
イタリア

オーストリア

フランス
リヒテンシュタイン

エベンアルプス

アインジーデルン

ラヴォー地区

ベルン

ラ・ショー・ド・フォン

バーゼルロンシャン礼拝堂

ローザンヌ
二ヨン

イヴォワール
ジュネーブ

アヌシー

マルティニ

クールマイユール

ツェルマット

フィスプ

グリンデルワルト
ゲルマー湖

ギースバッハ

フリュエレン

チューリッヒ
ザンクト・ガレン

シュタイン・アム・ライン

アッペンツェル

マイナウ

マイエンフェルト

ヴァーレン湖

ボーデン湖

クール

ルガノ

ベリンツォーナ
ドモドッソラ

ラヴェルテッツォ

ソノーニョ

ルガノ湖

サン・モリッツ

ティラーノ

ブリエンツ

ミューレン

シュピーツ

ルツェルン

モントルー

ヴヴェイ

グリュイエール

シャモニー・
モンブラン

ユングフラウ

マッターホルン

スネガ
ロート
ホルン

モンブラン

サレーブ山

メンヒ
アイガー

ピラトゥス

レマン湖

エモッソン湖

パリへ
TGVで
約3時間

パリへ
TGVで
約3時間40分

ミラノへ
約1時間10分

マイリンゲン

インターラーケン

ラウターブルンネン

ドイツ

ブリーク

サースフェー

トリフト橋

エメンタール

アーレシュルフト

ラッパーズヴィール

ユトリベルク

ヴェンゲン

Switzerland
スイス
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ドイツ
中欧

オランダ
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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

路線バス 鉄道観光ツアー

ゴールデンパスライン

ベルニナ・エクスプレス

氷河特急

以下のものをご用意ください。
●底がしっかりしたハイキングシューズ
●ウィンドブレーカー
　（雨、風よけに便利です）
●水・軽食などを背負って歩ける
　リュックサック（水は必ず持参ください）
●サングラス、日やけ止め
　（紫外線が強いのでご注意ください）

ハイキングにご参加の皆様へ
山は1日の中でも温度差が激しく天候も変化しやすいため、 
温度調節できる服装（重ね着など）がお勧めです。

期　　間：2018年7月1日（日）～ 8月15日（水）
営業時間：毎日　16:30 ～18:30
場　　所： ヴェンゲン駅から徒歩5分、メインストリートの
　　　　　レストラン「DA SINA」内

サポートデスク　ヴェンゲン
　　　  は今年も日本語サポートデスクをオープンします！
ハイキングなど周辺情報の提供や、自由時間の過ごし方
など、日本語相談窓口として無料でご利用いただけます。
鉄道パスやハイキングツアー、お得なミールクーポンの予
約販売も日本語で承ります。

お困り
の方を

日本語
で

サポー
ト！

お気軽にお越しください

スイス
（P135～151）

コルマール
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スイス

フランス

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

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

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 1,377フラン、2名 718フラン、3名 518フラン、
 4名     412フラン、5名 342フラン　4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　(11/5～12/14を除く)
出　発 8:30　ジュネーブ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 ジュネーブ市内ご宿泊ホテル

ジュネーブ発
日本語ガイドと専用車で行く　シャモニー・モンブラン 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

「世界の三大ベストテラス」で昼食
6/16～9/16は、「世界の三大ベストテラス」
に選ばれたブレヴァンのレストランでの昼食
も可能です！
（座席予約付、昼食代別、現地払い）

スケジュール（目安）

08:30 専用車でジュネーブ発
09:45 ガイラン湖にて逆さモンブランの風景

をお楽しみください
10:15 エギーユ・ドゥ・ミディ展望台
12:00 自由昼食
14:00 モンタンヴェール展望台
16:00 ジュネーブに向け専用車で出発
17:30 解散

憧れのシャモニー・モンブランへ専用車と日本語ガイドで
フランスのシャモニー・モンブランへジュネーブから日本語ガイドと専用
車で訪れます。人気の2つの展望台をお楽しみいただけます。専用車な
らではの利便性で、観光や昼食のタイミングも思いのまま。逆さモンブラ
ンが美しいガイラン湖に立ち寄ることもできます。嬉しいお土産つきです。

CH317
人気

※シャモニー・モンブランはフランスです。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。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。※6/16～9/16はブレヴァンのテラス
レストランの座席予約を承りますが、悪天候によりテラスが閉鎖される場合があります。
※悪天候によるロープウェイ等の運休により観光箇所が変更となる場合があります。 
※10/1～19はモンタンヴェール鉄道の運休が予定されています。代わりに、イヴォワー
ル、ジュネーブ市内観光の何れかにご案内します。ご予約時に1つお選びください。
※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。

料　金 1名 659フラン、2名 400フラン、3名 318フラン、
 4名 283フラン、5名 259フラン　4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　（10/1～19、11/5～12/14を除く)
出　発 8:15　ジュネーブ・バスターミナル・チケットカウンター前
所要時間 約10時間
解　散 ジュネーブ・バスターミナル

ジュネーブ発
日本語ガイドと路線バスで行く　シャモニー・モンブラン 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）

08:30 路線バスでジュネーブ発
09:45 シャモニー着
10:15 ロープウェイでエギーユ・ドゥ・ミディ

展望台
12:30 自由時間（昼食時間含む）
14:00 登山列車でモンタンヴェール展望台
17:15 路線バスでシャモニー発
18:30 ジュネーブ着

貸切日本語ガイドと一緒で安心
貸切日本ガイドと一緒に行く人気のシャモニー・モンブラン観光。
人気の2つの展望台をお楽しみいただけます。専用車ツアーよりは
お得な料金で、観光や道案内は貸切ガイドにお任せで安心の便利
なツアーです。

CH352
人気

※シャモニー・モンブランはフランスです。パスポートをご持参ください。※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。滞在時間内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。※公共交通機関の時刻変更等により行程が変更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。※悪天候による交通機関の運休等のため観光箇所が変更となる場合
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
は100%を申し受けます。

ⒸOT Chamonix

ⒸOT Chamonix

ⒸOT Chamonix

シャモニー・モンブラン1日観光
ジュネーブ発 ［運行会社］KEY TOURS

※シャモニー・モンブランはフランスです。パスポートをご持参ください。※天候、ケーブルカー
の運休により、エギーユ・ドゥ・ミディに登れない場合があります。その場合は代替案をガイドよ
りご案内します。※2歳以下のお子様は展望台の観光はできません。
※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50％、4日前からは100％を
申し受けます。

CH304

英語ガイド 1名催行

料　金 大人 277フラン　子供（4～12歳）170フラン　
催行日 毎日　(10/1～19、11/5～12/14、12/25、1/1を除く）
出　発 8:30　モンブラン広場近くのキイ・ツアーズ社バスターミナル
所要時間 約9時間45分
解　散 モンブラン広場近くのキイ・ツアーズ社バスターミナル

絶景！アルプスの最高峰モンブラン
8:30 出発▶10:00 シャモニー到着、エギーユ・
ドゥ・ミディ展望台へ▶12:30 昼食▶13:30 モン
タンヴェール観光▶16:45 ジュネーブへ向け出発
▶18:15 ジュネーブ到着

貸切日本語ハイキングガイドと歩く 
シャモニー・モンブラン地方

シャモニー（フランス）発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※登山、山小屋ハイキング、氷河トレッキングには対応していません。※ガイドの最大拘束時間8時間以内
でご希望のルートをご案内します。※ハイキング中の交通費は、ガイド分も含めてお客様現地払いとなりま
す。※歩行レベル、天候や現地事情によってガイドよりご希望ルート以外のコースをご提案させてたいただ
く場合があります。※ハイキングに適した靴、服装、装備でご参加ください。装備やレベルに問題があると
ガイドが判断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はあ
りません。※サングラス、日焼け止めクリームの持参をおすすめします。※シャモニー・モンブランはフラ
ンスです。※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100%を申し受けます。

CH339

日本語ガイド 1名催行

料　金 1～10名　506フラン ※ガイド1人あたりの料金です。
催行日 7/1～9/17の毎日
出　発 8:30　シャモニー市内ご宿泊ホテル
所要時間 8時間
解　散 シャモニー市内

わがままハイキング叶えます
日本語ガイドとシャモニー周辺のハイキングをお
楽しみください。アルピニズムの発祥の地、万
年雪をかぶった美しいモンブランの麓シャモニー
近辺を、現地に精通したガイドと歩くハイキング
は、思いもよらぬ発見・驚きの連続です。

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 912フラン、2名 471フラン、3名 342フラン、
 4名 271フラン、5名 230フラン　
 ※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 5/19～10/21の毎日
出　発 8:15　ジュネーブ・バスターミナル・チケットカウンター前
所要時間 約10時間
解　散 ジュネーブ・バスターミナル

ジュネーブ発
日本語ガイドと路線バスで行く モンブラン・エクスプレスとエモッソン湖 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

日本語ガイドと専用車で行くプラン
1名 1,389フラン、2名 712フラン、
3名 500フラン、4名 389フラン、5名 324フラン
9:15ジュネーブ発、18:15着

スケジュール（目安）

08:30 シャトルバスでジュネーブ発
10:00 シャモニー着後、徒歩で駅まで移動
10:54 モンブラン・エクスプレスでル・シャト

ラールへ（途中Vallorcheで乗換え）
11:53 シャトラール着後、ヴェルティカルプ乗車
12:40 エモッソン着後、フリータイム
14:30 専用車でシャモニーへ
15:30 シャモニー着後、フリータイム
17:15 シャトルバスでジュネーブへ
18:15 ジュネーブ着

アルプスが舞台　遊園地のような乗り物を乗り継いで
鉄道ファン、乗り物ファンならずとも、雄大なアルプスを舞台にし
た遊園地のようなヴェルティカルプにワクワクです。赤白の可愛い
電車「モンブラン・エクスプレス」、2台キャビン型としては世界一
の急勾配（87%）を誇る「ケーブルカー」、氷河が流れ落ちるモン
ブラン山群を眺められる「パノラマ電車」、最後は真っ赤な「ミニ
ケーブルカー」（73％傾斜）で終点のエモッソンダムに到着です。

CH307

※パスポートをご持参ください。※モンブラン・エクスプレスは座席の予約はでき
ません。※ガイドはハイキングガイドではないため、エモッソンダムでのハイキン
グには対応していません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除
く）5日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 1,412フラン、2名 789フラン、3名 600フラン、
 4名     506フラン、5名 448フラン　4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 5/26～9/23の毎日　（8/1・4～6・10～12・17～19・25・26を除く）
出　発 8:15　ジュネーブ・バスターミナル・チケットカウンター前
所要時間 約11時間
解　散 ジュネーブ市内ご宿泊ホテル

ジュネーブ発
日本語ガイドと路線バス&専用車で行く  シャモニー・モンブランとイタリア 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）

08:30 路線バスでジュネーブ発
09:45 シャモニー・モンブラン（フランス）着
10:15 ロープウェイでエギーユ・ドゥ・ミディ

展望台へ
11:15 ゴンドラでプンタ・エルブロンネへ
12:30 SKYWAYロープウェイでエントレヴェス

（イタリア）へ
13:00 専用車でクールマイユールへ
13:30 着後、フリータイム（昼食時間を含む）
15:30 専用車でシャモニーへ
16:00 シャモニーにてフリータイム
18:00 専用車でジュネーブへ
19:30 ジュネーブ着
【ゴンドラ運休時の一例】
路線バスで出発▶シャモニー着後、登山列車でモン
タンヴェール観光▶専用車でクールマイユール
▶エントレヴェス▶SKYWAY（往復）▶専用車でシャ
モニー▶フリータイム▶専用車でジュネーブ着

SKYWAYで感動の空中散歩！　1日で3ヶ国！
氷河の上の国境をロープウェイで越え、専用車でモンブラントンネルを通ってス
イスに戻る周遊ルート。シャモニーからエギーユ・ドゥ・ミディ展望台へ上り、
イタリアへは可愛いパノラミックゴンドラで。視界の良い日にはマッターホルン
やベルナーオーバーランドの高峰まで見えます。その後は、イタリアが世界に誇
るロープウェイ「SKYWAY」に搭乗。驚異的な速さと360度回転式キャビンが超
クール！イタリア側モンブランのどっしりした素晴らしい眺望をご覧いただけます。

CH353

※フランスとイタリアに行きますのでパスポートをご持参ください。※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利用交
通機関のスケジュール内であれば可能ですが、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。※悪天候による交通機関が運休等のため観光箇所が変更となる場合があ
ります。当日の状況により、代替案をガイドよりご案内します（必要に応じて別料金・現地払い）。
※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。

ⒸSkyway Enrico Romanzi

ⒸSkyway Enrico Romanzi

料　金 1名 424フラン、2名 236フラン、3名 165フラン、
 4名 142フラン、5名 118フラン　
 ※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 7:45　ジュネーブ駅側のモンブリヨンホテル前
所要時間 約8時間
解　散 ジュネーブ駅前

ジュネーブ発
日本語ガイドと路線バスで行く　アヌシー1日観光 ～日本語ガイドとアルプスのヴェニスへ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

4/1～11/4　アヌシー湖遊覧船付
1名 459フラン、2名 259フラン、
3名 189フラン、4名 153フラン、5名 130フラン
11:30発の1時間クルーズに乗船。欧州一の透
明度を誇るアヌシー湖遊覧をお楽しみください。

スケジュール（目安）

08:00 徒歩でバスターミナルへ（約10分）
 ※土・日・フランスの祝日は電車で

出発し、空港からバス乗車
08:33 路線バスでアヌシーへ
09:58 アヌシー着後、徒歩で市内へ（約20分）
 旧市街、運河地区観光
11:30 フリータイム（自由昼食時間を含む）
13:45 徒歩でバスターミナルへ移動
14:15 路線バスでカルージュへ
15:25 カルージュ着後、トラムでジュネーブ

駅へ
15:50 ジュネーブ着

アルプスの麓の宝石アヌシー
ジュネーブ近郊、フランスのアヌシーはかわいらしい街並みとアル
プスの雄大な景色が人気の観光地。ヨーロッパで一番澄んでいる
湖といわれるアヌシー湖の風景や旧市街散策など、アルプスの休
日をお楽しみください。

CH354
人気

※アヌシーはフランスです。パスポートをご持参ください。※バスや船のルートの
時間変更その他現地事情により、行程を変更する場合があります。※天候や増水
により、船やバスが運休の場合は催行を中止する場合があります。※土・日・フラ
ンスの祝日は、8:02 電車で出発▶8:28 ジュネーブ空港より路線バスに乗車となりま
す。フランスの祝日：4/2、5/1・8・10・21、7/14、8/15、12/25、1/1
※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。

CH395

CH301
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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 530フラン、2名 306フラン、3名 224フラン、
 4名 189フラン、5名 165フラン
 ※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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 448フラン、2名 224フラン、
     3名 153フラン、4名 118フラン、5名 95フラン
催行日 毎日（4/1～30、10/23～3/31を除く）
出　発 10:00　
 モンブラン船着場（ドゥ・ラ・ペホテル向い）チケットカウンター前
所要時間 約7時間
解　散 ジュネーブ駅

ジュネーブ発
日本語ガイドと列車と船で行く　イヴォワールとニヨン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）

10:15 ジュネーブから船でイヴォワールへ
11:57 イヴォワール着、レストランのある
 地区までご案内（各自昼食）
 ガイドとともに市内散策
15:20 船でニヨンへ
15:40 ニヨン着後、旧市街を観光しながら
 徒歩でニヨン駅へ
16:44 ニヨン駅より電車でジュネーブへ
17:00 ジュネーブ着レマン湖と周辺観光の決定版

ジュネーブから船でレマン湖のほとりの人気の町を訪れます。花に
満ち溢れるかわいい町イヴォワール、古代ローマ軍の駐留時代に
繁栄した町ニヨンの散策をお楽しみください。

CH302

※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせ
ください。※お客様が1等パスをお持ちの場合もガイドは2等席に乗車となります。1等席への同席をご希望の場合は追加料金で承ります。※イヴォ
ワールはフランスです。パスポートをご持参ください。※船や電車の時刻変更やその他現地事情により、行程を変更する場合があります。※天候や
増水等により船や電車が運休の場合は代替交通機関を利用、もしくは催行を中止する場合があります。
※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。

料　金 ジュネーブ発 1名 777フラン、2名 459フラン、3名 365フラン、
  4名 318フラン、5名 295フラン
 ローザンヌ発 1名 636フラン、2名 365フラン、3名 295フラン、
  4名 259フラン、5名 236フラン
催行日 [4/1～9/30]毎日　[10/1～3/31] 水～日
出　発 ジュネーブ発  7:45、ローザンヌ発 8:30
所要時間 ジュネーブ発　約11時間、ローザンヌ発　約9時間
解　散 ジュネーブ駅、ローザンヌ駅

ジュネーブ発 ローザンヌ発
日本語ガイドと列車で行く　チーズの産地グリュイエール1日観光　～本場のチーズ料理ランチ付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

ローザンヌ発チョコレート工場見学付

1名 683ユーロ、2名 389ユーロ、
3名 306ユーロ、4名 259ユーロ、5名 224ユーロ
昼食は含まれません。グリュイエール観光後、 
チョコレート工場を見学し18:48ローザンヌ着。

スケジュール（目安）

08:00 《ジュネーブ発》電車で出発
08:44 《ローザンヌ発》電車で出発
09:52 グリュイエール着後、チーズ工場見学

（チーズ作り見学可能）
11:48 公共バスでグリュイエール村へ（3分）
 着後、徒歩観光
12:30 チーズ・フォンデュかラクレットの昼食
 徒歩でグリュイエール駅へ（約15～20分）
15:59 電車でモントルーへ
17:04 モントルー着（ご希望の場合は終了）
17:20 モントルー発、世界遺産ラヴォーの車

窓観光
17:43 ローザンヌ着
18:30 ジュネーブ着

CH315 CH402

CH403

チーズで有名な可愛い山里グリュイエール
おとぎの国を思わせる可愛らしいグリュイエール村。村の高台にあ
る古城からの景色は見ているだけで幸せな気分になりそうです。有
名なグリュイエールチーズの工房訪問やお土産散策などをお楽しみ
ください。ジュネーブのみならず、ローザンヌ、モントルーにご宿
泊のお客様にもご利用いただけます。乗り換えのある電車や公共
バスの旅も日本語ガイドが一緒なので安心です。

※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知
らせください。ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※お客
様が1等パスをお持ちの場合もガイドは2等席に乗車となります。1等席への同席を
ご希望の場合は追加料金で承ります。
※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。

ⒸBertrand_Francey

料　金 1名 271フラン、2名 142フラン、3名 106フラン、
 4名  95フラン、5名  83フラン　11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　(4/9・16・23・30、10/1・8・15・22・29、11/5、
 11/12～3/31を除く)
出　発 9:00、14:00　ジュネーブ駅側のモンブリヨンホテル前
所要時間 約4時間
解　散 ジュネーブ駅

ジュネーブ発
サレーブ山半日観光　～レマン湖とモンブラン・アルプスの絶景

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

ジュネーブの街も湖もモンブランも一望
標高1,379mのサレーブ山はジュネーブから半日で行ける穴場の絶
景スポット。ハイキング、登山、クライミングなど全部で110もルー
トがありますが、このツアーではロープウェイで上ります。白いスト
ライプの岩肌をもつサレーブ山の山頂からは、ジュネーブ市街とレ
マン湖、モンブラン・アルプスまでも一望できます。フランス領に
ありますので、歩いて国境を越える経験もできます。

CH314

※パスポートをご持参ください。※路線バスの時刻変更等により行程や時間を変更する可能性があります。※サレーブ山ロープウェイは強風や悪天
候により運休する場合があります。通常時は約12分毎に運行しています。※山頂でのハイキングは約50m程度標高差があります。ハイキング可能
な服装、靴、装備でご参加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判断した場合、ご参加をお断りせざるを得ない可能性がありますがその
場合でもツアー代金返金はありません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

スケジュール（目安）

09:00/14:00頃  路線バスで出発
09:30/14:30頃  バス下車、徒歩で国境を越え

フランス側へ（約5分）
   ロープウェイ搭乗、山頂から

街を一望できる場所へ
   モンブラン・アルプスを望む

地点へハイキング（約90分）
  ロープウェイで下山
  路線バスでジュネーブ駅へ
13:00/18:00 解散

SWITZERLAND

スイス

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ

SW
ITZERLAN

D

スイス

フランス

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

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



138

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。

ジュネーブ発　ローザンヌ発

唯一の公式日本人ガイド・田口貴秀と行く　世界遺産ラヴォー
［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

※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。※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※ガイド指定ツ
アーのため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。※歩きやすい靴でご参加ください。※行程中に立ち寄るワイナリーで購入したワインを日本に発送した場合で未着や破損等のトラブル
が生じた場合でも、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。※悪天候の場合は行程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（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

世界遺産ラヴォー半日観光 ミニトレイン乗車付
料　金 ジュネーブ発　　　　　
 1名 365フラン、2名 224フラン、3名 189フラン、4名 165フラン、5名 153フラン
 ローザンヌ発　　　　　
 1名 306フラン、2名 165フラン、3名 130フラン、4名 106フラン、5名    95フラン
催行日 A： 4/1～10/21の水・日、6/15～9/21の金、 4/2、5/10・21、9/17

（9/26・28・30を除く）
 B：4/7～10/27の土、6/14～9/27の火・木
時　間 ジュネーブ発　8:25（土・日）、12:55　所要約4時間30分
 ローザンヌ発　9:20（日）、9:35（土）、13:45～50　所要約3時間

CH346

CH347

A： リュトリー発着のミニトレインに乗っ
て楽々ラヴォーの観光をお楽しみ
いただくコースです。

B： クリー発着のミニトレインに乗って
楽々ラヴォーの観光をお楽しみい
ただくコースです。

ⒸSibylle Baillod

イタリア、フランス滞在経験の後、スイス・ 
ジュネーブで旅行会社に勤務。休みを利用し
てアルプス通いを続けるうちに自然の魅力にと
りつかれハイキングガイドに転身。モンブラ
ン、マッターホルン、アイガーなど数々の名峰
の登頂経験あり。また山岳エリアだけでなく 
ジュネーブをはじめとするスイス主要都市の観
光もこなすマルチなガイド。2013年より日本
人唯一のラヴォー世界遺産公認ガイドとなる。

田 口 貴 秀
Profile

世界遺産ラヴォー1日観光　縦走決定版

世界遺産ラヴォー地区の段々畑を本格的に歩きたい方向きのコース。公認ガイドとともに途中
小さな村々を訪問しながらワイン試飲も楽しめるラヴォー・ハイキングの決定版です。ワイン
とラヴォーの自然、歴史、文化などあらゆる魅力をお客様のご興味にあわせてご案内します。

料　金 ジュネーブ発　　　　　
 1名 530フラン、2名 318フラン、3名 259フラン、4名 224フラン、5名 200フラン
 ローザンヌ発　　　　　
 1名 471フラン、2名 248フラン、3名 200フラン、4名 165フラン、5名 142フラン
催行日 4/1～11/15の毎日
時　間 ジュネーブ発　8:15　所要約10時間
 ローザンヌ発　9:00　所要約 8 時間

CH350

CH351

世界遺産ラヴォー午後ウォーキング ～レマン湖漁師の魚と白ワイン

世界遺産ラヴォー観光の後、湖畔の漁師小屋にて、水揚げされたレマン湖原産種の
白身魚フェラの燻製をラヴォーワインとともにお楽しみいただくコースです。

料　金 ジュネーブ発　　　　　
 1名 377フラン、2名 224フラン、3名 189フラン、4名 165フラン、5名 142フラン
 ローザンヌ発　　　　　
 1名 318フラン、2名 177フラン、3名 130フラン、4名 106フラン、5名    95フラン
 11歳以下参加不可
催行日 4/1～10/15の毎日
時　間 ジュネーブ発　13:30　所要約5時間
 ローザンヌ発　14:15　所要約3時間30分

CH327

CH328

世界遺産ラヴォーの村めぐり半日観光 ～ワイン試飲付

シェーブル周辺のぶどう畑の散策とワイナリー見学がメインのコース。ほとんどスイス
国内で消費されてしまうラヴォーの白ワイン、その魅力に迫ります。

料　金 ジュネーブ発　　　　　
 1名 353フラン、2名 224フラン、3名 189フラン、4名 165フラン、5名 153フラン
 ローザンヌ発　　　　　
 1名 306フラン、2名 177フラン、3名 142フラン、4名 118フラン、5名 106フラン
催行日 毎日（12/24～1/2を除く）
時　間 ジュネーブ発　7:55、12:55　所要約4時間
 ローザンヌ発　8:35、13:35　所要約2時間30分

CH342

CH343

※ナルシスの開花状況により催行期間が前後する可能性があります。※スイストラベルパス及びハーフフェアカード
保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※畑を歩くため、ハイキング
に適した靴、悪天候や寒暖の差に対応可能な服装でお越しください。水や手荷物を背負って歩けるリュックサックをご
用意ください。※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。

ヴヴェイ観光とレマン湖クルーズ付
午後ナルシスの花を見た後ヴヴェイを観光し、帰りはレマン湖クルー
ズの船上より世界遺産ラヴォーの眺めをお楽しみいただくプランです。
ジュネーブ発　1名 624フラン、2名 389フラン、3名 306フラン、4名 271フラン、5名 248フラン
ローザンヌ発　1名 483フラン、2名 283フラン、3名 224フラン、4名 189フラン、5名 165フラン

チャップリンも愛した可憐な「五月の雪」
春の一時だけレマン湖近くの丘を真っ白に染めるナルシスの花。水仙に似た華麗な花が群生
し咲き乱れる景色は、まるで雪が降り積もったかのように見えることから、「五月の雪」と呼ば
れ親しまれています。開花状況に合わせてガイドが最適な場所をご案内する安心ツアーです。

出発▶12:30 ヴヴェイ経由でレ・プレイヤードへ▶14:19 レ・プレイヤード着
後、ナルシス観察▶16:33 電車でジュネーブへ▶18:30 ジュネーブ駅着、解
散　※1時間早くヴヴェイに戻り、ガイドと共にヴヴェイの観光も可能です。

出発▶8:21/13:17 ヴヴェイ経由レ・プレイヤードへ▶9:19/14:19 レ・プレイヤード着
後、ナルシス観察▶11:33/16:33 電車でローザンヌへ▶12:43/17:38 ローザンヌ着 
※レ・プレイヤード発を1時間早めてガイドと一緒にヴヴェイの観光も可能です。

ジュネーブ発 ローザンヌ発

料　金 1名 389フラン、2名 224フラン、3名 177フラン、
4名 153フラン、5名 130フラン

 ※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 5/15～6/5の毎日
出　発 8:05、13:00　ローザンヌ駅側のコンチネンタルホテル前
所要時間 約4時間30分
解　散 ローザンヌ駅

料　金 1名 542フラン、2名 342フラン、3名 271フラン、
 4名 236フラン、5名 212フラン
 ※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 5/15～6/5の毎日
出　発 12:15　ジュネーブ駅側のモンブリヨンホテル前
所要時間 約6時間
解　散 ジュネーブ駅

ジュネーブ発 ローザンヌ発
日本語ガイドと列車で行く　「5月の雪」ナルシスの花の地を訪ねて 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

CH309 CH338

CH404

料　金 ジュネーブ発　1名 589フラン、2名 365フラン、3名 295フラン、4名 259フラン、5名 236フラン
 ローザンヌ発　1名 530フラン、2名 306フラン、3名 236フラン、4名 200フラン、5名 177フラン
 ※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 ジュネーブ発　8:00　ジュネーブ駅側のモンブリヨンホテル前
 ローザンヌ発　8:40　ローザンヌ駅側のコンチネンタルホテル前
所要時間 ジュネーブ発　約11時間、ローザンヌ発　約9時間
解　散 ジュネーブ駅、ローザンヌ駅

ジュネーブ発 ローザンヌ発
チャップリンが愛したレマン湖畔を巡る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

CH372 CH373

①または②をお選びください。①チャップリンが毎週日曜日に通ったというAuberge de l'onde（月・火休業、目安予算50フラン）②チャップリンがよく訪れたCafe de la place（土・日休業、目安予算30フラン）
※悪天候の場合は行程を変更する可能性があります。※ご希望の方はヴヴェイでの解散も可能です。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知らせく
ださい。※歩きやすい靴でご参加ください。※行程中に立ち寄るワイナリーで購入したワインを日本に発送した場合で未着や破損
等のトラブルが生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。※昼食は含まれていません。昼食時間

チャップリン・ファン必見！　一味違ったレマン湖畔観光としてもおすすめ
晩年25年間をスイスで過ごした喜劇王チャップリン。彼が公式訪問した世界遺産ラヴォー地区のワイナ
リーで試飲、晩年家族で暮らした「マノワール・ドゥ・バン」のある博物館「チャップリン・ワールド」、
お墓やレマン湖畔にある銅像を訪れます。チャップリンの靴型のチョコレートもプレゼント！

Ⓒ-Chaplin's World- Bubbles Incorporated. Photo C. Recourat

08:12  《ジュネーブ発》電車で出発
09:00  《ローザンヌ発》電車で出発
09:11 エペス着　駅から町へ徒歩（片道約20分の上り）
※ご希望の方にはタクシー手配も承ります。事前にお知らせください。
09:30 チャップリンが訪れたワイナリーで試飲
11:11 電車でサン・サフォリンへ
11:16 サン・サフォリン着後、観光と昼食時間①
12:16または13:16 出発
12:21または13:21 市バスでチャップリン・ワールドへ、

着後、昼食時間②
14:00頃 チャップリン・ワールド見学　
16:30頃 チャップリンのお墓を見学後、ヴヴェイ市内へ
17:00 チャップリンの銅像で写真ストップ
17:55 電車で出発
18:10 ローザンヌ着
19:00 ジュネーブ着

スケジュール（目安）
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人気商品人気
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（飲物付）

昼食
（飲物無）
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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。 139

料金（フラン） 1名 2名 3名 4名 5名

ジュネーブ発着
4月・11～3月 1,153 718 577 506 459

5～10月 1,224 765 612 542 495

ジュネーブ発
ツェルマット着

4月・11～3月 1,118 695 542 471 424

5～10月 1,189 730 577 506 459

チューリッヒ発着
4月・11～3月 953 624 506 459 424

5～10月 989 648 542 483 448

チューリッヒ発
ツェルマット着

4月・11～3月 929 600 495 436 400

5～10月 977 636 518 471 436

ベルン発着
4月・11～3月 836 530 424 365 342

5～10月 906 577 471 424 389

ベルン発
ツェルマット着

4月・11～3月 777 459 353 306 271

5～10月 848 518 412 353 318

ジュネーブ発　チューリッヒ発　ベルン発
日本語ガイドと列車で行く　ツェルマット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

憧れの名峰マッターホルン観光を1日で
憧れの名峰マッターホルンを、ジュネーブ、チューリッヒまたは
ベルンから1日で見られるプライベートツアー、時間が無い方にも
おすすめです。途中の車窓観光も、マッターホルンの麓の村ツェ
ルマットの観光もできます。貸切ガイドなので時間内であれば日
程調整も可能です。ツェルマットで終了する場合は、ホテルの 
チェックインもお手伝いします。ジュネーブおよびチューリッヒか
らご参加の方にはハーフフェアカードをプレゼント！

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。スイ
ストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。
※ジュネーブ発・チューリッヒ発の通常料金でご参加の場合、ハーフフェアカードをプレゼ
ントします。スイストラベルパス保持者およびハーフフェアカード保持者料金を適用の場合
は、ハーフフェアカードのプレゼントはありません。※ハーフフェアカードのプレゼントは、
スイス、リヒテンシュタイン国籍および在住者は対象外となります。※ハーフフェアカード
利用時の電車の検札で身分証明書の提示を求められる場合に備えパスポートをご持参くだ
さい。※参加日よりも早い日にちからハーフフェアカードのご利用を希望される場合は、お
申し込み時にご利用開始予定日、氏名、生年月日、パスポート番号、国籍をお知らせくだ
さい。その場合はハーフフェアカードご利用開始予定日の（土日祝、年末年始を除く）14
日前から変更取消料として143フランを申し受けます。※ツェルマット駅着後、駅で荷物を
預けられます（1個約10フラン、別料金、現地払い）。
※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）14日前から143フラン、5日前からは100%
を申し受けます。

CH374

ⒸKurt Müller

ⒸMatterhorn group

料　金 3泊 824フラン、4泊 1,095フラン、5泊 1,365フラン
 ※アパートメント（1～4名）あたりの料金です。
催行日 毎日
チェックイン 13:00
宿　泊 Hotel Helvetia Apartment

ツェルマットで暮らすように滞在
世界屈指の山岳リゾート、ツェルマットでできるだけ宿泊費を抑え
て滞在したい方に朗報！　3泊より滞在可能な格安アパートメントの
ご紹介です。 
ガソリン車の走っていない静かなツェルマットで、のんびり暮らすよ
うな滞在を手頃な価格で楽しめます。家族経営のホテル・ヘルベ
ティアが経営するホリデー用アパートメントで、お店やレストランも
多い便利なロケーションです。
ツェルマットでゆっくり滞在して休暇を過ごしたいけれど、ホテルに
宿泊すると高すぎる…と諦めていた方にぜひおすすめしたいアパー
トメントです。

※係員は含まれていません。※滞在税2.50フラン（1人1泊あたり）は料金に含まれていません。ホテルに直接お支払いください。※アパートメント
の間取りはベッドルーム、キッチン、リビング（ソファベッドあり）、バスルーム、トイレです。※ホテル・ヘルベティアでのビュッフェ朝食が含まれ
ています。※昼・夕食は含まれていません。ご希望の場合、別料金でホテル・ヘルベティアのレストランで夕食を取ることが可能です（目安予算30
フラン）。事前予約が必要ですので、ご希望の場合はお申し込み時にお知らせください。夕食代は現地にて直接お支払いください。※料金には毎日
の部屋のクリーニングが含まれています。※変更取消料として、チェックイン日参加日の（土日祝を除く）8日前からは100%を申し受けます。

ツェルマット発
格安ホリデーアパートメント

［運行会社］MIKI TRAVELパック

1名催行

CH306

催行日  毎日（4/1～13を除く）
出　発  ジュネーブ  7:15 ジュネーブ駅側のモンブリヨンホテル前
  チューリッヒ 7:40 チューリッヒ駅構内のメインホール
  ベルン  8:50 ベルン駅構内大時刻表前
所要時間  ジュネーブ発着   約12時間30分
  ジュネーブ発ツェルマット着 約7時間30分
  チューリッヒ発着  約11時間30分
  チューリッヒ発ツェルマット着 約7時間
  ベルン発着   約9時間
  ベルン発ツェルマット着  約6時間
解　散  ジュネーブ駅、チューリッヒ駅、ベルン駅、ツェルマット市内ご宿泊ホテル

※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。4歳以下参加不可

スケジュール（目安）

07:30  《ジュネーブ発》電車で出発
08:02  《チューリッヒ発》電車で出発
09:06  《ベルン発》電車で出発
11:13  ツェルマット駅着
11:36  ゴルナーグラート鉄道乗車
12:09  ゴルナーグラート駅着、観光と昼食時間
14:19  ツェルマットへ
15:03  ツェルマット着後、町の観光
  ※ツェルマット着の場合はガイドがホテ

 ルチェックインをお手伝い、終了
16:13  ツェルマット駅発
18:23  ベルン着
19:28  チューリッヒ着
20:00  ジュネーブ着

ⒸLeander Wenger
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マッターホルンビューのレストランで夕食　
～ゴルナーグラート鉄道往復乗車券付

ツェルマット発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。お客様ご自身でレストランに行っていただきます。往復の電車チケッ
トは含まれています。※２名様以上の場合、夕食のメインはその場でお肉かお魚をお選びいた
だけます。※5歳以下のお子様は無料ですが、食事の提供はありません。
※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）5日前からは100%を申し受けます。

CH380

1名催行

料　金 ［6・9～10月］大人 153フラン　子供（6～15歳）  97フラン
 ［7～8月］　 　 大人 177フラン　子供（6～15歳） 110フラン
 ※スイスパス及びハーフフェアカード保持者　［6・9～10月］97フラン［7・8月］110フラン
催行日 6/9～10/28の毎日
出　発 16:00、16:24、17:24 のお好きな時間　ゴルナーグラート鉄道ツェルマット駅
所要時間 約3～5時間
解　散 ゴルナーグラート鉄道駅

パノラマ風景を望むレストランで思い出に残る夕食を
16:00/16:24/17:24 ツェルマット発▶
16:33/16:57/17:57 ゴルナーグラート着▶
18:30 夕食▶お好きな時間にお戻りください。
20:07 ゴルナーグラート発最終列車▶
20:47 ツェルマット着

パック

貸切日本語ハイキングガイドと歩く午前 冬のツェルマット
パノラマトレイル　ローテンボーデンからリッフェルベルク

ツェルマット発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※電車代は含まれていません。※登山、山小屋ハイキング、氷河トレッキングには対応していません。※歩行レベル、天候や現地事情によってガイドよりご
希望ルート以外のコースをご提案させてたいただく場合があります。※ハイキングに適した靴、服装、装備でご参加ください。装備やレベルに問題があると
ガイドが判断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はありません。※サングラス、日焼け止めクリームの
持参をお薦めします。※スノーシューをお持ちでない方は、前日18:00にアシスタントがレンタルのお手伝いをします。スノーシューのレンタル料金は含まれ
ていません。レンタル料の目安は、ひとり18～20フランです。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

CH379

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 318フラン、2名以上 159フラン　11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　(5/1～11/30を除く)
出　発 8:10　ゴルナーグラート鉄道ツェルマット駅　駅広場側ドアの前
所要時間 約4時間
解　散 ゴルナーグラート鉄道駅

白銀のツェルマット
8:48 登山電車で出発▶9:21 ゴルナーグラート駅
（3,089m）着、パノラマ冬景色を眺めながら山の説
明など▶9:55 電車でゴルナーグラート発▶10:00 ロー
テンボーデン（2,815m）着後、スノーシューハイキン
グ開始（2.5km、約1.5～2時間）▶リッフェルベルク駅
（2,582m）到着▶12:10 電車でツェルマットへ▶12:39 到着

プライベート

Ⓒ3100 Kulmhotel Gornergrat

料　金 大人 午前ランチ付 206フラン、　午前おにぎりBOX付 195フラン
 　　午前ランチなし 177フラン
 　　午後 6/24～30、9/1～10 177フラン、 7/1～8/31 45フラン
 子供（12～15歳）午前 59フラン、午後 45フラン
 11歳以下参加不可
催行日 ［午前］6/24～9/10の毎日　［午後］6/24～10/15の毎日
 （午前ランチ付のみ7/7を除く）
出　発 8:00、14:00
 ゴルナーグラート鉄道ツェルマット駅　駅広場側ドアの前
所要時間 ［午前］約3時間45分　［午後］約4時間15分
解　散 ［午前］リッフェルベルクのレストラン　［午後］ツェルマット

ツェルマット発
ベストシーズンに行く リッフェルベルク半日ハイキング【午前ランチ付・なし / 午後】

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 午前2名催行/午後1名催行

スケジュール（目安）

【午前】
08:00 電車でゴルナーグラートへ出発
08:33 着後、フリータイム
09:31 電車でローテンボーデンへ
09:36 着後、リッフェルベルクへハイキング
11:15 リッフェルベルク着後、休憩または解散
11:30 昼食
 ※昼食オーダー後にガイド業務は終

了となります。昼食後は各自でツェル
マットへお戻りください。

【午後】
14:00 電車でゴルナーグラートへ出発
14:33 着後、フリータイム
15:31 電車でローテンボーデンへ
15:36 着後、リッフェルベルクへハイキング
17:20 リッフェルベルク着
17:30 リッフェルベルク駅より電車でツェル

マットへ
18:00 解散

CH305
人気

日本語ガイドとマッターホルンを望むハイキング
逆さマッターホルンで有名なリッフェルゼー（湖）を望みながら、
リッフェルベルクのレストランへ。現地を知り尽くしたガイドと一緒
に初級者向けのハイキングコースを歩きます。ハイキング後は、絶
景山岳レストランでの昼食をお楽しみいただく「午前ランチ付プラ
ン」、大自然の中でのお弁当は格別「午前おにぎりBOX付プラン」、
ご自身で自由気ままに「午前ランチなしプラン」、7・8月は特にお
手頃価格「午後プラン」から、ご希望に合ったプランをどうぞ！
※各種交通費は含まれていません。ツアー集合前に電車チケット（ツェルマット～ゴル
ナーグラート往復）を各自現地でご購入ください。※ハイキングに適した靴、服装、装
備でご参加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判断した場合、参加をお断
りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はありません。
※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

料　金 大人 ランチ付 206フラン、おにぎりBOX付 195フラン
 　　 ランチなし 177フラン
 子供（12～15歳）59フラン　　11歳以下参加不可
催行日 6/30～9/30の毎日
出　発 8:15　スネガ・ケーブルカー乗場前
所要時間 約4時間
解　散  スネガ

ツェルマット発
ベストシーズンに行く  逆さマッターホルン&高山植物  午前ハイキング【ランチ付・なし】

［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）

08:30 ケーブルカーでスネガへ
09:00 スネガゴンドラでブラウヘルドへ
 ロープウェイでロートホルンパラダイスへ
 頂上での展望をお楽しみいただきます。
09:30 シュテリー湖経由、ブラウヘルドへ

ハイキング（約2時間半）
 ブラウヘルドからゴンドラでスネガへ
12:30 昼食
 ※昼食オーダー後にガイド業務は終

了となります。昼食後は各自でツェル
マットへお戻りください。

絶景ハイキングコースを日本語ガイドと歩く
♪エーデルワーイス♪と思わず歌いたくなる、スイスのシンボルを
季節によっては見られるかも！？  ゴルナー氷河や4000m峰のパノラ
マ、逆さマッターホルンが映るシュテリー湖など絶景コースを歩き
ます。ランチあり・なし、から、ご希望に合ったプランをどうぞ！

CH321
人気

※各種交通費は含まれていません。ツアー集合前にケーブルカーとロープウェイ（ツェルマット～ロートホルン往復）のチケットを各自現地でご購
入ください。※ハイキングに適した靴、服装、装備でご参加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判断した場合、参加をお断りせざるを
得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はありません。※残雪のためコース変更の可能性があります。※雪解けが遅いと高山植物
の開花が遅れます。必ずしもエーデルワイスが見られるとは限りません。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し
受けます。
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「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。 141

《共通》※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※パス
ポートをご持参ください。※ハイキングは中級向けで難しいコースではありませんが、距離20km、所要時間7時間前後ですので、相応の体力は必要です。※歩きやすいハイ
カットのトレッキング靴、雨具、ストック、防寒具、（気になる方は着替え）、サングラス、日焼け止めクリームをご持参ください。※電車やポストバスは混雑のため、座れない
可能性があります。※7・8月は繁忙期のため大変混み合います。ご予約はお早めにお願いします。《ツェルマット発》※ガイドはブリーク駅から同行します。ツェルマット駅か
らブリーク駅へはお客様ご自身でご移動ください。《1泊2日プラン》※ホテルは、トイレ、シャワーが共用になる場合があります。※ハイキングガイドは、ドモドッソラで一緒に
行動しますがイタリアのライセンスガイドではないため、詳細のご案内はできかねます。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）14日前からは100%を申し受けます。

06:37 《ツェルマット発》電車で出発
08:02 ブリーク到着※ガイドがプラットフォーム

でお待ちしています。昼食などを購入
08:23 《ブリーク発・共通》電車でFieschへ
08:55 ポストバスに乗り換え
09:23 Binn Dorf到着、ハイキング開始
18:30 Alpe Devero到着、タクシーでドモドッソラへ
19:48 ドモドッソラから電車でブリークへ
20:16 ブリーク到着　
 ※ガイドサービスはここで終了します。
20:52 電車でツェルマットへ
22:14 ツェルマット到着

【1日目】
07:37 《ツェルマット発》電車で出発
09:02 ブリーク到着※ガイドがプラットフォーム

でお待ちしています。昼食などを購入
09:23 《ブリーク発・共通》電車でFieschへ
09:55 ポストバスに乗り換え 
10:23 Binn Dorf到着、ハイキング開始
19:30 Crampolio または Alpe Devero到着、いずれかで宿泊
【2日目】
08:30 タクシーでドモドッソラへ、世界遺産

カルヴァリオのサクロモンテ観光
09:30 カルヴァリオのサクロモンテからドモ

ドッソラ駅まで散策（約1時間）
11:58 電車でブリークへ　
12:33 ブリーク到着 ※ガイドサービスはここで終了します。
13:27 電車でツェルマットへ　
14:51 ツェルマット到着

ツェルマット発　ブリーク発
貸切日本語ハイキングガイドと行く国境越えハイキング スイスからイタリアへ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

15歳以下参加不可　※記載の料金は、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。

料　金 1名 1,012フラン、 2名 577フラン、
 3名 430フラン、 4名 359フラン、
 5名    312フラン
※ スイストラベルパス保持者　1名 877フラン、2名 442フラン、3名 295フラン、
　　　　　　   　　　 4名 224フラン、5名 177フラン
催行日 7/9～9/10の毎日
出　発 6:37　ツェルマット駅　
所要時間 約16時間
解　散 ツェルマット駅

ツェルマット発  日帰りプラン CH381
料　金 1名 924フラン、2名 489フラン、
 3名 342フラン、4名 271フラン、
 5名 224フラン
※ スイストラベルパス保持者　1名 877フラン、2名 442フラン、3名 295フラン、
　　　　　　   　　　 4名 224フラン、5名 177フラン
催行日 7/9～9/10の毎日
出　発 8:00　ブリーク駅　
所要時間 約12時間
解　散 ブリーク駅

ブリーク発  日帰りプラン CH383

料　金 1名 1,659フラン、 2名 953フラン、
 3名 712フラン、 4名 595フラン、
 5名 524フラン  
※ スイストラベルパス保持者　1名 1,524フラン、2名 812フラン、3名 577フラン、
　　　　　　   　　　 4名    459フラン、5名 389フラン　
催行日 7/9～9/9の毎日
出　発 7:37　ツェルマット駅　
所要時間 1泊2日
解　散 ツェルマット駅

ツェルマット発1泊2日プラン CH382
料　金 1名  1,571フラン、 2名 859フラン、
 3名  624フラン、 4名 506フラン、
 5名  436フラン  
※ スイストラベルパス保持者　1名 1,524フラン、2名 812フラン、3名 577フラン、
　　　　　　   　　　 4名    459フラン、5名 389フラン
催行日 7/9～9/9の毎日
出　発 9:00　ブリーク駅　
所要時間 1泊2日
解　散 ブリーク駅

スケジュール（目安）

ブリーク発1泊2日プラン CH384

ツェルマット発
貸切日本語ハイキングガイドと歩く ツェルマット地方

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

料　金 1～10名 午前 406フラン、午後 310フラン、1日 595フラン
 ※ガイド1人あたりの料金です。
催行日 5/1～10/14の毎日
出　発  午前8:30、午後14:00、1日8:30　
  ツェルマット市内ご宿泊ホテルまたはご希望の場所
所要時間 ［半日］4時間（ハイキングは2時間以内）　［1日］8時間
解　散 ツェルマット市内

貸切日本語ハイキングガイド フリープラン CH326

ご自分達だけの日本語ガイドと一緒にツェルマット周辺のハイキングをお楽し
みください。世界で最も美しい山といわれるマッターホルンを臨むハイキング、
現地に精通したガイドと歩けば思いもよらない発見や知られざる絶景スポット
も逃しません。一生の思い出になること間違いなしです。

わがままハイキング叶えます 《 CH326 CH369 共通》※登山、氷河トレッキングには対応していません。※記載のないハイ
キング中の交通費は、ガイド分も含めてお客様現地払いとなります。※歩行レベル、天候や現地
事情によってガイドよりご希望ルート以外のコースをご提案させていただく場合があります。※ハ
イキングに適した靴、服装、装備でご参加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判断
した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はあり
ません。※サングラス、日焼け止めクリームの持参をおすすめします。※6～8月は大変混み合い
ます。ご予約はお早めにお願いします。
※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

午前 マッターホルンを正面にして歩けるテッシュアルプ・スネガの穴場コース
出　発 8:30　ゴルナーグラート鉄道ツェルマット駅　駅広場側ドアの前
所要時間 約4時間
解　散 ツェルマットのスネガ・ケーブルカー乗場
《中級》マッターホルンを正面に見ながら歩ける静かなコース！

ツェルマット5つの湖巡り1日コース
出　発 8:00　ツェルマット市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 ツェルマットのスネガ・ケーブルカー乗場
《中級》マッターホルンを見ながら美しい「5つの湖」を巡るハイキング！

ツェルマット・シュヴァルツゼーの1日コース
出　発 8:00　ツェルマット市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 グレイシャーパラダイス・ゴンドラ乗場前
《中級》登りは苦手だけれどたくさん歩きたいという方に
お勧めの長い下りコース！ 途中フレッシュミルクも飲めます。

マッターホルンの登山基地ヘルンリ小屋（3260m）へ！ 1日コース
出　発 8:00　ツェルマット市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 グレイシャーパラダイス・ゴンドラ乗場前
《上級》健脚のあなた、大迫力のマッターホルンが見られます！

本物の山歩きエーデルワイス小屋・トリフトへ 1日コース
出　発 8:00　ツェルマット市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 ツェルマットのスネガ・ケーブルカー乗場
《上級》団体客はほとんどいないため静かで、バラエティーに富んだ素晴らしい景色、体力的に歩き甲斐のあるコース！

料　金 1～10名 595フラン　11歳以下参加不可
 ※ガイド1人あたりの料金です。
催行日 7/1～8/31の毎日

選べるハイキングコース CH369

ハイキングレベルの目安
初級：どなたでも参加可能。殆ど平らか軽い下りを1～2時間程度歩きます。
中級： 多少（300～500ｍ前後）のアップダウンがあり、2～3時間程度歩きます。
上級（健脚）：1000m前後のアップダウンがあり、4～5時間歩きます。

体力やお好みに合わせてお好きなコースをお選びください。
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料　金 ヴェンゲン発 1名 682フラン、2名 436フラン、
  3名 353フラン、4名 306フラン、5名 283フラン
 ラウターブルンネン発 1名 577フラン、2名 377フラン、
  3名 306フラン、4名 271フラン、5名 248フラン
 11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 6/23～10/14の毎日
出　発 7:00頃　ヴェンゲン駅キオスク前、ラウターブルンネン駅キオスク前
所要時間 約6～7時間
解　散 ヴェンゲン駅、ラウターブルンネン駅

ヴェンゲン発　　　　  　ラウターブルンネン発　　　　 　インターラーケン発　
ジェームズ・ボンド朝食付！　日本語ガイドと列車で行く シルトホルン午前ハイキング付観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

インターラーケン発着もあります
1名 695フラン、2名 448フラン、3名 365フラン、
4名 330フラン、5名 306フラン
インターラーケン発午前観光は、7:05発、
13:54着です。

スケジュール（目安）

07:03 《ヴェンゲン発》電車で出発
07:35 《ラウターブルンネン発》ポストバスで

出発
08:27 シルトホルン着後、朝食
10:03 シルトホルン発
10:20 ミューレン着後、徒歩でケーブルカー乗場へ
10:40 ミューレン発
10:44 アルメントフーベル着
 フラワー・トレイル・ハイキング
12:58 ミューレン発
13:17 ラウターブルンネン着
13:51 ヴェンゲン着

「女王陛下の007」の舞台で感動の360度パノラマを見ながら朝食を
映画「女王陛下の007」の舞台となった回転レストランで、眼前に広
がるアイガー、ユングフラウはじめ4,000m級の山々が連立する360
度のパノラマを見ながらの朝食をお楽しみいただいた後は、ハイキン
グで、自分たちの貸切ガイドと有意義な半日をお過ごしください。

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード、ユングフラウパス保持者の料金はお
問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※ハイキング
に適した靴、服装、装備でご参加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判
断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金
の返金はありません。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）5日前からは
100%を申し受けます。

CH336 CH334

貸切日本語ハイキングガイドと歩く
ユングフラウ地方

グリンデルワルト発
ヴェンゲン発

※登山、山小屋ハイキング、氷河トレッキングには対応していません。※ハイキング中の交通費は、ガイド分も含めてお客様現地払いとなります。※歩行レ
ベル、天候や現地事情によってガイドよりご希望ルート以外のコースをご提案させていただく場合があります。※ハイキングに適した靴、服装、装備でご参
加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はありませ
ん。※6～8月は大変混み合います。ご予約はお早めにお願いします。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

CH330
CH337

日本語ガイド 1名催行

料　金 1～10名 半日 318フラン、1日 512フラン　
 ※ガイド1人あたりの料金です。
催行日 5/1～10/31の毎日
出　発 午前8:30、午後14:00、1日8:30
 グリンデルワルトまたはヴェンゲン市内ご宿泊ホテル、またはご希望の場所
所要時間 ［半日］4時間　［1日］8時間
解　散 グリンデルワルト市内、ヴェンゲン市内

わがままハイキング叶えます
ヴェンゲン在住、現地を知り尽くしたガイドがご
案内します。名峰アイガー、メンヒ、ユングフラ
ウの三山の絶景が広がるユングフラウ地方でご
要望に応じたハイキングコースにご案内します。
ご自分たちだけの貸切ガイドですので、お好きな
ペースで楽しく歩けます。

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

貸切日本語ハイキングガイドの写真家・
矢鳴裕二と歩く　ユングフラウ地方

グリンデルワルト発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※登山、山小屋ハイキング、氷河トレッキングには対応していません。※ハイキング中の交通費は、ガイド分も含めてお客様現地払いとなりま
す。※歩行レベル、天候や現地事情によってガイドよりご希望ルート以外のコースをご提案させていただく場合があります。※ハイキングに適し
た靴、服装、装備でご参加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場
合でもツアー代金の返金はありません。※6～8月は大変混み合います。ご予約はお早めにお願いします。※ガイド指定ツアーのため病欠などや
むを得ない事情で催行をキャンセルする場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

CH329

日本語ガイド 1名催行

料　金 1～10名 半日 424フラン、1日 648フラン　
 ※ガイド1人あたりの料金です。
催行日 5/1～10/31の毎日
出　発 午前8:30、午後14:00、1日8:30
 グリンデルワルト市内ご宿泊ホテルまたはご希望の場所
所要時間 ［半日］4時間　 ［1日］8時間
解　散 グリンデルワルト市内

映像カメラマンとして活躍中の現地在住ハイキングガイド
グリンデルワルト周辺でハイキングをしながら、
絶景写真を撮ってみませんか。そそり立つアイ
ガー北壁、絶景のU字谷、湖に映る名峰など、
現地在住カメラマンならではの穴場をご案内しま
す。忘れがたい1日になる事間違いなしです。

プライベート

貸切日本語ガイドと行く アルプス縦走トレッキング2泊3日 
～アルプスを越えてミューレンからカンデルの谷へ

ミューレン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※普段山歩きをされている健脚・上級レベルが対象です。※山の縦走に適した装備でご参加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判断
した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はありません。※スーツケース等の荷物は出発前にミュー
レン駅からカンデルシュテーク駅へ送っておく必要があります（別料金、現地お客様払い）。※飲料水を含む昼食はホテル、山小屋で購入します。
乗り物代は含まれていません。全てお客様現地払いとなります。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）14日前からは100％を申し受けます。

CH333

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 3,359フラン、2名 1,859フラン、3名 1,359フラン、
 4名 1,112フラン、5名     959フラン　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。6名以上はお問い合わせください。
催行日 7/1～8/30の毎日
出　発 9:00　ミューレン　アルペンルーホテル前
所要時間 3日間（16:00頃終了予定）
解　散 カンデルシュテーク駅

下界では体験できない景色を！
【1日目】ミューレン発▶シュピーレンプラッツ▶ボガンゲン
アルプ(2,039m)▶ゼフィネンフルケ峠(2,612m)▶グリー
スアルプ(1,408m)・ホテル泊【2日目】グリースアルプ
発▶ブントアルプ(1,840m)▶ブリュームリスアルプ小屋
(2,778m)泊【3日目】ブリュームリスアルプ小屋発▶
オッシネン湖(1,578m)▶リフト利用▶カンデルシュテーク(1,200m)▶カンデルシュテーク駅

プライベート

ⒸSchilthorn cableway

ⒸSchilthorn cableway

貸切日本語ハイキングガイドと歩く 
白銀のグリンデルワルト　午前スノーハイキング

グリンデルワルト発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※登山、山小屋ハイキング、氷河トレッキングには対応していません。※歩行レベル、天候や現地事情によってガイドよりご希望ルート
以外のコースをご提案させてたいただく場合があります。※ハイキングに適した靴、服装、装備でご参加ください。装備やレベルに問題
があるとガイドが判断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はありません。※サング
ラス、日焼け止めクリームの持参をおすすめします。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

CH385

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 412フラン、2名 236フラン、3名 177フラン、
 4名 153フラン、5名 130フラン　11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。6名以上はお問い合わせください。
催行日 12/15～3/31の毎日（12/24・25、1/1を除く）
出　発 8:45　グリンデルワルト市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 グリンデルワルトのフィルストゴンドラ駅

白銀のグリンデルワルト
スキーをしない方でも楽しめる白銀のグリンデル
ワルト。白く雪をかぶったアイガー北壁やベッター
ホルン等の名峰を見ながら貸切日本語ハイキン
グガイドと一緒に歩く、感動の半日ハイキングツ
アーです。

プライベート

ⒸGrindelwaldbus Mr Birri

CH396
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SWITZERLAND

スイス

フランス

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

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

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。
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スイス

ヴェンゲン発、グリンデルワルト発、ラウターブルンネン発
日本語ガイドと行く ユングフラウヨッホ午前観光～ヨーロッパ最高地点の鉄道駅

［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）

08:07 ラウターブルンネン発
08:17 グリンデルワルト発
08:24 ヴェンゲン発
 クライネシャイデック経由
09:35 ユングフラウヨッホ着、観光
11:13 ユングフラウヨッホ発
11:48 クライネシャイデック着後、解散

料　金 1名 324フラン、2名 171フラン、3名 118フラン、
 4名    95フラン、5名    77フラン
 ※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。
 ※電車代は含まれていません。ご集合前に各自ご購入下さい。
出　発 ［ヴェンゲン発］　　　 8:10　ヴェンゲン駅キオスク前
 ［グリンデルワルト発］8:00　グリンデルワルト駅前郵便局の黄色の郵便箱の前
 ［ラウターブルンネン発］7:50　ラウターブルンネン駅キオスク前
所要時間 ［ヴェンゲン発］約3時間
 ［グリンデルワルト、ラウターブルンネン発］約3時間30分
解　散  クライネ・シャイデック駅

ヨーロッパ最高地点の鉄道駅ユングフラウヨッホ
登山電車を乗り継いでクライネシャイデックへ。そこからいよいよ、ヨーロッパの鉄道駅では一番高いユングフラウヨッホへ向かうユングフラウ鉄道に乗ります。
世界中からの旅行者で混み合う大人気の鉄道ゆえ、個人の旅ではスムースに行けなかったり、夏は満席になることも度々ですが、このツアーなら予約込みなの
で心配ご無用です。現地在住ガイドが、適切な時間配分で見どころをくまなく日本語でご案内します。
※電車のチケット（ヴェンゲン、グリンデルワルトまたはラウターブルンネン～ユングフラウヨッホ間往復）はご集合前に各自ご購入下さい。※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。

CH401

ⒸJungfraubahnen2017

スケジュール（目安）

07:31 バーゼル駅発, ベルン経由でクライネシャイデックへ
 途中、グリンデルワルトにて写真ストップ
11:19 クライネシャイデック着後、散策、ランチタイム
13:00 列車にてユングフラウヨッホへ
13:35 ユングフラウヨッホ着、観光
14:43 出発、バーゼルへ
18:59 バーゼル着

※スイストラベルパスをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※ハーフフェアカードは、スイス、リヒテンシュタイン国籍および在住者は対象外となります。※ハーフフェアカード利用時の電車の検札で身分証明書の提示を求められる場合に備えパスポー
トをご持参ください。※参加日よりも早い日にちからハーフフェアカードのご利用を希望される場合は、お申し込み時にご利用開始予定日、氏名、生年月日、パスポート番号、国籍をお知らせください。その場合はご利用開始予定日の（土日祝、年末年始を除く）
14日前から変更取消料として143フランを申し受けます。※スイストラベルパス保持者およびハーフフェアカード保持者には、ハーフフェアカードのプレゼントはありません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

バーゼル発　
日本語ガイドと列車で行く　世界遺産・憧れのユングフラウヨッホ1日観光　半額カードをプレゼント！
料　金    ［4～5・9～3月］1名 977フラン、2名 671フラン、3名 565フラン、4名 518フラン、5名 483フラン
　　　    ［6～8月］ 1名 989フラン、2名 683フラン、3名 577フラン、4名 530フラン、5名 495フラン
      ［4～5・9～3月］1名 789フラン、2名 483フラン、3名 377フラン、4名 330フラン、5名 306フラン
  ［6～8月］　　　   1名 812フラン、2名 506フラン、3名 400フラン、4名 353フラン、5名 318フラン

出　発 7:15　バーゼル駅側ヴィクトリアホテル前
所要時間 約11時間30分
解　散 バーゼル駅

CH399

料　金    ［4～5・9～3月］ 1名 848フラン、2名 577フラン、3名 495フラン、4名 448フラン、5名 424フラン
　　　    ［6～8月］ 1名 871フラン、2名 600フラン、3名 518フラン、4名 471フラン、5名 448フラン
  ［4～5・9～3月］1名 706フラン、2名 448フラン、3名 365フラン、
   4名 306フラン、5名 283フラン
  ［6～8月］　　　   1名 730フラン、2名 471フラン、3名 389フラン、
   4名 330フラン、5名 306フラン

出　発 8:20　ベルン駅構内大時刻表前
所要時間 約9時間30分
解　散 ベルン駅

スケジュール（目安）

08:34 ベルン駅発、クライネシャイデックへ
 途中、グリンデルワルトにて写真ストップ
11:19 クライネシャイデック着後、散策、ランチタイム
13:00 列車でユングフラウヨッホへ
13:35 ユングフラウヨッホ着、観光
14:43 出発、ベルンへ
17:52 ベルン着

ベルン発
日本語ガイドと列車で行く　世界遺産・憧れのユングフラウヨッホ1日観光

CH398

スケジュール（目安）

07:32 チューリッヒ中央駅発
 ベルン経由でクライネシャイデックへ
 途中、グリンデルワルトにて写真ストップ
11:19 クライネシャイデック着後、散策、ランチタイム
12:30 列車でユングフラウヨッホへ
13:05 ユングフラウヨッホ着、観光
14:13 出発、ベルンへ
17:24 ベルン着、観光
18:58 チューリッヒ着

スケジュール（目安）

07:32 チューリッヒ中央駅発
 ベルン経由でクライネシャイデックへ
 途中、グリンデルワルトにて写真ストップ
11:19 クライネシャイデック着後、散策、ランチタイム
13:00 列車でユングフラウヨッホへ
13:35 ユングフラウヨッホ着、観光
14:43 出発、チューリッヒへ
18:58 チューリッヒ着

チューリッヒ発
世界遺産・憧れのユングフラウヨッホ1日観光　半額カードをプレゼント！
料　金    ［4～5・9～3月］ 1名 977フラン、2名 671フラン、3名 565フラン、4名 518フラン、5名 483フラン
　　　    ［6～8月］ 1名 989フラン、2名 683フラン、3名 577フラン、4名 530フラン、5名 495フラン
  ［4～5・9～3月］1名 789フラン、2名 483フラン、3名 377フラン、
   4名 330フラン、5名 306フラン
  ［6～8月］　　　   1名 812フラン、2名 506フラン、3名 400フラン、
   4名 353フラン、5名 318フラン

出　発 7:10　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約11時間30分
解　散 チューリッヒ中央駅

CH331

貸切日本語ガイドと憧れのスイスアルプス観光
ご自分たちだけの貸切ガイドと一緒にユングフラウヨッホ観光をお楽しみください。途中のスケジュールの調整がきくのはプ
ライベートツアーならでは。ご希望に応じて、途中インターラーケンや、アイガーの麓グリンデルワルト、U字谷の美しい眺
めが見られるヴェンゲンなどで時間を取ることもできますし、自由に写真タイムやお土産タイムを取ることも可能です。ヨー
ロッパで一番高い鉄道駅「ユングフラウヨッホ」へマイペースで見どころを堪能、一生の思い出となることでしょう。

チューリッヒ発、ベルン発、バーゼル発
日本語ガイドと列車で行く 世界遺産・憧れのユングフラウヨッホ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

 4歳以下参加不可　※記載の料金は、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

人気

チューリッヒ発　
2つの世界遺産・憧れのユングフラウヨッホとベルン旧市街 1日観光 　半額カードをプレゼント！
料　金    ［4～5・9～3月］ 1名 1,012フラン、2名 683フラン、3名 577フラン、4名 530フラン、5名 495フラン
　　　    ［6～8月］ 1名 1,024フラン、2名 706フラン、3名 589フラン、4名 542フラン、5名 506フラン
  ［4～5・9～3月］1名 824フラン、2名 506フラン、3名 400フラン、
       4名 342フラン、5名 306フラン
  ［6～8月］　　　   1名 848フラン、2名 530フラン、3名 412フラン、
       4名 365フラン、5名 330フラン

出　発 7:10　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約12時間30分
解　散 チューリッヒ中央駅

CH397

ⒸJungfraubahnen2017

※スイストラベル
　パス保持者料金

※スイストラベル
　パス保持者料金

※スイストラベル
　パス保持者料金

※スイストラベル
　パス保持者料金

ⒸJungfraubahnen2017

ⒸJungfraubahnen2017
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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 1,259フラン、2名 665フラン、3名 465フラン、
 4名     365フラン、5名 306フラン　
 ※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 ［6/23～7/6、8/20～10/7］金・土・日　［7/7～8/19］毎日　

（4/1～6/22、10/8～3/31を除く）
出　発 10:45　インターラーケン・オスト駅前または市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 インターラーケン・オスト駅前または市内ご宿泊ホテル

インターラーケン発                           グリンデルワルト発     
日本語ドライバーガイドと専用車で行く　アルプス峠とフルカ山岳SLトレイン 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

フルカ山岳蒸気鉄道にも乗車　充実の1日観光
自然あふれるギースバッハの滝またはアーレ川渓谷を散策し、有名な3つの峠、 
グリムゼル峠、フルカ峠、スーステン峠を超え、注目のフルカ山岳蒸気鉄道に乗車
します。新フルカトンネルの完成で一度は廃線になった路線が、7,000人にも及ぶ
ボランティアのおかげで18年後に再び復活した、アルプスの絶景の中を走るSL列車
です。さらに、悪魔の橋またはスイスの英雄ウィリアムテル像の写真ストップもあ
り、交通の便の悪い地を日本語ドライバーの専用車で周れる、充実の1日観光です。

CH356CH357

※インターラーケン発着、グリンデルワルト発着とも同料金です。
※アーレシュルフトの入場料は含まれていません。お客様による現地払いとなりま
す。（8.5フラン、2017年11月現在）※日本語ドライバーガイドはSLには同乗しませ
ん。乗車ご案内の後、下車駅のレアルプでお待ちしています。
※変更取消料として、参加日（土日祝を除く）の10日前からは100%を申し受けます。

ギースバッハでロマンチックなディナー 
～ブリエンツ湖遊覧とヨーロッパ一古いケーブルカー

インターラーケン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。お客様ご自身でレストランに行っていただきます。※スイストラベルパ
ス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知
らせください。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）5日前からは100%を申し受けます。

CH388

1名催行

料　金 1名 259フラン、2名 183フラン、3名 159フラン、
 4～5名 148フラン　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 5/10～10/21の毎日
出　発 16:07　インターラーケン・オスト船着場
所要時間 約4時間30分
解　散 インターラーケン市内ご宿泊ホテルまたはご希望の場所

マイナスイオンたっぷりの散策とロマンチックなディナー
16:07 インターラーケン・オストを船で出発▶
17:09 ギースバッハ船着場着、ヨーロッパ一古
いケーブルカーでホテルまで上ります▶17:20 
ホテル周辺の公園散策、滝も見られます
▶18:30 夕食（3コース）▶20:00 専用車でイン
ターラーケンへ▶20:30 インターラーケン着

プライベート

料　金 1名 636フラン、2名 365フラン、3名 295フラン、
 4名 248フラン、5名 224フラン　
 ※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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 565フラン、2名 295フラン、
 　3名 224フラン、4名 177フラン、5名 153フラン
催行日 5/10～10/4の毎日
出　発 9:50　インターラーケン・オスト駅前
所要時間 約9時間
解　散 インターラーケン・オスト駅

インターラーケン発
日本語ガイドと列車で行く　ブリエンツ湖、ライヘンバッハの滝と渓谷アーレシュルフト 1日観光 ～優雅なティータイム付

［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）

10:04 電車でインターラーケン発
10:46 マイリンゲンアルプバッハ着、ヴィリ

ンゲンへ徒歩で移動（約15分）
11:15 ケーブルカー乗車（上り）
11:22 着後、ライヘンバッハの滝の観光
12:15 ケーブルカー乗車（下り）
12:22 ヴィリンゲン着後、アーレシュルフト

へ徒歩移動（約15分）
12:45 自由昼食時間
13:45 アーレシュルフト渓谷観光（入場）
15:05 アーレシュルフト・オスト駅から電車

でブリエンツへ
15:33 ブリエンツ着
15:40 船でギースバッハへ
15:51 ギースバッハ着、ケーブルカー乗車
16:15 ギースバッハホテルでティータイム
17:40 ケーブルカーで港へ
17:51 船でインターラーケンへ
18:53 インターラーケン着

スイス一豪快な渓谷とスイス一透明な湖　盛りだくさんの1日
小説『最後の事件』でシャーロック・ホームズが滝つぼに落ちた 
「ライヘンバッハの滝」、スイス一の透明度を誇るエメラルドグリー
ンの「ブリエンツ湖」遊覧、スイス一豪快な渓谷「アーレシュルフ
ト」、ヨーロッパ一古いケーブルカーで行く「ギースバッハ」の滝。
由緒あるギースバッハホテルでのティータイムも入った、充実の 
1日観光です。

CH322

※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知
らせください。ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。
※変更取消料として、参加日（土日祝を除く）の5日前からは100%を申し受けます。

ⒸGrimselwelt

スケジュール（目安）

10:15 《グリンデルワルト発》専用車で出発
10:45 《インターラーケン発》専用車で出発
 アーレシュルフトまたはギースバッハ

（いずれか選択）着後、散策
12:30 グリムゼル峠着後、自由昼食
13:45 出発
14:00 グレッチ着
14:20 フルカ山岳蒸気鉄道乗車
 ※ドライバーは同乗しません。
16:10 レアルプ着、専用車でスーステン峠

またはブリュニック峠経由インター 
ラーケンへ

 途中、悪魔の橋またはアルトドルフの
ウィリアム・テル銅像前（いずれか選
択）で写真ストップ

 ※フルカ峠、グリムゼル峠経由で展
望台での写真ストップも可能です。

18:45 インターラーケン着
19:15 グリンデルワルト着

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの
方はお申し込み時にお知らせください。※変更取消料として、参加日（土日祝を除く）の5日前か
らは100％を申し受けます。

料　金 1名 424フラン、2名 248フラン、3名 200フラン、
 4名 171フラン、5名 153フラン
 ※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 5/10～10/4の毎日
出　発 12:50　インターラーケン・オスト駅前
所要時間 約5時間
解　散 インターラーケン・オスト駅

アルプスで最も高所にある滝へ
13:04 電車で出発▶13:46 マイリンゲンアルプバッハ
着、ヴィリンゲンへ徒歩で移動（約15分）▶14:15 ケー
ブルカーでライヘンバッハの滝へ▶15:22 ヴィリンゲン
に戻り、徒歩でアーレシュルフトへ（約15分）▶15:45 
アーレシュルフト渓谷観光（入場、徒歩で通り抜け）▶
17:05 アーレシュルフト・オスト駅から電車▶17:55 インターラーケン着

［運行会社］MIKI TRAVEL

日本語ガイドと列車で行く　
ライヘンバッハの滝と渓谷アーレシュルフト午後観光

日本語ガイド 1名催行

プライベートインターラーケン発 CH409

ⒸGrimselwelt
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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。

貸切日本語ハイキングガイドと歩くアルプスの1日
～スリル満点過ぎる絶景の吊り橋

インターラーケン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※周辺にレストラ
ンはありませんので、昼食をご持参ください。※高所恐怖症の方はご参加いただけません。※ロープウェイは8人乗りのため、混雑により時間がかかる場
合があります。特に週末は混み合いますので予めご了承ください。可能な限り平日のご参加をお奨めします。※装備やレベルに問題があるとガイドが判
断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はありません。※当日悪天候でトリフト橋が渡れない場合は、
お客様のご希望に合わせてガイドが別のルートをご案内いたします。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100％を申し受けます。

CH386

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 659フラン、2名 377フラン、3名 283フラン、
 4名 236フラン、5名 212フラン　11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 6/9～10/21の毎日
出　発 6:50　インターラーケン・オスト駅前
所要時間 約10時間
解　散 インターラーケン・オスト駅

スリル満点すぎる絶景の吊り橋
7:04 出発▶8:12 電車とポストバスでトリフト
バーンへ▶ロープウェイで上りハイキング▶9:00 
ハイキングスタート▶15:00 ロープウェイ乗場に
戻る▶15:40 電車とバスでインターラーケンへ▶
16:55 到着

プライベート

貸切日本語ハイキングガイドと歩くアルプスの1日
～ヨーロッパ一急勾配のケーブルカーと絶景ゲルマー湖

インターラーケン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※周辺にレストランはありませんので、
昼食をご持参ください。※高所恐怖症の方はご参加いただけません。※ケーブルカーは混雑により時間がかかる場合があります。特に週末は混み合いますので予めご了承くだ
さい。可能な限り平日のご参加をお奨めします。※ゲルマー湖の外周一周ハイキングは山歩きに慣れた方向けです。丸一周しなければファミリー層にもお楽しみ頂けます。 
※ご希望のコースを承りますが、装備やレベルによりガイドから代案コースを提案させていただく場合があります。。※装備やレベルに問題があるとガイドが判断した場合、参
加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でもツアー代金の返金はありません。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100％を申し受けます。

CH387

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 718フラン、2名 424フラン、3名 330フラン、
 4名 271フラン、5名 248フラン　11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 6/9～10/21の毎日
出　発 9:50　インターラーケン・オスト駅前
所要時間 約8時間
解　散 インターラーケン・オスト駅

ありえない角度!?のケーブルカー
10:04 出発▶11:23 電車とポストバスでハンデック
へ▶ケーブルカー乗場へ徒歩移動（約15分）▶ケー
ブルカーでゲルマー湖へ▶12:15 ハイキング開始▶
16:00 ケーブルカー乗場に戻る▶16:36 ポストバス
と電車でインターラーケンへ▶17:55 到着

プライベート

ⒸGrimselweltⒸGrimselwelt

日本語ガイドと列車と船で行く　トゥーン湖とハーダークルム展望台 1日観光 ～パノラマランチ付
［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

09:04 電車で出発 
09:22 トゥーン着後、トゥーン湖クルーズ 
10:26 シュピーツ着後、港から駅まで散策（約15～20分）
11:03 電車でシュピーツ発
11:28 インターラーケン・オスト着後、駅から徒

歩でケーブルカー乗り場へ（約5～10分）
11:50 ケーブルカー乗車
12:05 ハーダークルム山頂駅着後、絶景

パノラマを見ながら昼食
13:40 ケーブルカーで下山
13:50 インターラーケン散策
15:29 電車でインターラーケン発
16:23 ベルン着
【ベルン観光をご希望の場合】　　　
13:40 ケーブルカーで下山
14:05 電車でインターラーケン発
14:52 ベルン着後、市内観光　※市内交通費は

含まれていません。当日お支払いください。
16:45 ベルン市内で終了

ベルン発 CH358

日本語ガイド

料　金 1名 630フラン、2名 377フラン、3名 312フラン、
 4名 271フラン、5名 242フラン
 ※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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 530フラン、2名 277フラン、

　3名 212フラン、4名 171フラン、5名 142フラン
催行日 4/14～11/25の毎日
出　発 8:50　ベルン駅構内大時刻表前
所要時間 約7時間30分
解　散 ベルン駅または市内

エメラルド色の湖とユングフラウ三山を望むランチ
美しいエメラルド色の澄んだ水で有名なトゥーン湖のクルーズと 
ハーダークルム展望台レストランでの昼食、インターラーケンの散
策をお楽しみいただく、スイスらしさ一杯のコンパクトにまとまった
1日郊外観光です。アルプスの絶景を見ながらの昼食は、心もお腹
も満たしてくれることでしょう。

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者をお持ちの方はお申し込み時
にお知らせください。※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせくださ
い。※ベルン観光を選択した場合で市内交通費が発生した場合は現場にてお支払
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。

日本語ガイドと列車＆路線バスで行く　エメンタール半日観光 CH389
料　金 1名 395フラン、2名 212フラン、3名 171フラン、
 4名 142フラン、5名 124フラン
 ※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　（4/2、5/10・21、12/21・24～26、1/1・16を除く）
出　発 8:05、12:05　ベルン駅構内大時刻表前
所要時間 約5時間
解　散 ベルン駅

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込
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、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

8:20/12:20 電車で出発▶路線バスに乗り継ぎ▶チーズ工場見学、試食、ショッピング（チー
ズ製造作業は見学不可）▶路線バス、電車を乗り継ぎ▶お菓子メーカーKAMBLYのアウトレッ
トショップ（お菓子試食付）▶12:45/16:45電車でベルンへ▶13:26/17:26 ベルン着

ベルン発
日本語ガイドと行く　チーズのふるさとエメンタール

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行日本語ガイド

日本語ガイドと専用車で行く　エメンタール1日観光 ～農家ランチ付 CH393
料　金 1名 1,095フラン、2名 542フラン、3名 377フラン、
 4名     295フラン、5名 236フラン
 ※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　（4/2、5/10・21、12/21・24～26、1/1・16を除く）
出　発 9:30　ベルン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7時間
解　散 ベルン市内ご宿泊ホテルまたはベルン市内ご希望の場所

専用車で出発▶10:30 お菓子メーカーKAMBLYのアウトレットショップ（お菓子試食＋お
菓子作り見学付）▶11:15 専用車で出発▶12:00 エメンタール地方の人気農家レストラン
にてBBQソーセージ＋サラダの昼食（その後チーズの試食があるため軽めのランチです。）
▶13:00専用車でチーズ工場へ▶14:00 到着後、チーズ工場見学、試食、ショッピング
（チーズ製造工程見学は不可）▶15:30 出発▶16:30ベルン着
※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。

日本語ガイドと列車＆路線バスで行く　エメンタール午前観光＋ベルン午後ウォーキングツアー CH391
料　金 1名 570フラン、2名 297フラン、3名 237フラン、
 4名 194フラン、5名 167フラン
 ※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。

エメンタール半日観光（8:05発13:26着 CH389 ）とベルン半日ウォーキングツアー（15:00
発17:00終了、p.146 CH325）の組み合わせです。同日のご利用でベルン半日ウォーキング
ツアーが20％オフになりお得です。
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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。

日本語ガイドと歩く
ベルン半日ウォーキングツアー

ベルン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※大聖堂がクローズの場合は外観見学となります。※市内ご宿泊ホテルを出発場所にする場合、
HOLIDAY INNは対象外です。※クリスマスマーケット開催期間中は、クリスマスマーケットを訪れ
るツアーを催行します（8月頃発表予定）。
※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。

CH325

日本語ガイド 1名催行 人気

料　金 1名 218フラン、2名 106フラン、3名 83フラン、
 4名    65フラン、5名    53フラン　
 ※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 9:00～17:00の毎時　ベルン駅構内大時刻表前または市内ご宿泊ホテル
所要時間 約2時間
解　散 大時計前

スイスの首都、世界遺産の街ベルン
出発▶市バスでバラ公園へ▶バラ公園からベルン
旧市街を一望▶徒歩で熊公園へ▶旧市街観光
（大聖堂など）▶仕掛け時計前に移動、終了
ベルンを代表するお菓子「MADELBERI」を 
プレゼント！

プライベート

世界遺産ラ・ショー・ド・フォン午後観光 
～スイス時計発祥の地、ル・コルビュジエ生誕の地

ベルン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※入場
料は含まれていません。現地にてお支払いください（白い家10フラン、時計博物館15フラン：2017年11月時点）。ガイドの入場をご希望の場
合はガイド分の入場料もご負担ください。※白い家は内部でのガイディングは不可です。※大部分が徒歩観光ですので歩きやすい靴でご参加
ください。※ガイドは建築や時計の専門家ではありません。ル・コルビュジエやラ・ショー・ド・フォンの時計産業に関するご案内はします
が、専門的な視察等はお受けできかねます。※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。

CH370

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 424フラン、2名 253フラン、3名 195フラン、
 4名 165フラン、5名 153フラン　
 ※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　（12/25、1/1を除く）
出　発 12:40　ベルン駅構内大時刻表前
所要時間 約6時間
解　散 ベルン駅

時計とル・コルビュジエの街
12:53 電車で出発▶13:57 ラ・ショー・ド・フォン
着、公共バスで市の高台地域へ▶14:30 「白い家」
見学（約20～30分）▶徒歩で市中心部へ、ル・コルビュジエ建築（Cinema Scala, 
Villa Turque, Villa Fallet等）を外観見学、時計産業の説明とアールヌーボー建築
の案内▶15:45 時計博物館見学（約1時間）▶17:32 電車で出発▶18:47 ベルン着

プライベート

ⒸEveline PerroudAMBF.L.C.ProLitteris

日本語ガイドとルツェルン半日散策　
～絶景ホテルでのティータイム付

ルツェルン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※日本語ガイドはお客様をティールームにご案内し業務終了となります。
※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。

CH319

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 236フラン、2名 118フラン、3名 95フラン、
 4名    77フラン、5名    65フラン　
 ※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、10:00、12:00～16:00の毎時
 ルツェルン市内ご宿泊ホテルまたはモノポール・ホテル前
所要時間 約2時間
解　散 モンタナホテル

美しい街並みと湖や山が織り成す絶景
9:00 出発 ▶9:04 バスでトリプシェンへ▶9:10 美
しい眺望をお楽しみください▶9:43 バスでルツェ
ルンへ▶9:50 着後、カペル橋を渡りながら観
光、旧市街散策、ライオン像▶11:00 モンタナ
ホテル着▶テラスからの景色をご案内の後ティー
タイム、各自解散

プライベート

日本語ガイドと歩く ルツェルン午後観光クルーズ付
&チーズフォンデュのディナーショー

ルツェルン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※日本語ガイドはお客様をレストランにご案内し、注文のお手伝いをしたところで業務終了となり
ます。※天候や増水などにより船が運休の場合は行程が変更されます。
※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。

CH310

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 353フラン、2名 212フラン、3名 177フラン、
 4名 153フラン、5名 142フラン　
 ※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 4/1～10/21の毎日　
出　発 15:30　ルツェルン市内ご宿泊ホテルまたはシュヴァイツァーホフ・ホテル前
所要時間 約4時間
解　散 シュタットケラー・レストラン

ルツェルン湖遊覧と伝統のフォークロアショーディナー
15:45 徒歩で乗船場へ▶16:30 ルツェルン湖遊
覧船▶17:45 ルツェルン徒歩市内観光▶19:00 
カペル広場近くのレストランにて夕食▶人気の
フォークロアショーをご覧いただきながらスイス
料理をどうぞ。食事終了後、各自解散
※レストランでの音楽演奏は19:30から、ショーは20:00開始です。

プライベート

料　金 1名 600フラン、2名 353フラン、3名 283フラン、
 4名 236フラン、5名 212フラン　
 ※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。
 ※ スイストラベルパス保持者料金　1名 542フラン、2名 295フラン、
 　3名 212フラン、4名 177フラン、5名 153フラン
催行日 5/5～10/21の毎日
出　発 9:05　モノポール・ホテル入口前
所要時間 約7時間30分
解　散 ライオン像前

ルツェルン発
日本語ガイドと行く　ピラトゥス1日観光 ～登山列車、ロープウェイ、クルーズ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

チューリッヒ発着もあります
1名 730フラン、2名 459フラン、
3名 365フラン、4名 318フラン、5名 295フラン
8:15出発▶8:35電車発▶9:25ルツェルン着
後、同スケジュール▶17:10 ルツェルン発▶
17:56 チューリッヒ着

スケジュール（目安）

09:20 徒歩で船乗り場へ
09:38 船でアルプナッハシュタットへ
10:46 着後、徒歩で電車駅へ
10:55 登山列車でピラトゥスへ
11:25 自由行動（昼食時間含む）
13:45 ロープウェイ、ゴンドラ、市バスで
 ルツェルンへ
15:00 徒歩でルツェルン市内観光
 （湖畔散策、カペル橋、旧市街）
17:00 ライオン像前で終了

ピラトゥスからの絶景！スイスらしさ満載の大満喫ツアー
日本語ガイドと一緒に回遊ツアーに行きましょう。独立峰ピラトゥス
からの景色はまさに絶景。ロープウェイ、登山列車、遊覧船と様々
な乗り物に乗って景色を見られるのも楽しみです。最後にルツェル
ン市内観光も入った、ルツェルンと周辺観光の決定版です。

CH311 チューリッヒ発
人気

※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※スイストラベルパス
及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※ロープ
ウェイ運休期間は行程が変わります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）5日前からは100%を申し受けます。

CH410
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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。

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方
はお申し込み時にお知らせください。※ピクニックランチをご希望の場合は、事前にルツェルンで
ご購入ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）5日前からは100%を申し受けます。

スイスの英雄ウィリアム・テルゆかりの地
8:06 電車で出発▶8:53 ブリュンネン着、港に徒
歩で移動▶9:20 船でリュトリへ▶9:31 「リュトリの
草原」（片道徒歩約15分）▶10:21 船でテルス
プラッテへ▶10:39 着後、フリューエレンまでハイ
キング（約2km、1時間15分）▶途中、テル礼拝堂に立ち寄り▶昼食時間（レ
ストランまたはピクニック）▶13:30 フリューエレン着▶13:57 バスでアルトドル
フへ▶14:11 着後、ウィリアム・テル銅像観光と町の散策▶15:28 バスでフリュー
エレンへ、その後電車でルツェルンへ▶16:41 ルツェルン着

日本語ガイドとウィリアム・テルの足跡を歩く1日観光
ルツェルン発 ［運行会社］MIKI TRAVELCH320

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 571フラン、2名 312フラン、3名 248フラン、
 4名 206フラン、5名 177フラン　11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 5/26～9/9の毎日　
出　発 7:50　モノポール・ホテル前
所要時間 約8時間30分
解　散 ルツェルン駅

プライベート

※ハイキングに適した靴でご参加ください。途中多少でこぼこ道がありますが、通常スニーカーでも歩ける
ハイキングコースです。※悪天候（雨・雪）や寒暖の差に備えた服装の準備をしてください。※水・行動
食などを背負って歩けるリュックサックをご用意ください。※サングラス、日焼け止めクリームをご持参され
ることをおすすめします。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）5日前からは100%を申し受けます。

チューリッヒから半日で手軽にハイキング
9:05電車で出発▶9:25 ユトリベルク着、徒歩（約
10分）にて展望台へ▶チューリッヒ湖とアルプス
の景色をお楽しみください▶10:10 ハイキング開
始▶ユトリベルク～フォレンワイド～バルデレン～
フェルゼネック（約5km）を歩きます▶11:40 フェルゼネック着後、ロープウェイ
でアドリスヴィルへ▶11:55 着後、徒歩で駅へ▶12:15 電車でチューリッヒへ▶
12:31 チューリッヒ着　※午後は13:05発の電車、16:31チューリッヒ着です。

日本語ガイドと歩くチューリッヒ近郊絶景半日ハイキング
チューリッヒ発 ［運行会社］MIKI TRAVELCH414

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 318フラン、2名 177フラン、3名 118フラン、
 4名    95フラン、5名    83フラン　11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 4/1～10/27の毎日
出　発 8:45、12:45　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約4時間
解　散 チューリッヒ中央駅

プライベート

料　金 1名 871フラン、2名 553フラン、3名 471フラン、
 4名 424フラン、5名 389フラン　4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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 612フラン、2名 283フラン、

　3名 212フラン、4名 153フラン、5名 130フラン
催行日 毎日　（4/23～27、11/12～12/7を除く）
出　発 7:15　ご宿泊ホテル、または7:40　チューリッヒ中央駅
所要時間 約11時間30分
解　散 チューリッヒ中央駅

チューリッヒ発
日本語ガイドと列車で行く　シルトホルン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）

08:02 電車で出発
10:58 ミューレン着後、徒歩でロープウェイ

乗場へ
11:40 ロープウェイでシルトホルンへ
11:57 シルトホルン着後、観光と自由昼食
13:33 電車で出発
 ミューレン経由、ルツェルンへ
 途中、ポストバスにも乗車します
16:55 ルツェルン着後、散策
18:10 電車で出発
18:56 チューリッヒ着
※ 途中の行程はガイドと相談して調整が可能です。
他のルートも承ります。

映画「女王陛下の007」の舞台からアルプスのパノラマ絶景を
標高2,970mのシルトホルン。アイガー、ユングフラウなどの名峰
が目前に迫ります。映画『女王陛下の007』の舞台となった有名
な回転レストラン「ピッツグロリア」では、お食事しながら美しい
4,000m級のアルプスの峰々が広がる360°のパノラマをお楽しみく
ださい。貸切りガイドと一緒ですので、マイペースに見所を堪能で
き、自由に写真タイムやお土産タイムも取れます。万が一、曇天
の場合でもトリューメルバッハの岩中の滝を観光するなど、経験豊
かなガイドが臨機応変にご案内します。

CH360

※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせくださ
い。スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの
方はお申し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、年末年始を除く）5日前からは
100%を申し受けます。

ⒸSchilthorn Cableway

ⒸSchilthorn Cableway

料　金 1名 800フラン、2名 471フラン、3名 389フラン、
 4名 342フラン、5名 306フラン
 ※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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 636フラン、2名 306フラン、
 　3名 224フラン、4名 177フラン、5名 142フラン
催行日 4/14～11/18の毎日　
出　発 7:45　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約10時間
解　散 チューリッヒ中央駅

チューリッヒ発
日本語ガイドと行く　ルツェルン地方1日観光　世界初オープントップ２階建てロープウェイと絶景展望スポット　ルツェルン観光付

［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）

08:04 電車で出発
08:49 ルツェルン着
09:15 ルツェルンから船で出発
09:45 ケーブルカーでビュルゲンシュトックへ
09:51  ビュルゲンシュトック着、オードリー・ヘップバーンが

結婚式を挙げた礼拝堂（外観）で写真ストップなど
10:49 バスと電車でシュタンスへ
11:18  シュタンス着後、ケーブルカー乗場へ

徒歩移動
11:30  ケーブルカーと2階建てオープンデッキ

ロープウェイ「カブリオ」に搭乗 
11:54  シュタンザーホルン着、昼食時間含む自由時間
13:45 ルツェルンに向け出発
14:49 ルツェルン着後、市内観光
16:35 電車でチューリッヒへ
17:25  チューリッヒ着

超高級リゾートと2階建てオープンロープウェイ
ビュルゲンシュトックは、チャップリンやソフィア・ローレン、カーター
元アメリカ大統領も訪れた超高級リゾート。オードリー・ヘップバーン 
が結婚式を挙げた礼拝堂もあります。シュタンスからは可愛らしい
ケーブルカーと世界初のオープンデッキ付2階建てロープウェイに
乗ってシュタンザーホルン展望台へ。ルツェルン周辺の人気観光ス
ポットをめぐる1日観光です。

CH411

※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※スイストラベルパス
及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※オー
ドリー・ヘップバーンが結婚式を挙げた礼拝堂には入場できません。外観観光の
みとなります。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）5日前からは100%
を申し受けます。ⒸCabrio

ⒸZürich Tourismus

ルツェルン発着もあります
1名 577フラン、2名 330フラン、3名 271フラン、
4名 236フラン、5名 212フラン
8:55出発▶9:15乗船、同スケジュール▶14:49終了

CH412
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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。

9:37 電車で出発▶11:16 電車と市バスを乗り
継ぎマイナウ島着、観光と昼食時間▶13:55 
ボーデン湖クルーズでマイナウからコンスタン
ツへ▶14:25 コンスタンツ着後、散策▶16:03 
電車で出発▶17:21 チューリッヒ着

料　金 1名 530フラン、2名 306フラン、3名 224フラン、
 4名 189フラン、5名 165フラン　
 ※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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 459フラン、2名 236フラン、
     3名 153フラン、4名 118フラン、5名 95フラン
催行日 毎日　(12/25・26を除く)
出　発 9:50　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約8時間
解　散 チューリッヒ旧市街

チューリッヒ発
日本語ガイドと列車で行く  アインジーデルンとラッパーズヴィール1日観光 クルーズ付

［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）

10:12 電車で出発
10:58 アインジーデルン着
 修道院見学後、自由昼食
13:30 菓子店ゴールドアプフェル（金のリンゴ）
14:12 電車でラッパーズヴィールへ
14:52 着後、旧市街散策
16:10 電車でキュスナハトへ
16:46 キュスナハト着後、徒歩で乗船場へ
17:03  船でキュスナハト発、チューリッヒ湖 

遊覧をお楽しみください。
17:25 チューリッヒ着後、徒歩で旧市街へ
17:50 終了

《木製橋を渡る場合》
14:49 ご希望の場合は Hurden下車
ヨーロッパの美しい道20選に選ばれた巡礼路「聖
ヤコブの道」であるチューリッヒ湖を渡る木製の橋
「Holzbrücke Rapperswil-Hurden Strandweg」
を渡って対岸のラッパーズヴィールまで歩くこと
も可能です（12/24・31、1/1を除く）。その場合
はラッパーズヴィース観光は含まれません。
16:10 ラッパーズヴィールから電車でキュス
 ナハトへ
以降同じスケジュールとなります。

巡礼地、名物菓子、バラの町とチューリッヒ湖クルーズ
アインジーデルンは、サンティアゴ巡礼路中継地点でヨーロッパ有
数の巡礼地。バロック様式の修道院内にある恵みのチャペルの黒
いマリア像が有名です。菓子店「ゴールドアプフェル（金のリンゴ）」
は、巡礼者や旅人に保存のきく名物菓子を販売してきた老舗。バ
ラの町とも呼ばれるラッパーズヴィールは中世の建物が残るチュー
リッヒ湖畔のかわいい町。ご希望に応じてヨーロッパの美しい道20
選に選ばれた「聖ヤコブの道」を歩くことも可能です。チューリッ
ヒ湖にかかる841mの木製橋を渡ります。アルプスを一望できる 
チューリッヒ湖の1時間クルーズも楽しめる1日観光です。チュー 
リッヒの市内公共交通券（当日のみ有効）も含まれますので、ツアー
終了後の市内移動にも便利です。

CH361

※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込
み時にお知らせください。※木製橋を渡る場合、徒歩移動距離は約2.2kmとなり、そのうち841mが木製橋です。
※変更取消料として、参加日（土日祝を除く）の5日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 742フラン、2名 424フラン、3名 342フラン、
 4名 295フラン、5名 271フラン　
 ※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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 577フラン、2名 271フラン、
     3名 195フラン、4名 148フラン、5名 118フラン
催行日 毎日
出　発 8:15　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約10時間
解　散 チューリッヒ旧市街

チューリッヒ発
日本語ガイドと列車で行く人気の3都市！  ベルン、ルツェルン、チューリッヒ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）

08:32 電車で出発
09:28 ベルン着後、市内観光
 世界遺産の中世旧市街のツェーリング

噴水、時計塔、ミュンスターなどをご
案内します。

12:00 ベルン発、電車内で昼食（予めご持
参ください）

13:01 ルツェルン着後、市内観光
 カペル橋、イエズス教会などをご案内します。
15:35 電車でルツェルン発
16:25 チューリッヒ着後、市内観光
 ご希望に応じてご案内します。観光では

なくショッピングのお手伝いも可能です。
18:00 チューリッヒ市内中心部で終了

人気3都市を日本語ガイドと効率的にめぐる
スイスの人気3都市を、ガイド付きでしっかり、無駄なく、楽しく観
光できます。あまり滞在日数がない方、手っ取り早く3都市観光し
たい方、現地を知り尽くしたガイドがポイントをばっちり押さえてご
案内します。

CH394

※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知らせくださ
い。※歩きやすい靴でご参加ください。※3都市を1日で観光するため昼食をレストランでゆっくりとる時間はありません。ガイドがスーパーマーケットをご案内
しますので、軽食やお弁当などをお買い求めいただき、ベルンからルツェルンの移動時に電車の中でお召しあがりください。
※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。

ⒸZurich Tourism

スイス・ドイツ国境に位置するボーデン湖に浮かぶマイナウ島は、年間100万人もの人々を魅了する「花の島」。島の主であるレンナルト・ベルナドッテ伯爵
（2004年没）は、荒れ果てた地を花と樹木のパラダイスに造り変え、一般に公開しました。今日ではお花好きのみならず世界中からの旅行者を楽しませていま
す。中世の面影を残すシュタイン・アム・ラインと見逃がせない世界遺産ザンクト・ガレンの修道院図書館、ボーデン湖畔の町コンスタンツと湖の遊覧船。マ
イナウ島とお好きな組み合わせを選べます。

チューリッヒ発
日本語ガイドと列車＆路線バスで行く マイナウ島と選べる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

料　金 1名 771フラン、2名 448フラン、3名 359フラン、
 4名 306フラン、5名 277フラン
 ※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 4/1～10/14の毎日
出　発 7:45　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約11時間30分
解　散 チューリッヒ中央駅

シュタイン・アム・ライン、マイナウ島とザンクト・ガレン1日観光 マイナウ島、ボーデン湖、コンスタンツ1日観光
料　金 1名 671フラン、2名 389フラン、3名 312フラン、
 4名 271フラン、5名 242フラン
 ※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 4/1～10/14の毎日
出　発 9:15　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約8時間
解　散 チューリッヒ中央駅

《共通》※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。
お持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※マイナウ島はドイツです。パスポートをご持
参ください。※マイナウ島の花の見どころは季節によって異なります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝除く）5日前からは100％を申し受けます。

©Mainau Island

CH362

8:05 電車で出発▶9:25 シャフハウゼン乗り換
え、シュタイン・アム・ライン着▶徒歩で旧市
街へ（約10分）、観光とフリータイム▶10:57 
電車で出発▶12:16 市バスに乗り継ぎマイナウ
島着、観光と昼食時間▶14:33 市バスで出発▶

CH365

14:51 コンスタンツ着▶15:23 電車で出発▶15:59 ザンクト・ガレン着、市内
観光と世界遺産の図書館（入場）▶18:11 電車で出発▶19:23 チューリッヒ着
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スペイン
ポルトガル

ドイツ
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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

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 589フラン、2名 353フラン、3名 283フラン、
 4名 236フラン、5名 212フラン　11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。
 ※ スイストラベルパス保持者　1名 506フラン、2名 271フラン、

3名 189フラン、4名 153フラン、5名 130フラン
催行日 毎日　(11/1～3/31を除く)
出　発 9:20　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約7時間
解　散 チューリッヒ中央駅

チューリッヒ発
日本語ガイドと列車で行く　ハイジのふるさとマイエンフェルト1日 ウォーキングツアー

［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）

09:37 電車で出発
10:43 マインフェルト着後、約50分のハイキ

ングをしながらハイジの村へ
 途中、ハイジの泉に立ち寄ります。
 ハイジの村では散策やハイジの家の

見学をどうぞ（別料金・現地払い）。
 近くの農家で昼食
 徒歩で駅へ（約40分）
15:12 電車でチューリッヒへ
16:23 チューリッヒ着

あなたもハイジの村に来ませんか？
「アルプスの少女ハイジ」の舞台マイエンフェルトで、ぶどう畑の
中やお花を見ながらのハイキング。スイスでも珍しい樹齢200～
300年の樫の木の森を歩きます。地元農家での昼食は、特製手作
りソーセージをお召し上がりいただきます。

CH308
人気

※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知ら
せください。※歩くのに適した靴、悪天候や寒暖の差に対応可能な服装でお越しください。マイエンフェルトからハイジ村までのハイキングでは、
林の中や草原の湿った草の上を歩きますので、防水機能のあるハイキングシューズか、汚れても構わない通気口のない運動靴をおすすめします。
※水や手荷物を背負って歩けるリュックサックをご用意ください。※サングラス、日焼け止めクリームの持参をおすすめします。※ハイジハウスの入
場料は別途現地にてお支払いください（9.9フラン/2017年12月現在）。
※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）5日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 953フラン、2名 565フラン、3名 465フラン、
 4名 400フラン、5名 365フラン　
 ※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。
 ※ スイストラベルパス保持者　1名 736フラン、2名 353フラン、

3名 248フラン、4名 189フラン、5名 148フラン
催行日 毎日　（11/1～3/31を除く）
出　発 7:50　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約11時間
解　散 チューリッヒ中央駅

チューリッヒ発
日本語ガイドと列車＆路線バスで行く　ヴェルツァスカの谷、世界遺産ベリンツォーナとガンドリア1日観光 ～神秘の谷へ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

ルガノ発着もあります
日本語ガイドと列車＆路線バスで行く　ヴェルツァスカの谷1日観光
1名 671フラン、2名 342フラン、3名 259フラン、4名 206フラン
専用車で行く　ヴェルツァスカの谷、ベリンツォーナとガンドリア1日観光
1名 900フラン、2名 453フラン、3名 300フラン、4名 230フラン

スケジュール（目安）

08:09 電車で出発、「ゴッタルドベーストンネル」通過
 バスに乗り換えソノーニョへ
11:31 ソノーニョ着後、散策
12:25 バスでラヴェルテッツォへ
12:52 ラヴェルテッツォ着後、昼食時間
14:00 眼鏡橋観光と村散策
15:00 タクシーでテネロへ
15:40 テネロから電車でベリンツォーナへ
15:59 着後、世界遺産カステルグランデ観光
17:17 電車でチューリッヒへ
18:51 チューリッヒ着

美しすぎる神秘の谷と世界遺産の要塞都市
世界最長の鉄道トンネル「ゴッタルドベーストンネル」の完成で、 
チューリッヒからスイス南部へ日帰り観光が可能になりました。自然
の魅力に溢れ、個性的な谷が多いティツィーノ地方の中でも、特に
絵画的な美しさを誇るヴェルツァスカ渓谷を訪れます。SNSでも話題
沸騰の驚異的な透明度の川は、深い谷底までも見渡せるまさに神秘
の谷。伝統的な石造りの家が見事なソノーニョ村や世界遺産の街ベ
リンツォーナ観光も網羅した、充実の1日観光です。

CH371

※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※スイストラベルパ
ス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し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、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

料　金 1名 859フラン、2名 506フラン、3名 424フラン、
 4名 365フラン、5名 330フラン　11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。
 ※ スイストラベルパス保持者　1名 671フラン、2名318フラン、

3名 224フラン、4名 177フラン、5名 142フラン
催行日 毎日　(10/22～3/31を除く)
出　発 7:50　チューリッヒ中央駅構内メインホール
所要時間 約11時間30分
解　散 チューリッヒ中央駅

チューリッヒ発
日本語ガイドと列車＆船で行く　南国ルガノ湖畔ハイキングと世界遺産ベリンツォーナ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

ルガノ発着　ルガノ湖畔ハイキング
1名 424フラン、2名 212フラン、
3名 165フラン、4名 130フラン、5名 106フラン
ルガノ駅発着ですので他都市から電車で来て
日帰り参加も可能です。10:20発、14:40着。

スケジュール（目安）

08:09 電車で出発、「ゴッタルドベーストンネル」通過
10:17 ルガノ着後、市バスでサン・ドメニコへ
10:51 湖畔ハイキングスタート
 オリーブの木の道を通り、ガンドリアへ

（2km、約1時間+昼食時間）
※ハイキングを希望されない場合はガンドリアへ船で移動可能（別料金）
13:50 ガンドリアから船でルガノへ
14:30 ルガノ着後、市内散策
 ケーブルカーで駅へ
15:42 電車でベリンツォーナへ
16:10 着後、世界遺産カステルグランデ観光
17:40 電車でチューリッヒへ
19:28 チューリッヒ着

世界最長トンネルを通って南国ハイキングと世界遺産
「ゴッタルドベーストンネル」は2016年6月に完成したアルプスを縦貫する長さ
57km、通過時間16分の世界最長の鉄道トンネル。チューリッヒからの日帰り旅行エリア
が広がりました。州都ルガノから美しい村ガンドリアへ1時間強の湖畔ハイキング、 
ルガノ湖の遊覧船をお楽しみいただいた後、古城と城壁が印象的なベリンツォーナへ。

CH323

※ハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方は
お申し込み時にお知らせください。※ガンドリアで昼食時間をお取りしますが、途中ピクニックをご希望の方は昼食をご持参ま
たはルガノでご購入いただき、ハイキング途中、景色の良いところでランチ休憩も可能です。※簡単なハイキングですが、歩
くのに適した靴、悪天候や寒暖の差に対応可能な服装でお越しください。水や手荷物を背負って歩けるリュックサックをご用意
ください。※サングラス、日焼け止めクリームの持参をおすすめします。※ハイキングをご希望でない場合は、サン・ドメニ
コからガンドリアへ船で移動可能です。船代は別料金、現地払いとなります（1人17フラン、2017年12月時点）。ガイド分の
船代も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）5日前からは100％を申し受けます。

ⒸEnte Turistico del Luganese

ⒸEnte Turistico del Luganese

ⒸTicino.ch

CH417

CH418
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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 1名 271フラン、2名 136フラン、3名 100フラン、
 4名    83フラン、5名    71フラン　
 ※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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 259フラン、2名 124フラン、3名 89フラン、4名 71フラン、5名 59フラン
催行日 毎日　(クリスマスマーケット開催期間を除く)
出　発 9:00～15:00の毎時
 バーゼルSBB駅側ヴィクトリアホテル前または市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 バールフュッサー広場

バーゼル発
日本語ガイドと国境の街バーゼルを歩く 半日ウォーキングツアー ～ライン川の渡し船と国境越え体験

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

手軽な2時間観光もあります
1名 236フラン、2名 118フラン、
3名 89フラン、4名 71フラン、5名 59フラン
10:00～15:00のお好きな時間から2時間の
ウォーキングツアー。渡し船にも乗ります。

スケジュール（目安）

【11:00発の例】
11:00 ガイドとトラムで市内中心部へ
11:20 市内観光（大聖堂、旧市街、市庁舎、
 聖アルバン地区）
 途中 ライン川の渡し船乗船
 珍しいトラムと徒歩での国境越え体験
 ご希望の場合はショッピングやランチ

用のフリータイム
15:00 バールフュッサー広場にて解散

スイス、ドイツ、フランスをあっという間に制覇!?
チューリッヒから電車で1時間、アクセス便利なバーゼル。美しい旧市街を
散策、名物「ライン川の渡し船」にも乗船します。スイスからドイツへトラ
ムで、ドイツからフランスへは徒歩で移動、3国にまたがるバーゼルならで
はの国境越えを体験します。美術館や博物館の素晴らしさにも定評があるバ
ーゼルの街をご自身で観光する前の街案内としてもおすすめです。

CH366

※スイストラベルパスをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※バーゼル市内にご宿泊の方で、ス
イストラベルパスをお持ちでない場合は、ホテルで発行されるモビリティ・カードをご利用いただくことでスイ
ストラベルパス保持者と同額になります。お申し込み時にお知らせください。※パスポートをご持参ください。
※バーゼルには駅が2つあります。駅側ヴィクトリアホテル前集合の方は、必ずBASEL SBBで下車してください
（もう一つの駅はBASEL BAD）。※水位や気象条件によりライン川の渡し船を利用できない場合もあります。
※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。

ⒸBasel Tourismus

ⒸEdition Phoenix Foto Jutta Schneider_ Michael Will

CH413

ミュルーズ（フランス）、バーゼル発
専用車往復送迎 ル・コルビュジエ建築 ～ロンシャン礼拝堂

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

料　金 1名 390ユーロ、2名 195ユーロ、3名 130ユーロ、
 4名   98ユーロ、5名   83ユーロ、6名   69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（5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発  ［4/2～9/30］   8:00～16:00のお好きな時間
  ［4/1、10/1～3/31］ 9:00～14:00のお好きな時間
 ミュルーズ市内ご宿泊ホテル、または
 ミュルーズ駅前メルキュール・ミュルーズ・サントルホテル前
所要時間 約3時間30分
解　散 ミュルーズ市内ご宿泊ホテルまたはミュルーズ駅前

フランス　ミュルーズ発 FR430

ミュルーズ市内ご宿泊ホテルまたは、他都市から列車でも来られるように
駅前のメルキュール・ミュルーズ・サントルホテル前発着です。TGV利用
でパリからの日帰り観光も可能です。パリからTGVでミュルーズ着、ロン
シャン礼拝堂を観光した後、電車でストラスブールへ移動して宿泊（もし
くはその逆）という日程でも、荷物は専用車に入れておけますので利便性
抜群です。ミュルーズ市内からロンシャン礼拝堂は片道約1時間です。

ル・コルビュジエの後期の傑作で
「ロンシャン礼拝堂」の名で親しま
れている「ノートルダム・デュ・
オー礼拝堂」は、フランス東部、
スイス国境に近い丘の上に建って
います。2016年、東京の国立西
洋美術館と共に「ル・コルビュジエ
の建築作品」として世界遺産に登
録されました。公共交通で行くの
は非常に不便な場所にありますの
で専用車送迎がおすすめです。

料　金 1台（1～4名） 448ユーロ
 1台（1～6名） 477ユーロ
 ※車1台あたりの料金です。
催行日 毎日（5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発  ［4/2～9/30］   8:00～15:00のお好きな時間
  ［4/1、10/1～3/31］ 9:00～13:00のお好きな時間
 バーゼル市内ご宿泊ホテル、または
 バーゼルSBB駅側ヴィクトリアホテル前
所要時間 約4時間30分
解　散 バーゼル市内ご宿泊ホテルまたはバーゼル駅前

スイス　バーゼル発 CH335

ル・コルビュジエの傑作、ロンシャン礼拝堂への往復
送迎サービスです。アクセス不便な場所に建っている
ので、専用車での送迎が便利で確実。バーゼル市内
ご宿泊ホテルまたは、他都市から列車でも来られるよ
うに駅前のヴィクトリアホテル前発着です。バーゼル
市内からロンシャン礼拝堂は片道約1時間30分です。

©G.Vieille, la chapelle Notre-Dame du Haut, 
Ronchamp, 1955©Adagp, 2016, Paris.

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応となります。※ロンシャン礼拝堂の入場料は含まれていません（1名8ユーロ：2017年11月時点）。※現地事情
により、日程が変更または帰着時刻が遅れる場合があります。※電車で到着後に参加される場合で、電車の遅延等が発生した場合は、遅延の時間分サービス時
間を短縮するか、終了予定時間を超過する場合は追加料金の対象となります。予めご了承ください。※バーゼル発の場合はパスポートをご持参ください。※送迎
対象のホテルは、それぞれミュルーズ市内、バーゼル市内です。※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。

日本語ガイドと歩く　バーゼル建築名所
バーゼル発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※スイストラベルパス及びハーフフェアカード保持者の料金はお問い合わせください。お持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※バーゼ
ル市内にご宿泊の方で、スイストラベルパスをお持ちでない場合は、ホテルで発行されるモビリティ・カードをご利用いただくことでスイストラ
ベルパス保持者と同額になります。お申し込み時にお知らせください。※パスポートをご持参ください。※バーゼルには駅が2つあります。駅側
ヴィクトリアホテル前集合の方は、必ずBASEL SBBで下車してください（もう一つの駅はBASEL BAD）。※シグナル・ボックスまたはノヴァルティ
ス・キャンパスはどちらかの見学となります。※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。

CH318

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 318フラン、2名 165フラン、3名 130フラン、
 4名 106フラン、5名    83フラン　
 ※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の午後を除く）
出　発 8:15、12:15　バーゼルSBB駅側ヴィクトリアホテル前または市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間
解　散 バーゼル市内中心部

近代建築とデザイン
8:15/12:15 路線バスでドイツのヴァイル・アム・
ラインへ▶9:30/13:30 ヴィトラ・キャンパス訪問
（ヴィトラ・ハウスを含む）▶11:00/15:00 バーゼ
ルへ▶11:30/15:30 バーゼルメッセ、ティンゲ
リー美術館、シグナル・ボックスまたはノヴァル 
ティス・キャンパス外観見学▶13:30/17:30 バーゼル市内中心部で終了

プライベート

ⒸMs.Rudolf

日本語ガイドと列車で行くメルヘンの世界　フランス・アルザス　コルマール午後観光
バーゼル発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※パスポートをご持参ください。※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。
《午前バーゼルウォーキング＋午後コルマール》※昼食代は含まれていません。当日購入し、電車内でお取りいただきます。

CH419

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 424フラン、2名 224フラン、3名 177フラン、
 4名 142フラン、5名 130フラン　
 ※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 12:00　バーゼルSBB駅側ヴィクトリアホテル前
所要時間 約5時間30分
解　散 バーゼル駅

フランス・アルザス地方の人気観光地コルマール
10:20発、所要約7時間の1日観光もあります。
バーゼル～コルマールは電車で約1時間です。
1名 506フラン、2名 271フラン、3名 200フラン、
4名 165フラン、5名 142フラン

日本語ガイドと行く「国境の街バーゼル午前ウォーキングツアー（2時間観光）」
＋「フランス・コルマール午後観光」の組み合わせでお得になります。
1名 553フラン、2名 295フラン、3名 224フラン、4名 189フラン、5名 165フラン

プライベート
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サン・モリッツ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※登山、山小屋ハイキング、氷河トレッキングには対応していません。※ハイキング中の交通費は、ガイド分も含めてお客様現地払いとなります。※歩行
レベル、天候や現地事情によってガイドよりご希望ルート以外のコースをご提案させていただく場合があります。※ハイキングに適した靴、服装、装備で
ご参加ください。装備やレベルに問題があるとガイドが判断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でも返金はありません。 
※6～7月は大変混み合います。ご予約はお早めにお願いします。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）7日前からは100%を申し受けます。

CH332

日本語ガイド 1名催行

貸切日本語ハイキングガイドと歩く 
サン・モリッツとエンガディン地方

料　金 1～10名　518フラン　
 ※ガイド1人あたりの料金です。
催行日 5/1～10/15の毎日
出　発 8:30　サン・モリッツ市内ご宿泊ホテル
所要時間 8時間
解　散 サン・モリッツ市内

わがままハイキング叶えます
ピッツ・ベルニナ、ピッツ・パリューをはじめとする名峰が立ちならぶエンガディ
ンの谷を、現地に精通した地元ガイドと歩きます。ハイキングのみならず、画家
セガンティーニや作家新田次郎が愛したソーリオ村やフレスコ画で有名なシュク
レオール村など近郊の村々への遠足もおすすめ。ご希望に応じてご案内します。

プライベート

©Michael Portmann ©Basel Tourismus

各都市発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

季節限定ツアー

スキー大満喫ツアー
名峰マッターホルンを望みながらスキーを楽しめる「ツェルマット・スキー」、
ユングフラウヨッホ観光の拠点の街インターラーケンから本場アルプスでのス
ノボデビューに最適な「アルプスでお手軽スノボ・スキー」、世界屈指の一大
スキーリゾートでもあるグリンデルワルトから優雅にゆったり派も本格的に滑り
たい派も楽しめる「憧れのスイスアルプス・スキー」など、バリエーション豊
かにお届けします。
クリスマスマーケットめぐり
スイスの首都、世界遺産の街ベルンのクリスマスマーケット散策、フランス、
ドイツとの3国国境の街バーゼルのクリスマスマーケット散策など、2018年も
スイスのクリスマスマーケットを訪れるツアーを準備中です。お楽しみに！

まだまだあります［みゅう］のツアー！

日本語ガイドと列車＆路線バスで行く
アッペンツェル午後観光

ザンクト・ガレン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※スイストラベルパスをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※ザンクト・ガレンに戻らずアッペンツェ
ルで解散も可能です。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

CH367

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 353フラン、2名 189フラン、3名 153フラン、
 4名 130フラン、5名 106フラン　
 ※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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 330フラン、2名 165フラン、3名 130フラン、4名 106フラン、5名 83フラン
催行日 毎日　（12/24・25を除く）
出　発 13:10　ザンクト・ガレン駅コープ（COOP）前
所要時間 約4時間30分
解　散 ザンクト・ガレン駅

これぞスイス！牧歌的な村とチーズ
13:24 路線バスで出発▶13:37 シュタイン着
後、チーズ工場見学とショッピング▶15:10 路線
バスで出発▶15:22 アッペンツェル着後、徒歩で

プライベート

市内観光▶17:00 電車でザンクト・ガレンへ▶17:48 ザンクト・ガレン着
「日本語ガイドと歩くザンクト・ガレン午前ウォーキングツアー」と同日参加がおすすめです。

日本語ガイドと歩く　ザンクト・ガレン半日
ウォーキングツアー ～世界遺産の修道院に入場

ザンクト・ガレン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※大聖堂は日曜午前またはその他日時でもミサ等により入場できない場合があります。※繊維織物博物
館入場ご希望の場合は、現地にて別途入場料が必要です。※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。

CH312

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 236フラン、2名 118フラン、3名 95フラン、
 4名   71フラン、5名    59フラン
 ※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　（11/12～27、12/24・25、3/11を除く）
出　発 10:00、14:00　ザンクト・ガレン駅コープ（COOP）前
所要時間 約2時間
解　散 繊維織物博物館前

世界遺産のザンクト・ガレン修道院
10:00/14:00 出発▶旧市街、大聖堂（入場）、
修道院図書館（入場）▶12:00/16:00 繊維織物
博物館前　※ご希望の方は各自で見学（入場料
別、現地払い）。

プライベート

ⒸST.GALLEN-BODENSEE TOURISMUS

「日本語ガイドと列車＆路線バスで行く アッペンツェル午後観光」と同日参加で30%オフになります！

絶景展望台、絶景断崖レストラン、絶景ハイキング
人気急上昇！ 岩に張り付くこの絶景山小屋レストランへ行ってみませ
んか？ 雑誌『ナショナルジオグラフィック』がこの岩場に張り付いて
いる驚きの山小屋の写真を表紙に使って以来、ハリウッドスターが
訪れたこともあり、世界中からたくさんの観光客がやってきます。
オーストリアやボーデン湖まで一望できる絶景展望台「エベンアル
プ」へロープウェイで上がり、そこからのんびり徒歩小一時間で到着
です。美味しいアッペンツェルビールを飲みながら雄大な素晴らし
い眺めをお楽しみください。名物料理のレシュティもおすすめです。

※スイストラベルパス及びハーフフェアカードをお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。※歩行レベル、天候や現地事情に
よってガイドよりご希望ルート以外のコースをご提案させていただく場合があります。※ハイキングに適した靴、服装、装備でご参加く
ださい。装備やレベルに問題があるとガイドが判断した場合、参加をお断りせざるを得ないことがあります。その場合でも返金はあり
ません。※エッシャーレストランは座席予約不可のため、お待ちいただく場合があります。※高所恐怖症の方にはおすすめできませ
ん。※ガイドはライセンスハイキングガイドではなく、道案内のガイドとなります。※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。

料　金 1名 553フラン、2名 318フラン、3名 248フラン、
 4名 212フラン、5名 189フラン　11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。
 ※スイストラベルパス保持者　1名 483フラン、2名 236フラン、
   3名 177フラン、4名 142フラン、5名 118フラン
催行日 5/15～10/31の毎日
出　発 9:20　ザンクト・ガレン駅コープ（COOP）前
所要時間 約6時間
解　散 ザンクト・ガレン駅

ザンクト・ガレン発
エベンアルプス1日観光 ～世界一美しい断崖レストランへミニハイキング

［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）

09:34 出発
10:42 ヴァッサーラウエン着後、徒歩でロープ

ウェイ乗り場へ
11:00 エベンアルプ着後、ハイキング
11:30 断崖のエッシャーレストランで昼食

（別料金、現地払い）
 美しいアルプスを一望
12:30 エベンアルプまで歩きロープウェイで

戻ります。
14:06 ヴァッサーラウエン着
14:18 電車で出発
15:18 ザンクト・ガレン着

CH368

チューリッヒ発　
エベンアルプスとアッペンツェル1日観光

※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。
※スイストラベルパス保持者　1名 636フラン、2名 306フラン、
　3名 224フラン、4名 177フラン、5名 153フラン

1名 753フラン、2名 436フラン、3名 353フラン、
4名 306フラン、5名 271フラン

8:20電車でチューリッヒ発▶10:42 ヴァッサーラウエン着、
以下同スケジュール▶14:18 電車でアッペンツェルへ、着後
市内観光▶16:00 アッペンツェル発▶17:53 チューリッヒ着

CH420


