場合、博物館内は多言語ツアーに同行のアシスタントが日本語へ通訳しご案内する形となります。※
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ピックアップのサービスをご
利用いただけない場合があります。その場合は指定ホテルにご集合いただきます。※長時間歩くため歩
きやすい靴でご参加ください。※2018年1月以降、料金・条件が変更となる場合があります。※変更取消
料として、お申込み時からお1人様30ユーロを申し受けます。参加日の16日前からは100％を申し受けます。

PL331

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 542ユーロ、2名 302ユーロ、3名 222ユーロ、
 4名 206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　（4/5・16・17、11/1、12/24・25・26、1/1を除く）
出　発 8:00～10:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7～9時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

1日で巡る充実プラン
アウシュビッツ－ビルケナウ強制収容所とヴィエ
リチカ岩塩坑を日本語でご案内。大変タイトなス
ケジュールとなりますが充実の内容です。
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