
ロンドン

リバプールゴールウェイ

モハーの断崖

リムリック

ダブリン

グレンダロッホ

ニューグレンジ

キラーニー

マンチェスター

ウィンダミア

オックスフォード

バース

グロスター

アイアンブリッジ

ポウィス

スノードニア
国立公園

コンウィ

カナーフォン
ポントカサステ

チェスター ストーク・
オン・トレント

チャッツワース・ハウス

カーディフ

ワトフォード

ストーンヘンジ

プリマス

エクセター

グラストンベリー

ジュラシック・コースト

セント・マイケルズ・マウント

ヘイスティングス

ブライトン

セブンシスターズ

ケンブリッジ

フラットフォード

ラベナム

ライ

湖水地方

エディンバラ

グレンキンチー

約2時間

約2時間40分

パリへユーロスターで
約3時間20分

オクセンホルム

ウィンザー
ロンドン・ヒースロー空港周辺

ウィンザー

ヒースロー空港

リッチモンドパーク

ハンプトンコート宮殿
ウィンブルドン

ロンドン

ストラットフォード・
アポン・エイボン

チッピング・カムデン

ウッドストック

オックスフォードバーフォード

バイブリー

カッスル・クーム

レイコックバース

グロスター

ブロードウェイ

ザ・スローターズ

コッツウォルズ地方

ストウ・オン・ザ・
ウォルド

バンプトン

ボートン・オン・
ザ・ウォーター  

コッツウォルズ地方

モナスターボイス

ベルファスト

ジャイアンツ・コーズウェイ

キャリック・ア・リード

リング・オブ・ケリー

約1時間45分

約4時間30分

United Kingdom / Ireland
イギリス ／アイルランド
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D

アイルランド

イギリス
（P158～169）

アイルランド
（P170～171）

イギリス
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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。158

ロンドン発
憧れのコッツウォルズハイライト周遊 1日観光

［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）

08:10 出発
10:15 バーフォード（下車、約50分自由行動）
11:30 バイブリー（下車、約50分自由行動）
12:50 ボートン・オン・ザ・ウォーター
 （下車、昼食時間も含め約90～100分自由行動）
14:40 ストウ・オン・ザ・ウォルド（下車、約50分自由行動）
18:20 解散
※訪れる村の順番は変わる場合があります。

GB301

料　金 大人 57ポンド　子供（3～11歳）37ポンド　
催行日 毎日　（7/29、12/25・26、1/1を除く）
出　発 8:10　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 約10時間20分
解　散 ビクトリア周辺

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※悪天候や道路閉鎖等の現地事情により予定していた村を訪問することができ
ない場合があります。その際は別の村をご案内するか、滞在時間を調整します。　　

厳選したコッツウォルズの美しい4つの村を訪れる の大人気ツアーです。
2018年はご要望にお応えし、各村での滞在時間を長めに設定しました。
アンティークショップが軒を連ねるバーフォード、画家ウィリアム・モリスが「英国で最も美しい村」
と称えた静かな村バイブリー、村の中心にウィンドラッシュ川が流れる「コッツウォルズのベニス」
ボートン・オン・ザ・ウォーター、マーケットタウンとして古い歴史をもつストウ・オン・ザ・ウォル
ドを巡ります。まさに「ベスト・オブ・コッツウォルズ」と呼ぶにふさわしい珠玉の村々を訪問します。

ヨーロッパの で人気No.1！  王道のベストセラーツアー

美しい水辺　ボートン・オン・ザ・ウォーター
「コッツウォルズのベニス」と称されるボートン・オン・
ザ・ウォーター。ここでは、昼食時間を含めた長めの自
由時間をお取りします。パブやレストランで英国料理を
試してみたり、お天気が良ければテイクアウトしてフォト
ジェニックな風景を眺めながらのランチはいかがでしょ
う。町を流れる、澄みわたった川に架かる橋の姿も絵
画的で美しく、写真映えすること間違いなしです。

コッツウォルズの中で最も高い標高244mにあるスト
ウ・オン・ザ・ウォルド。この町の名は、高地でよく
風が通ることから名付けられたといわれています。か
つては羊毛の取引で栄えた歴史ある町で、古のマー
ケットタウンは、今日でははちみつ色の建物が並ぶか
わいらしいアンティークタウンとして知られています。

古のマーケットタウン　ストウ・オン・ザ・ウォルド

人気

中世風の橋が印象的なバーフォード、英国で最も美しい村バイブリー
ウィンドラッシュ川に架かる中世風の橋が印象的な
バーフォード。アンティークショップが軒を連ねるか
わいらしい村では、ウィンドーを眺めながらの散策も
楽しみです。コッツウォルズでも人気ナンバー1のバ
イブリーは、ウィリアム・モリスに「英国で最も美し
い村」と賞賛された村。低い屋根と切妻壁の家並み
は、まさにコッツウォルズ・スタイルの象徴です。

最もイギリスらしく美しい村々が点在するコッツウォルズ地方。
公共の交通機関だと便が悪く1日では周りきれません。ロンドンからの

日帰り観光バスの他に、1泊2日プラン（p.159 GB302 ）も設定しています。
さらにこだわり派の方向けに、デラックスホテル宿泊プラン（p.159 GB317 ）や

専用車ツアー（p.161 GB322 ）も。

「コッツウォルズは何回訪れても素敵な場
所です。ロンドンの都会から抜け出して

ホッとする瞬間を味わえます。電車が通っておらず1人
で行きづらいので、このツアーに参加させてもらいまし
た。日本人のスタッフの方もとても親切で、イギリスをまた
訪れる際はまた利用させてもらいます。」 （2017年10月ご参加）

お客様の声

最もイギリスらしく美しいコッツウォルズ地
方の観光と、本場イギリスのアフタヌーン
ティーのクーポンがセットになったプランです。
ロンドンの目抜き通りオックスフォード・スト
リート沿いにある4つ星ホテル「AMBAマーブ
ルアーチ・ホテル」でのアフタヌーンティー。
ランチとしてもお楽しみいただけます。ハイ
ドパークにも至
近、ショッピン
グにも大変便利
なロケーション
です。
※アフタヌーンティー・クーポンはコッツウォルズ観
光とは別の日に、AMBAマーブルアーチ・ホテルで
各自お召し上がりいただきます（14:00～17:00の間
のお好きな時間、事前予約不要）。※アフタヌーン
ティーのご希望日をお申し込み時にお知らせくださ
い。※アフタヌーンティーには必ずミールクーポン
バウチャーをご持参ください。※レストランの混雑
状況によってはお待ちいただく場合があります。

アフタヌーンティー・クーポンセット

大人　74ポンド、子供（3～11歳）54ポンド

バス+

UNITED KINGDOM
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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。

スケジュール（目安）

【1日目】
08:10 出発
10:15 バーフォード（下車、約50分自由行動）
11:30 バイブリー（下車、約50分自由行動）
12:50 ボートン・オン・ザ・ウォーター
   （下車後ツアーを途中で離団。送迎車

のピックアップ時間まで自由行動）
14:30 集合場所にて送迎車とミート、ホテル

へ送迎
 ホテル着後、各自でチェックイン
 《デラックスホテルプランのみ》ホテル

内レストランで夕食
【2日目】
12:00頃 送迎車がホテルにお迎え、ボートン・

オン・ザ・ウォーターへ送迎
　　　　  ［みゅう］バスツアーに合流
14:40 ストウ・オン・ザ・ウォルド（下車、
 約50分自由行動）
18:30 解散

※訪れる村の順番は変わる可能性があります。

出　発 8:10　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
催行日 毎日（7/28・29、12/24~26・31、1/1を除く）
所要時間 1泊2日
解　散 ビクトリア周辺

ロンドン発
憧れのコッツウォルズハイライト周遊1泊2日

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

コッツウォルズにゆったりと宿泊
［みゅう］バスとコッツウォルズのホテルでの宿泊を組み合わせたプ
ラン。夕方と翌朝のゆったりした時間は宿泊した方のみの特権で
す。コッツウォルズをゆっくり楽しみたい方におすすめです。

人気

1日目は人気のコッツウォルズの村を訪れ、お昼頃にバスツアーを
離団後、送迎車でホテルまでお送りします。コッツウォルズのホテ
ルに宿泊し、2日目はお昼頃に送迎車がホテルまでお迎え、再びコッ
ツウォルズ周遊ツアーに合流してロンドンまで戻ります。

料　金 大人 225ポンド、子供（3～11歳） 189ポンド
 ※2名1室利用時の1名あたりの料金です。
 ※シングルルーム利用の場合 328ポンド

スタンダードプラン（ホテル指定なし） GB302

※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）3日前からは100%を申し受けます。

シェイクスピアの故郷ストラットフォード・アポン・エイボンの郊
外、11エーカーの広大な敷地に建つ16世紀のマナーハウスをホテ
ルに改装した「ビルスレーマナー」ホテルに宿泊するプラン。ホテ
ル内レストランでの3コース・ディナー付きです。

料　金 大人 320ポンド、子供（3～11歳） 280ポンド
 ※2名1室利用時の1名あたりの料金です。
 ※シングルルーム利用の場合 455ポンド

デラックスホテルプラン　ビルスレーマナーハウス指定 GB317

※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。

《共通》※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※悪天候や道路閉鎖等の現地事情により予定していた村を訪問することができない場合
があります。その際は別の村をご案内するか、滞在時間を調整します。※ホテルの空き状況により手配をお受けできない場合もあります。※ボートン・
オン・ザ・ウォーターには荷物を預ける場所がありません。スーツケース等の大きな荷物はロンドンのホテル等に預け、1泊分の荷物だけを持って行か
れることをおすすめします。※ホテルへの送迎車は他のお客様と乗合になる場合があります。
《スタンダードプラン》※利用予定ホテルは①WYCK HILL HOUSE HOTEL AND SPA（ストウ・オン・ザ・ウォルド郊外）、②THREE WAYS HOUSE（チッピン
グカムデン郊外）、③NOEL ARMS（チッピングカムデン中心）のいずれかとなります。ご指定は承れません。
《デラックスホテルプラン》※宿泊予定の部屋はメイン棟もしくは隣接するCedar Barnsのいずれかとなります。ご指定は承れません。※ホテル内レストラン
での夕食は、ターブルドットメニューからお選びください。飲み物代は含まれていませんので当日お支払いください。

ロンドン発
憧れのコッツウォルズとバース1泊2日　2大人気  バス乗り継ぎパッケージ

［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）

【1日目】
08:10 出発
10:15 バーフォード（下車、約50分自由行動）
11:30 バイブリー（下車、約50分自由行動）
12:50 ボートン・オン・ザ・ウォーター
   （下車後ツアーを途中離団。送迎車

のピックアップ時間まで自由行動）
16:00頃 集合場所にて送迎車とミート、バース

のホテルへ送迎。
 ホテル着後、各自でチェックイン
 バース泊
【2日目】
 午前自由行動
14:15頃  ［みゅう］バスツアーに合流
15:20 レイコック（下車、約50分自由行動）
19:00 解散

※訪れる村の順番は変わる可能性があります。

GB358

料　金 大人 318ポンド、子供（3～11歳） 288ポンド
 ※2名1室利用時の1名あたりの料金です。
 ※1名でダブルルーム利用の場合 481ポンド
催行日 4/1～10/31の月・水　（6/20を除く）
出　発 8:10　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 1泊2日
解　散 ビクトリア周辺

2つの人気 ツアーを乗り継ぎ
人気のツアー、［みゅう］憧れのコッツウォルズハイライト周遊1日
観光と［みゅう］2つの世界遺産ストーンヘンジ、バースと映画の
舞台レイコック村 1日観光の2つを乗り継いで、コッツウォルズとバー
スを1泊2日で楽しむ欲張りパッケージです。1日目は人気のコッツ
ウォルズの3つの村を訪れ、お昼頃にボートン・オン･ザ･ウォーター
にてバスツアーを離団、午後に送迎車でバースのホテルまでお送
りします。1日目の夕方から2日目のお昼過ぎまで世界遺産の古都
バースをゆっくりお楽しみください。宿泊はバース中心部に位置す
る、バースストーンの外観が美しい観光に便利な4つ星ホテルで
す。2日目午後にバスツアーに合流し、ハリポタファンにはおなじ
みレイコック村を観光後、ロンドンに戻ります。宿泊と観光ツアー
がセットになったコッツウォルズとバースの2大観光地を満喫できる
おすすめ新ツアーです。

※利用予定ホテルはFRANCIS HOTEL BATHです。※ボートン・オン・ザ・ウォーターからのホテル送迎車は、他の宿泊パッケージのお客様と乗合に
なる場合があります。※ボートン・オン・ザ・ウォーターには荷物を預ける場所がありません。スーツケース等の大きな荷物はロンドンのホテル等に
預け、1泊分の荷物だけを持って行かれることをおすすめします。※ホテルの空き状況により手配を承れない場合があります。※悪天候や道路閉鎖、
村での行事等の現地事情により予定していた村を訪問することができない場合があります。その際は別の村をご案内するか、滞在時間を調整します。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）3日前からは100%を申し受けます。
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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。160

料　金 大人 77ポンド　子供（3～11歳）67ポンド　
催行日 ［4/1～10/31］火・木・土　［11/1～3/31］火・土
 (6/21、12/25、1/1を除く)
出　発 8:00　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 約11時間
解　散 ビクトリア周辺

ロンドン発
2つの世界遺産 ストーンヘンジ、バースと映画の舞台レイコック村 1日観光

［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）

08:00 出発
10:15 ストーンヘンジ（入場、約80分）
12:50 バース（下車、昼食時間も含め
 約90～100分自由行動）
15:20 レイコック（下車、約50分自由行動）
19:00 解散

※訪れる順番は変わる場合があります。

人気の高い2つの世界遺産
大平原に忽然と姿を現す謎の巨石群ストーンヘンジ。その圧倒的
な存在感は私たちの想像力を大いに刺激します。その後、ジョージ
アン様式の街並みが大変美しい古都バースを訪れます。

ハリー・ポッターのロケ地
レイコックは、ドラマの撮影でもよく使われる古い家並みが残る人
気の村。時が止まったような村での散策をお楽しみください。ポッ
タリアンには、映画ハリー・ポッターのロケ地となったレイコック・
アビー訪問がおすすめです。

GB319
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。※天候、交通事情等によ
り、訪問先の時間帯やルートを変更する場合があります。※悪天候や道路閉鎖等
の現地事情により予定していた箇所を訪問することができない場合があります。そ
の際は別の場所をご案内するか、滞在時間を調整します。

料　金 大人 105ポンド　子供（3～11歳）95ポンド　
催行日 4/30、6/4～9/24の月
出　発 8:00　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 約11時間
解　散 ビクトリア周辺

ロンドン発
特選 ストーンヘンジ、バース、コッツウォルズ1日観光 ～優雅なマナーハウスでのフル・アフタヌーンティー付

［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）

08:00 出発
10:15 ストーンヘンジ(入場、約80分)
12:50 バース(下車、昼食時間も含め約80分

自由行動)
15:00 カッスルクームのマナーハウスにて
 フル・アフタヌーンティー（約60分）
18:45 解散

13名限定！ 2つの世界遺産と優雅なアフタヌーンティー
人気の2つの世界遺産、世界七不思議のひとつストーンヘンジと温
泉の街バースを訪れ、南コッツウォルズ地方の「ザ・マナーハウ
ス・カッスルクーム」での優雅なフル・アフタヌーンティーもお楽
しみいただける、イギリスを満喫できる少人数ツアー。13名限定
ですので、和気あいあいとした雰囲気もご好評いただいています。

GB303
人気

※マナーハウスが結婚式やパーティー等での貸切のため予約が取れない場合、催
行を中止する場合があります。※天候、交通事情等により、訪問先の時間帯や 
ルートを変更する場合があります。※悪天候や道路閉鎖等の現地事情により予定し
ていた箇所を訪問することができない場合があります。その際は別の場所をご案内
するか、滞在時間を調整します。

料　金 大人 230ポンド　子供（3～11歳）199ポンド　
 ※2名1室利用時の1名あたりの料金です。
 　シングルルーム利用の場合 312ポンド
催行日 4/1～10/31の火・木　（6/21を除く）
出　発 8:00　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 1泊2日
解　散 パディントン駅

ロンドン発
世界遺産・古都バース1泊2日　～ストーンヘンジ観光とバース中心部4ツ星ホテル宿泊付

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

「セーマ・バース・スパ」入場券付
270ポンド　16歳以下参加不可　
※2名1室利用時の1名あたりの料金です。
※シングルルーム利用の場合 352ポンド　
1日目バース到着後に「セーマ・バース・
スパ」を2時間ご利用いただけます。

スケジュール（目安）

【1日目】
08:00 出発
10:15 ストーンヘンジ（入場、約70～80分）
12:50 バース（下車）※［みゅう］バスツアー

を途中離団、ここから自由行動。
 各自でホテルにチェックイン、バース泊
【2日目】
 午前中に各自でチェックアウト、出発

時間まで自由行動
14:00頃 バース・スパ駅より列車でロンドンへ
16:00頃 ロンドン・パディントン駅着

バス（お風呂）の語源、バース
世界遺産の街バースは、英国で最も美しい街といわれます。18世
紀の都市計画で街並みが形作られ、全ての建物がハチミツ色の 
バースストーンで建てられているため街全体に統一感が保たれてい
ます。行きはらくらく［みゅう］バスでストーンヘンジ観光の後バー
スに到着、ご宿泊ホテルはバース中心部です。1日目の午後、2日
目の午前と存分にバースをお楽しみください。翌日は列車でロンド
ンにお戻りいただきます。

GB341

※利用予定ホテルはFRANCIS HOTEL BATH（市内中心部、4ツ星）です。※ホテル
の空き状況やバスの空き状況により手配を承れない場合があります。※悪天候や
道路閉鎖、村での行事等の現地事情により予定していた村を訪問することができな
い場合があります。その際は別の村をご案内するか、滞在時間を調整します。
※変更取消料として、お申し込み時から20％、参加日の（土日祝を除く）4日前から
は100%を申し受けます。

GB359
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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 大人 62ポンド　子供（3～11歳）52ポンド　
催行日 4/29、5/2、6/3～9/30の水・日
出　発 8:30　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 約10時間
解　散 ビクトリア周辺

ロンドン発
絶景セブンシスターズ、中世の街並ライと海辺のヘイスティングス1日観光

［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）

08:30 出発
10:40 ライ（約60分自由行動）
12:10 ヘイスティングス（昼食時間も含め約

90分自由行動）
14:50 セブンシスターズ（約50分自由行動）
18:30 解散

南イングランドきっての人気の町ライと海辺のヘイスティングス
街自体がアンティークとよばれる、中世の香り漂う人気の町ライ
と、英国史にも登場する歴史ある港町で今ではシーサイド・リゾート
として有名なヘイスティングを訪れます。

英国の絶景No.1　セブンシスターズ
7つの頂をもつところから名付けられたこの崖は、石灰岩の一種で
できており、長い間の波による侵食と風雨による上部の崩壊によっ
て作り出されました。自然環境が生み出した白亜の絶壁は、きっと
忘れられない絶景として心に刻み込まれることでしょう。

GB318

※悪天候や交通事情等の現地事情により、訪問先の時間帯やルートを変更する場合があります。予定していた場所を訪問できない場合は、別の場
所をご案内するか、滞在時間を調整します。※セブンシスターズでは、バーリング・ギャップ側より白亜の断崖をご覧いただきます。断崖の上を歩
くこともできますが、柵などはありませんので特にお子様連れの方はくれぐれもご注意ください。

料　金 1名 648ポンド、2名 324ポンド、3名 216ポンド、
 4名 162ポンド
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 ［4/1～10/31］9:30　［11/1～3/31］8:30　
 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル

ロンドン発
日本語アシスタントと専用車で行く   こだわりのコッツウォルズ バイブリー、スローターズとボートン・オン・ザ・ウォーター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）

【モデルルート例】
09:30 出発
11:45 バイブリー（約40分）
 ロウアー・スローター、アッパー・ス

ローター（約80分、昼食時間を含む）
 ボートン・オン・ザ・ウォーター（約

30～40分）
17:30 ホテル着後、終了

※冬期は1時間前倒し（8:30出発）が基本となり
ます。

大型バスでは行けないコッツウォルズの村へ
「イングランドで一番美しい村」とウィリアム・モリスが賞賛したバイ
ブリーはコッツウォルズ屈指の人気を誇る村です。水車が回る村ロウ
アー・スローターは大型バスでアクセスできない隠れた名所。フット
パスをたどるアッパー・スローターへのミニハイキング（約20～25
分）も大変おすすめです。小川と石の橋が絵画のように美しい 
コッツウォルズ地方中心の村、ボートン・オン・ザ・ウォーターで
は、コッツウォルズならではのお土産を探してみてはいかがでしょうか。

GB322
人気

※天候、交通事情により、訪問先の時間帯やルートを変更する場合があります。また、訪問先の諸事情により、入場、見学ができない可能性があ
ります。※専用車とアシスタントの拘束時間は最大8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。※お子様が参加される場合は、お申し込み時に子供の年齢、身長、体重をお知
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）4日前からは100％を申し受けます。

日本語アシスタントと専用車で行く　世界遺産ストーン
ヘンジと南コッツウォルズ　レイコックとカッスルクーム

ロンドン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ご希望の方にはカッスルクームのアフタヌーンティーの座席予約を行います。飲食代は別料金、
現地払いとなります。※天候、交通事情により、訪問先の時間帯やルートを変更する場合がありま
す。また、訪問先の諸事情により、入場、見学ができない可能性があります。※専用車とアシスタ
ントの拘束時間は最大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。※お子
様が参加される場合は、お申し込み時に子供の年齢、身長、体重をお知らせください。
※変更取消料として、参加日（土日祝、年末年始を除く）の4日前からは100％を申し受けます。

GB321

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 736ポンド、2名 377ポンド、3名 257ポンド、4名 198ポンド　
 ※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　(夏至の日とその前後日、12/24～26・31、1/1を除く)
出　発 ［4/1～10/31］9:30　［11/1～3/31］8:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル

イギリスならではの光景を求めて
9:30 出発▶11:30 ストーンヘンジ（約70分）▶
13:30 レイコック（約50～70分）▶15:00 カッス
ルクーム（約40～60分）▶18:30 ホテル着
※冬期は1時間前倒し（8:30出発）が基本となります。

プライベート

日本語アシスタントと専用車で行く　南イングランド満喫！絶景セブンシスターズと
中世の街並ライ、人気ワイナリー・チャペルダウン 1日観光

ロンドン発 ［運行会社］MIKI TRAVELGB349

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 788ポンド、2名 394ポンド、3名 263ポンド、4名 197ポンド
　 ※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 8:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル

プライベート

※天候、交通事情等により、訪問先の時間帯やルートを変更する場合があります。また、訪問先の諸事情によ
り、入場、見学ができない可能性があります。※セブンシスターズでは、バーリング・ギャップ側より白亜の断
崖をご覧いただきます。断崖の上を歩くこともできますが、柵などはありませんので特にお子様連れの方はく
れぐれもご注意ください。※専用車とアシスタントの拘束時間は最大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。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。※お子様が参加される場合は、お申し込み時に子供の年齢、身長、体重をお知らせください。
※変更取消料として、参加日（土日祝を除く）の4日前からは100％を申し受けます。

人気上昇中の南イングランドを満喫
8:30 出発▶10:45 セブンシスターズ（約60分）
▶13:00 ライ（約90分、昼食時間を含む）
▶15:10 チャペルダウン・ワイナリーショップ（約
30～40分）▶18:15 ホテル着
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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 大人 36ポンド　子供（5歳以下）無料
催行日 月・水・金（4/1～29、5/5～31、10/1～3/31を除く）
出　発 14:30　大英博物館グレートコート内、左側ライオン像の前
所要時間 約3時間
解　散 大英博物館

ロンドン発
大英博物館午後見学～公認日本語ガイドがたっぷり3時間ご案内

［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）

14:30 大英博物館（入場）
 大英博物館内グレートコートから案内開始
 古代エジプトギャラリーやパルテノン

ギャラリー、メソポタミア文明の遺産
など大英博物館のお宝の数々をじっく
りご鑑賞ください。

 ※ツアーの途中で約15分程度の休憩
時間をお取りします。

17:30 大英博物館で終了

8名限定！世界最大級の博物館を日本語ガイドと見学
イギリスが誇る世界最大級の博物館、大英博物館を日本語ガイド
がご案内します。ツアー時間はたっぷり3時間。途中に休憩時間も
入れますので、歩き疲れの心配も解消。ガイド1名に対し最大8名
で、混雑する博物館内でもガイドの目がよく行き届き、少人数のた
めご質問にもお答えできます。お客様満足度の大変高いツアーで
す。世界中から収集された財宝が所狭しと並ぶ大英博物館を、日
本語ガイドの説明とともにたっぷりお楽しみください！ 

GB305
人気

※大英博物館が閉館する場合、催行を中止します。※歩きやすい靴でのご参加をおすすめします。※博物館の都合により、展示物や作品等がメン
テナンスや貸し出しのため見学できない場合があります。予めご了承ください。※大人と同行する5歳以下の子供は無料です。※手荷物検査に時間
を要する場合がありますので、14:00頃入場を目安にお越しください。

※ナショナルギャラリー、ナショナルポートレートギャ
ラリーが閉館する場合、催行を中止します。※歩きや
すい靴でのご参加をおすすめします。※博物館の都
合により、展示物や作品等がメンテナンスや貸し出し
のため見学できない場合があります。予めご了承くだ
さい。※大人と同行する5歳以下の子供は無料です。

料　金 大人 36ポンド　子供（5歳以下）無料
催行日 木・日（4/1～28、5/7～31、10/1～3/31を除く）
出　発 14:30　ナショナルギャラリー・センズベリー館（新館）内、
 　　　  入口右側ベンチ付近
所要時間 約3時間
解　散 ナショナルポートレートギャラリー

ロンドン発
ナショナルギャラリーとナショナルポートレートギャラリー～公認日本語ガイドがたっぷり3時間ご案内

［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）

14:30 ナショナルギャラリー、センズベリー
ウィングから案内開始

 イタリア・ルネッサンス、17世紀オラ
ンダ、印象派などヨーロッパ名画の
数々をご鑑賞ください。

 その後、ナショナルポートレートギャ
ラリーに移動

 多彩な肖像画の数々をご覧いただきます。
 ※ツアーの途中で約15分程度の休憩

時間をお取りします。
17:30 ナショナルポートレートギャラリーで終了

8名限定！ 西洋絵画史を彩る数々の名作
西洋絵画の宝庫と言われる美術館ナショナルギャラリーと、偉人た
ちの肖像画が楽しめるナショナルポートレートギャラリーを日本語ガ
イドがご案内します。ツアー時間はたっぷり約3時間。8名限定で
すからお客様の質問にもお答えできます。ダ･ヴィンチ、フェルメー
ル、ゴッホやターナーなど西洋絵画史を彩る数々の名画を、日本
語ガイドの説明とともにたっぷりお楽しみください！ 

GB306

料　金　午前市内観光＋グリニッジ・ライナー 大人 54ポンド　子供（3～11歳）42ポンド
 ＋グリニッジ・ライナー＋旧天文台入場券付 大人 64ポンド　子供（3～11歳）48ポンド
 ロンドン午前市内観光のみ 大人 36ポンド　子供（3～11歳）26ポンド
 午前市内観光＋ロンドンアイ通常券付 大人 59ポンド　子供（3～11歳）44ポンド
 午前市内観光＋ロンドンアイ ファストトラック券付 大人 69ポンド　子供（3～11歳）54ポンド
催行日　［4/1～10/31］月・水・金・日　［11/1～3/31］準備中
　　　　（4/22、5/28、6/17、7/8・29、11/11、12/24~26、1/1を除く）
出　発 8:20　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 約5～7時間
解　散 ウエストミンスター・ピアまたはウエストミンスター

ロンドン発
ロンドン午前市内観光＋世界標準時の街グリニッジ・ライナー

［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）

08:20 出発
09:00 タワーブリッジ付近（下車、約45分）

ロンドン塔、タワーブリッジ、シャード、
ロンドン市庁舎など

09:45 車窓観光（トラファルガー広場、ナショナル
ギャラリー、ネルソン提督記念碑 など）

10:45 バッキンガム宮殿（下車、約30分）
開催日は衛兵交代式見学

11:30 ウエストミンスター寺院付近（下車）
 ビッグベン、国会議事堂、ロンドンアイなど
11:45 市内午前観光終了
12:00頃 ウエストミンスターからグリニッジへ出発
12:45 グリニッジ到着
13:00 グリニッジ旧天文台前にて解散
※ 各自グリニッジ観光後、テムズ川水上ボート
でロンドン市内にお戻りください。

充実のロンドン市内観光と子午線ゼロのグリニッジを満喫
ロンドン市内の観光スポットをたっぷり周る午前市内観光に、子午線ゼ
ロ地点で有名な世界遺産グリニッジも訪れる［みゅう］ならではの充実
のロンドン観光です。お好きな時間にテムズ川水上ボートでロンドン中
心部に戻ります。

豊富なプラン
ロンドン市内観光とグリニッジを訪れるプランの他にも豊富なプランを
ご用意しています。
グリニッジ旧天文台入場券付
せっかくグリニッジに行くなら子午線をまたぎたい！
という方に。天文台併設の博物館もゆっくりご覧ください。
ロンドン午前市内観光のみ
時間がない、手ごろな価格で観光したい、という方に。
ロンドン午前市内観光＋ロンドンアイ・チケット付
人気の大観覧車「ロンドンアイ」のチケットがセットになって、料金もお
得。市内観光解散場所から歩いていけるので時間の無駄もありません。

GB304
人気

※グリニッジ・ライナーは日本語に加え英語での案内を行う場合があります。※ロンドン中心部の交通事情や催事により、訪問先の時間帯やルートが変更になる場合、行程順序の変更や予定訪問先での
観光ができない場合があります。予めご了承ください。※衛兵交代のある日は、交代式の一部である衛兵の行進をご覧いただく予定です。※バスと日本語アシスタントは13:00頃グリニッジ旧天文台前で
業務終了となります。その後はお客様のみの個人行動となります。「グリニッジお役立ちマップ」とグリニッジ・ピアからウエストミンスター・ピアまでのテムズ河水上ボートの乗船券を当日お渡しします。

ⒸVisitBritain
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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。

※博物館、美術館内の展示室はメンテナンスや展示物の貸し出し等により部分的にクローズする場合があります。※博物館、美術館の移動は、徒歩または公共交通機関を利用しての移動となりま
す。移動に際する費用はツアー代金には含まれていません。必要な場合にはその場でお支払いください。（大英博物館とナショナルギャラリー間は、バスを使っての移動となります。ビクトリア&アル
バートミュージアムと自然史博物館間は、徒歩移動となります。テートブリテンとテートモダン間はテムズ河の水上ボート（片道約7.50ポンド）を使っての移動となります。）※お子様が参加される場
合は、お申し込み時にお子様の人数と年齢をお知らせください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100％を申し受けます。

大英博物館とナショナルギャラリー午後見学 GB346

大英帝国時代に世界各地から集めた数々の文化遺産を展示する世界最大級のミュージアム大英博物館と西欧ヨーロッパ
の巨匠たちの名画が一堂に集まるナショナルギャラリーを行く、まさに王道コース。
出発場所：大英博物館正面入口を入ってグレートコート内、左側ライオン像の前

やっぱり王道！ 大英博物館とナショナルギャラリー

ビクトリア＆アルバート・ミュージアムと自然史博物館午後見学 GB347

アートとデザインを専門分野とする展示ではこちらも世界最大！　ビクトリア&アルバート（V&A）ミュージアムとロンドンで「恐
竜ブーム」をまき起こしたといわれる迫力ある展示が自慢の自然史博物館を行く、アート&自然コース。
出発場所：地下鉄サウス・ケンジントン駅改札口前

アートと自然！  ビクトリア&アルバートミュージアムと自然史博物館 

テートブリテンとテートモダン午後見学 GB348

ミレイ、ターナー、コンスタブル、ゲインズバラなどイギリス絵画コレクションを鑑賞するならばここ！
テートブリテンと現代アートの展示では常に巷に話題を振りまくテートモダンを行く、テートtoテートコース。
出発場所：テートブリテン正面入口を入ってすぐ右側にある椅子付近

古典絵画vs現代絵画！ テートブリテンとテートモダン

ロンドン発
興味に合わせてロンドン半日観光

［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

《共通》※天候・交通事情により、訪問先の時間帯やルートが変更する場合があります。訪問先の諸事情により見学ができなくなる可能性があります。※お子様が参加される場合は、お申し込み時に
年齢をお知らせください。《王道》※ロンドンアイの搭乗はお客様のみとなります。《ロイヤル》※ケンジントン宮殿への入場はお客様のみとなります。《グリニッジ》※グリニッジ旧天文台への入場は
お客様のみとなります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100％を申し受けます。

料　金 1名 432ポンド、2名 225ポンド、3名 165ポンド、4名  129ポンド
 ※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。

～子午線をまたぎにグリニッジへ！  テムズ川水上ボートも乗る4時間コース

9:00/14:00 出発▶グリニッジ旧天文台（入場）、テムズ河水上ボート（乗船）、グリニッジパーク、クィーンズハウス、カティーサーク号（下
車）※時間があれば、ロンドン中心部の観光スポットもご覧いただきます。▶13:00/18:00終了　※行程順はホテルの場所により変わります。

経度ゼロ度の子午線がある世界遺産の街グリニッジ

料　金 1名 434ポンド、2名 232ポンド、3名 173ポンド、4名  137ポンド
 ※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。

～気分はロイヤル！  王室ゆかりの地を巡る4時間コース

9:00/14:00 出発▶バッキンガム宮殿（下車）、セント・ジェームズ宮殿（下車）、ケンジントン宮殿（入場）、ダイアナ妃記念ファウンテン（散策）、
ロイヤルワラント（王室ご用達）お店巡り、ウエストミンスター寺院（下車）など▶13:00/18:00 終了　※行程順はホテルの場所により変わります。

慶事続きの2018年英国王室！  エリザベス女王率いるロイヤルファミリーゆかりの地を巡る

料　金 1名 460ポンド、2名 254ポンド、3名 194ポンド、4名  157ポンド
 ※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。

～ロンドン観光の王道を行く！  凝縮4時間コース

GB355

GB354

GB353

9:00/14:00 出発▶ウエストミンスター寺院、ビッグベン、国会議事堂（下車）、テムズ河水上ボート（乗船）、ロンドンアイ（搭乗）、ロンド
ン塔、タワーブリッジ、シャード（下車）、バッキンガム宮殿（下車）など▶13:00/18:00 終了　※行程順はホテルの場所により変わります。

新旧の名所入り混じるロンドンを、専用車、水上ボート、大観覧車ロンドンアイから、たっぷり観光

ロンドン発
大英帝国のお宝鑑賞！  貸切日本語ガイドが徹底案内　ロンドンのミュージアム午後観光

料　金 1名 293ポンド、2名 148ポンド、3名 100ポンド、
 4名    76ポンド  ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（12/24～26・31、1/1、博物館・美術館の閉館日を除く）
出　発 13:30
所要時間 約4時間
解　散 2つ目に訪れる博物館、美術館

［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）

13:30 出発
 2つの美術館・博物館を徹底見学
 途中、ティータイムをお取りします。
17:20 終了

ロンドンはミュージアム天国。大小さまざまな博物館、美術館がロンドン中心部にあり、世界の海を制したといわれる大
英帝国時代に収集したお宝が、各博物館、美術館に展示されています。そんなお宝の数々を、ミュージアムを得意と
する公認ガイドが徹底的にガイディング、皆様の知的好奇心を存分に満たします。

催行日 毎日（12/24～26・31、1/1を除く）　　出発　9:00、14:00　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間　約4時間　　　　　　　　　　　　　　解散　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル

見どころ満載の観光都市ロンドン。ご興味に合わせて日本語アシスタントがご案内するプライベートツアーです。ロンドンの新旧
名所を、専用車と水上ボート、大観覧車に乗って、地上、水上、上空から、たっぷりお楽しみいただくコース。王族方のお住ま
いの宮殿や、王室御用達のお店などロイヤルファミリーゆかりの地を巡るコース。経度ゼロ度の子午線がある世界遺産の街グリニ
ッジを満喫してテムズ川の水上ボートからロンドンの観光名所をお楽しみいただくコース。ご興味に合ったお好きなコースをどうぞ。
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料　金 大人 212ポンド　子供（6～11歳）154ポンド
 5歳以下参加不可
催行日 4/2～10/31の月～土
出　発 8:30頃　ユーストン駅
所要時間 約13時間
解　散 ユーストン駅

ロンドン発
列車で行く湖水地方1日観光 ～嬉しいクリームティー付

［運行会社］MIKI TRAVEL(一部現地観光ツアー運行会社MOUNTAIN GOAT社を含む)パック

英語ドライバーガイド 2名催行

スケジュール（目安）

08:30頃 ユーストン駅より電車で各自出発
11:08頃 オクセンホルム駅（現地スタッフが駅

でお出迎え）
 ビアトリクス・ポターが愛したカント

リーサイドを巡るツアー（ヒルトップ
入場、ホークスヘッド、ターン・ハウ
ズ、レイククルーズ、ウィンダミア、
ホテルにてクリームティー付）

 ツアー終了後、オクセンホルムまで送迎
18:30頃 オクセンホルム駅発
21:25頃 ロンドン・ユーストン駅着

湖水地方を効率よく1日でめぐる
大小500の湖が点在する風光明媚な湖水地方。その大部分が国立
公園に指定され、美しい景観が保たれています。ロンドンからの電車
と現地ツアーの組み合わせで、限られた時間で効率的に湖水地方を
巡り、各名所をお楽しみいただけます。ピーターラビットの作者ビアト
リクス・ポターのゆかりの地でのクリームティーもお付けしました。

GB313

※日本語を話す係員は含まれていません。※予約回答開始はツアー参加日の2ヶ月半前以降となります。※予約確認後も電車の時刻改定や工事等により運行ダイヤが変更される場合があります。※ロ
ンドン～オクセンホルム駅の往復はお客様ご自身での移動となり、英語ドライバーガイドは湖水地方観光ツアー時のみ同行します。※悪天候や道路閉鎖などの現地事情により、予定していた訪問箇
所が変更される場合があります。※ヒルトップは金曜は閉館（6/1～9/28は金曜も開館予定）しますが、庭とショップはオープンしています。※悪天候等によりレイククルーズが欠航の場合は車での
案内となります。※参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前まででお申し込みを締め切らせていただきます。※変更取消料として、お申し込み時から100%を申し受けます。

料　金 ハイドロ・ホテル  GB368  大人 348ポンド　子供（6～11歳）256ポンド
　　　　　　　　　　　　　　   ※2名1室利用時の1名料金です。※シングルルーム利用の場合 386ポンド
 ローラアシュレイ・ホテル・ザ・ベルスフィールド  GB369   大人 359ポンド　子供（6～11歳）266ポンド
　　　　　　　　　　　　　　   ※2名1室利用時の1名料金です。※シングルルーム利用の場合 394ポンド
 リンデスハウ・ホテル  GB331  大人 377ポンド　子供（6～11歳）281ポンド
　　　　　　　　　　　　　　   ※2名1室利用時の1名料金です。※シングルルーム利用の場合 416ポンド
 5歳以下参加不可
催行日 4/2～10/31の月～木
出　発 8:30頃　ユーストン駅
所要時間 1泊2日
解　散 ユーストン駅

ロンドン発
湖水地方1泊2日パッケージ ～たっぷり観光＋クリームティー付

［運行会社］MIKI TRAVEL(一部現地観光ツアー運行会社MOUNTAIN GOAT社を含む)パック

英語ドライバーガイド 2名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
08:30頃 ユーストン駅より電車で各自出発
11:08頃 オクセンホルム駅着
 カントリーサイドを巡るツアー参加
16:30頃 宿泊ホテル着、各自でチェックイン
【2日目】
09:30頃 ホテルで現地スタッフと合流
 湖水地方の10の湖を巡るツアー参加
17:30頃 オクセンホルム駅まで送迎
18:30頃 オクセンホルム駅発
21:25頃 ロンドン・ユーストン駅着

湖水地方を満喫、ビアトリクス・ポターゆかりのホテルに宿泊
湖水地方をゆったりお楽しみ頂くための宿泊パッケージです。ロン
ドンから電車で到着後、ビアトリクス・ポターゆかりの地やレイクク
ルーズなどをお楽しみいただき、ホテルまでお送りします。翌日は
湖水地方ならではの風景を求めて、美しい湖や山々、渓谷、古い村
などをドライブ。ツアー終了後は駅までお送り、電車で各自ロンドン
にお戻りいただきます。

※日本語を話す係員は含まれていません。※予約回答開始は参加日の2か月半前以降となります。※予約確認後も電車の時刻改定や工事などにより運行ダイヤが変更される場合があります。※悪天候や道路閉鎖などの現地
事情により、予定していた訪問箇所が変更になる場合があります。※ヒルトップは金曜は閉館（6/1～9/28は金曜も開館予定）しますが、庭とショップはオープンしています。※悪天候等によりレイククルーズが欠航の場合は車
での案内となります。※参加日の（土日祝を除く）7日前まででお申し込みを締め切らせていただきます。※変更取消料として、お申込み時から50％、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。

料　金 1名 1,215ポンド、2名 644ポンド、3名 453ポンド、
4名     358ポンド

 ※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。※ホテル代は含まれていません。
催行日 4/2～9/30の月～木・日　
出　発 8:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 1泊2日
解　散　パディントン駅

スケジュール（目安）

【1日目】
08:30 ロンドンのホテル出発
 途中、高速道路のサービスエリアで休憩
12:00 グラストンベリー（約3時間半、自由

昼食時間を含む）
 途中、ジュラシックコーストにて写真

ストップ
18:30 エクセターのホテル着
※ホテル代は含まれていません。エクセター中心部の
ホテルを別途ご予約いただき事前にお知らせください。
【2日目】
08:00 ホテル出発
10:00 セント・マイケルズ・マウント
 （約3時間、自由昼食時間を含む）
15:00 プリマス（約40分）
16:00 プリマス駅より列車にてロンドンへ
19:20 ロンドン・パディントン駅にて終了 

2つのパワースポット、セント・マイケルズ・マウント
とグラストンベリーへ
イギリスの南西コーンウォール半島の先端、マウント湾に浮かぶ小さな孤島
セント・マイケルズ・マウント。干潮時のみ現れる石畳の道と満潮時には完
全な孤島となる幻想的な姿から、英国版モン・サン・ミッシェルといわれて
います。英国最大のパワースポット、グラストンベリーでは、異界への入口と
も呼ばれるグラストンベリー・トールにある神秘的な旧聖ミカエル教会、アー
サー王の墓があったとされる英国最古のキリスト教修道院グラストン 
ベリー・アビー、キリスト聖杯伝説のチャリス・ウェルなどたっぷり見学でき
ます。さらに世界遺産ジュラシックコーストでのお写真ストップもお取りします。

※ホテルは含まれていません。エクセター中心部のホテルを別途ご予約ください。※各観光箇所の入場料およびセント・マイケルズ・マウントのボート代は含まれていません。その場でお支払いください（目安：グラストンベリー修道
院：約8ポンド、セント・マイケルズ・マウント入場料：城のみ約10ポンド、島までのボート片道約2ポンド）。入場はお客様のみとなります。日本語ドライバーは入場しません。※1日目はホテル到着後、ドライバーのサービスは終了しま
す。ドライバーは別ホテルでの宿泊となります。※悪天候の場合は、マラジオン（本土側）の海岸からセント・マイケルズ・マウントまでのボートが運休になることがあります。※専用車はプリマス駅にてサービス終了となります。プリ
マス駅からロンドンへはお客様のみ列車でお戻り頂きます。※天候・交通事情により、訪問先の時間帯やルートが変更する場合があります。また訪問先の諸事情により見学ができなくなる可能性があります。予めご了承ください。※
食事代は含まれていません。昼食時にドライバーの同席をご希望の場合は、ドライバーの食事代のご負担をお願いします。※お子様が参加される場合は、お申し込み時に年齢をお知らせください。※参加日の（土日祝を除く）10日
前まででお申し込みを締め切らせていただきます。※予約回答開始は参加日の約2ヶ月半前以降となります。※変更取消料として、お申し込み時から15％、参加日の（土日祝を除く）8日前からは100％を申し受けます。

ロンドン発 ［運行会社］MIKI TRAVELプライベートGB367
日本語ドライバーと専用車で行き＆列車で帰る　もう一つの西洋の脅威セント・マイケルズ・
マウント、　異界への入口グラストンベリー、ジュラシックコースト 1泊2日（ホテル別） 1名催行日本語ドライバー

UNITED KINGDOM
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5/1・2限定！GW特別催行
大人 85ポンド　子供 79ポンド
学生 82ポンド　幼児 30ポンド
8:30 出発▶10:30 オックスフォード（約1時
間30分）▶13:30 ハリー・ポッター・スタ
ジオ（約3時間30分）▶19:00 ロンドン着

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。

イギリス
アイルランド

フランス

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

北欧
バルト三国
アイスランド
ロシア

イタリア
マルタ

クロアチア
スロベニア
トルコ

UNITED KINGDOM

料　金 大人 85ポンド　子供（5～15歳）79ポンド　
 学生（16～25歳）82ポンド　幼児（0～4歳）30ポンド
催行日 7/2～8/31の月・金
出　発 8:30　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 約10時間30分
解　散 キングスクロス駅付近

ロンドン発
ハリー・ポッター・スタジオツアーとオックスフォード 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVEL ＆ H.I.S. LONDONスペシャル

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

08:30 出発
 ※スタジオ到着後、日本語アシスタン

トが入場についてご案内します。
10:30 ハリー・ポッター・スタジオ入場
 （約3時間30分、自由昼食時間を含む）
15:30 オックスフォード（約1時間30分）
19:00 ロンドン・キングスクロス駅付近着、

解散

ハリー・ポッター尽くしのツアー
ロンドンで最も人気のあるアトラクション「ハリー・ポッター・スタジ
オ」の入場とハリー・ポッター映画のロケ地にもなった大学の街オッ
クスフォードを訪れる期間限定の特別ツアーです。いまや社会現象
と言われるほど圧倒的人気を誇るこのスタジオで、ハリー・ポッターの
世界を存分に楽しみましょう。スタジオ見学後は、英国が世界に誇
る学園都市オックスフォードを訪れます。クライストチャーチ・カレッ
ジのグレートホール（食堂）など映画のロケ地となったファン必見
の場所も！ツアーの最後は、ホグワーツ・エクスプレスの出発駅で
もあるキングスクロス駅です。駅構内9¾番線に続く壁とギフト 
ショップ付近にて解散となります。

GB370

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※スタジオの入場予約時間より早く到着した場合は、入場までお待ちいただく場合があります。その間、カフェやショップ等はご利用いただけけます。※天候、交通事情により、
訪問先の滞在時間やルートが変更される場合があります。※ハリー・ポッター・スタジオの入場料は料金に含まれています。スタジオ滞在は3時間半程度を予定しています。昼食はスタジオ入口横もしくはスタジオ内のカフェで各自でお取
りください。※オックスフォードのクライストチャーチは大学の一部のため、学生の使用や大学の催事等が行われる場合はグレートホール等がクローズします。予めご了承ください。入場料（約7ポンド）は各自でお支払いください。 
※バス車内での飲食はご遠慮いただいております。※ツアー出発場所と解散場所が異なります。ご注意ください。※変更取消料として、お申し込み時より50%、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。

料　金 1名 718ポンド、2名 359ポンド、3名 239ポンド、
 4名 180ポンド　
 ※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～土　(12/24～26・31、1/1を除く)
出　発 ［4/1～10/31］9:30　［11/1～3/31］8:30
 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル

ロンドン発
日本語アシスタントと専用車で行く　学問の都ケンブリッジと東イングランド1日観光 ～美しき英国の原風景

［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）

【モデルルート例】
09:30 出発
11:10 ケンブリッジ（約100～110分、昼食

時間を含む）
14:10 ラヴェナム（約15分、写真ストップ）
15:20 フラットフォード（約30分）
18:30 ロンドン市内ホテル着

※ 冬期は1時間前倒し（8:30出発）が基本となり
ます。

英国通が愛してやまない東イングランド地方
学問の都ケンブリッジではケム川沿いに並ぶ名門大学の壮麗な建
築物と芝生や柳の調和を、ハーフ・チェンバーの家並みが愛らし
いラヴェナムでは中世へのタイムスリップを、風景画家コンスタブ
ルが描き続けたフラットフォードでは風景画の世界を、それぞれの
町の英国らしさが満喫できるプライベートツアーです。

GB323

※天候、交通事情により、訪問先の時間帯やルートが変更される場合があります。また、訪問先の諸事情により、入場、見学ができない可能性が 
あります。※専用車とアシスタントの拘束時間は最大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。※お子様が参加される場合は、お申し込み時に子供の年齢、身長、体重を 
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）4日前からは100％を申し受けます。

ワーナーブラザース・スタジオ見学ツアー
ロンドン発 ［運行会社］GOLDEN TOURS

※1/1以降は条件・料金が変更される場合があります。※スタジオ内では様々な照明、音響効果
が使用されます。高血圧、心臓疾患等の持病がある方は当日スタッフにご相談ください。
※変更取消料として、お申し込み時から100%を申し受けます。

GB310

1名催行

料　金 ［4/1～5/31、9/1～12/31］　 大人 93ポンド　子供（5～15歳）87ポンド
幼児（3～4歳）30ポンド

 ［6/1～8/31］　  大人 107ポンド　子供（5～15歳）101ポンド　
幼児（3～4歳）30ポンド

催行日 毎日　(2/1～5、スタジオのメンテナンス期間を除く)
出　発 8:00～16:00の毎時　ゴールデンツアーズ社オフィス
所要時間 約7時間
解　散 ビクトリア周辺

ハリー・ポッターの世界を体感
ワーナーブラザース・スタジオを各自で見学（約
3時間）
ロンドンからの便利な日帰りバスツアーで世界的
な大ヒット映画「ハリー・ポッター」の撮影舞台
を見学します。

日本語アシスタントと専用車で行く　世界遺産ブレナム宮殿、
バンプトンと大学の街オックスフォード 1日観光

ロンドン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※ブレナム宮殿への入場はお客様のみとなり、日本語アシスタントは入場しません。※天候、交通事情によ
り、訪問先の時間帯やルートが変更される場合があります。また、訪問先の諸事情により、入場、見学がで
きない可能性があります。※専用車とアシスタントの拘束時間は最大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。※お子様が参加される場合は、お申し込みの段階で子供の年齢、身長、体重をお知ら
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）4日前からは100％を申し受けます。

GB328

日本語アシスタント 1名催行

料　金 1名 732ポンド、2名 373ポンド、3名 253ポンド、4名 194ポンド
 ※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　(5/21～23、12/24～26・31、1/1を除く)
出　発 ［4/1～10/31］9:30　［11/1～3/31］8:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル

英国カントリーハウスと大学都市
9:30 出発▶11:30 「ダウントン・アビー」のロケ
地、バンプトン（約30分）▶12:30 ウッドストック
（約50分、自由昼食）▶13:30 ブレナム宮殿（約
70～80分）▶15:20 オックスフォード（約70～
80分）▶18:30 ロンドン着
※冬期は1時間前倒し（8:30出発）が基本となります。

プライベート



166

2018.04

2019.03

ロ
ン
ド
ン

U
N

ITED
 K

IN
G

D
O

M

イギリス

料　金 1名 1,303ポンド（シングルルーム利用）、
 2名   676ポンド（ツインルーム利用）、
 3名   505ポンド（1シングル+1ツイン利用）、
 4名   391ポンド（2ツイン利用）
 ※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～金・日（12/23～26・30・31、1/1を除く）
出　発 8:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 1泊2日
解　散 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル

ロンドン発
日本語ドライバーと専用車で行く　おとぎの国を旅しよう！ ウェールズの三大名城めぐりと絶景ポントカサステ水路橋 1泊2日 ～カントリーハウス風ホテルに宿泊！3コースディナー付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ドライバー 1名催行

スケジュール（目安）

【１日目】
08:30 専用車で出発、
 途中、高速道路のサービスエリアで休憩
12:30 ポウィス城（約2時間、昼食時間を含む）
15:30 ポントカサステ水路橋（約1時間半）
18:00頃 チェスター郊外のホテル着
 チェスター郊外泊
【2日目】
08:30 ホテル出発
10:00 カナーフォン城（約1時間）
 スノードニア国立公園内をドライブ
 途中フォトジェニックな村スランウストで写真ストップ
12:30 コンウィ城（約1時間半～2時間/昼食時間含）
 途中、高速道路のサービスエリアで休憩
19:30 ロンドンのホテルにて終了

GB363

※行程はモデルルートです。※天候や交通事情等により、訪問先の時間帯やルートを変更する可能性があります。また訪問先の諸事情により見学できない場合があります。※利用予定ホテルは、MERCURE CHESTER ABBOTS 
WELL、BROOK MOLLINGTON BANASTRE(いずれもチェスター郊外)または同等クラスです。ホテルはお選びいただけません。※1日目はホテル到着後チェックインのお手伝いをしてドライバーのサービスは終了です。ドライバーは
別ホテルでの宿泊となります。※ツアー中の食事（ホテルの夕・朝食を除く）は料金に含まれていません。昼食時にドライバーの同席を希望される場合は、ドライバーの昼食代のご負担をお願いします。※各お城の入場料は含ま
れていません。当日お支払いください（目安：ボウィス城＝約13ポンド、コンウィ城＝約9ポンド、カナーフォン城＝約9ポンド）。入場はお客様のみとなり、日本語ドライバーは入場しません。※お子様が参加される場合は、お申し
込み時に年齢をお知らせください。※参加日の（土日祝、年末年始を除く）10日前まででお申し込みを締め切らせていただきます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）8日前からは100％を申し受けます。

フォトジェニックなウェールズを行く1泊2日旅
独自の文化と言語を受け継ぐウェールズ地方。その最大の魅力は、美しい大自然の中、中世以前から建てられた
600超もの石造りのお城です。時空を超えておとぎの国へ！古城ファンを魅了するポウィス城、現存する中世の要
塞で最も保存状態の良いコンウィ城、名作アニメの舞台といわれるカナーフォン城のウェールズ3大名城を訪れま
す。世界遺産ポントカサステ水路橋と英国一かわいい橋と話題のスランウストの2橋は写真映え間違いなし。ス 
ノードニア国立公園ドライブも入った、ウェールズの大自然と古城が満喫できる1泊2日のプライベートツアーです。

日本語アシスタントと列車で行く ウェールズ地方1泊2日　～不思議の国ウェールズ観光完全版！

《共通》※ロンドン～チェスター間は列車での移動、チェスター発着はバスでの観光です。日本語アシスタントはロンドンからご案内します。※行程はモデルルートです。※天候や交通事情等により、訪問先の時間
帯やルートを変更する可能性があります。また訪問先の諸事情により見学できない場合があります。※お子様が参加される場合は、お申し込み時に年齢をお知らせください。《1》※ポウィス城庭園、チャーク城ス
テートルームと庭園の入場料は含まれています。ポウィス城の城内入場をご希望の方は、当日現場で入場券をご購入ください（約13ポンド）。《2》※コンウィ城とカナーフォン城の入場料は含まれていません。入場
をご希望の方は、当日現場で入場券をご購入ください（コンウィ城＝約9ポンド、カナーフォン城＝約9ポンド）。※変更取消料として、参加日の（土日祝を除く）21日前から50％、10日前からは100％を申し受けます。

※詳細はお問い合わせください。

ロンドン発
日本語アシスタントと列車で行く ウェールズ地方1日観光

［運行会社］MIKI TRAVEL & H.I.S.LONDONショートトリップ

日本語アシスタント 2名催行

1. 北ウェールズの優雅なお城巡りと
世界遺産ポントカサステ水路橋

GB364

8:10 列車で出発▶10:10 チェスター駅着、バス乗車▶11:20 ポウィス城＋
ウェルシュプール（約2時間、昼食時間を含む）▶14:00 チャーク城（約1時間）
▶15:10 ポントカサステ水路橋（約40分）▶16:45 チェスター市街（約30～40
分）▶17:55 列車でチェスター駅発▶20:02 ロンドン・ユーストン駅着

料　金 大人250ポンド　子供（4～16歳）235ポンド　3歳以下参加不可
催行日 6/1～9/28の金
出　発 8:00　ユーストン駅
所要時間 約12時間
解　散 ユーストン駅

料　金 大人450ポンド、子供（4～16歳）430ポンド
 ※2名1室利用時の1名料金です。※シングルルーム利用の場合 500ポンド
催行日 6/1～9/28の金

庭園、お城、世界遺産の水路橋

2. 不思議の国ウェールズハイライト
中世の古城とフォトジェニックなスポットめぐり

GB365

8:10 列車で出発▶10:10 チェスター駅着、バス乗車▶11:20 コンウィ（約60分）▶メナイ吊橋を
渡りアングルジー島へ▶12:50 世界一長い駅名Llnfairpwllgwyngyll（写真ストップ）▶13:20 
カナーフォン（約80～90分、昼食時間を含む）▶スノードニア国立公園ドライブ▶15:50 スラン
ウスト（写真ストップ）▶17:55 列車でチェスター駅発▶20:02 ロンドン・ユーストン駅着

1. 北ウェールズの優雅なお城巡りと世界遺産ポントカサステ水路橋と2.不思議の国ウェールズハイ
ライト・中世の古城とフォトジェニックなスポットめぐりを組み合わせた1泊2日ツアー。JATA（日
本旅行業協会）選定の「ヨーロッパの美しい村30選」に選ばれたコンウィ、「美しい街道20選」
に選ばれたウェールズ古城街道を含む、まさに不思議の国ウェールズを満喫できるツアーです。

料　金 大人230ポンド　子供（4～16歳）215ポンド　3歳以下参加不可
催行日 6/2～9/29の土
出　発 8:00　ユーストン駅
所要時間 約12時間
解　散 ユーストン駅

世界一長い駅名、英国一かわいい橋

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。

GB366
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UNITED KINGDOM

2つの世界遺産ストーンヘンジ、バースと
もうちょい先までカーディフへ 1日観光

ロンドン発 ［運行会社］MIKI TRAVELGB361

日本語アシスタント 1名催行

料　金 大人 179ポンド　子供（3～11歳）126ポンド　
催行日 4/1～10/31の火・木・土　（6/21を除く）
出　発 8:00　国鉄ビクトリア駅構内1番プラットフォーム改札前
所要時間 約12時間30分
解　散 パディントン駅

※ロンドンからバースまでは［みゅう］バスでの移動となります。日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※悪天候や道路閉鎖、
街や村の行事等の現地事情により予定していた観光箇所を訪問することができない場合があります。※バースからカーディフ、カーディフか
らロンドンまでは、列車を利用しお客様ご自身でご移動いただきます。※予約回答開始はツアー参加日の2ヶ月半前以降となります。※予約
確認後も列車の時刻改定や工事等により運行ダイヤが変更される場合があります。※参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前まででお申し
込みを締め切らせていただきます。※変更取消料として、お申込み時から50％、参加日の（土日祝を除く）3日前からは100%を申し受けます。

バスと列車の組み合わせで効率よく
［みゅう］2つの世界遺産ストーンヘンジ、バースと映画の舞台レイ
コック村 1日観光（p.160）に乗車【8:00 出発▶10:15 ストーンヘンジ（入場、約70～80分）】▶12:50
バースで［みゅう］バスツアーを途中離団、自由散策▶14:30頃 バース・スパ駅より列車でカーディフへ▶
15:30頃 カーディフ駅着後、自由散策▶18:20頃 カーディフ駅発▶20:30頃 ロンドン・パディントン駅着

バス＆パック

列車で行く カーディフ1日観光
～カーディフ城入場付

ロンドン発 ［運行会社］MIKI TRAVELGB362

1名催行

料　金 大人 153ポンド　子供（3～15歳）85ポンド　
催行日 月～土　（12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 9:15　パディントン駅
所要時間 約11時間30分
解　散 パディントン駅

※係員は含まれていません。※予約回答開始はツアー参加日の2ヶ月半前以降となります。※予約
確認後も列車の時刻改定や工事等により運行ダイヤが変更される場合があります。※参加日の
（土日祝、年末年始を除く）7日前まででお申し込みを締め切らせていただきます。※変更取消料
として、お申込み時から100%を申し受けます。

ウェールズの首都カーディフ
9:15頃 ロンドン・パディントン駅から列車で各自
出発▶11:20頃 カーディフ駅着後、自由散策▶お好きな時間（最終入場
17:00）にカーディフ城に入場できます。▶18:26頃 列車でカーディフ駅発▶
20:30頃 ロンドン・パディントン駅着　※土曜は列車の時刻が異なります。

パック



料　金 98ポンド　19歳以下参加不可
催行日 火・木・土　（12/25、1/1を除く）
出　発 19:00　ストランドパレスホテル正面ロビー
所要時間 約3時間
解　散 ロンドン市内ご宿泊ホテル

ロンドン発
黄昏のロンドン　名物ローストディナーとパブ体験 ～ナイトドライブ付

［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）

19:00 出発
 ホテル内レストランにてカーバリー

（ロースト料理）ビュッフェ形式2コー
スの夕食

20:00 市内ナイトツアー（ビッグ・ベン（下
車）、国会議事堂（下車）、ロンドン塔
（下車）、テムズ川（車窓）、セント・
ポール大聖堂（車窓）、タワー・ブリッジ
（下車）など）

 ※途中でパブ1軒に立ち寄ります。
22:00 解散

夜のロンドンを満喫、帰りは車でホテルまで
夜のロンドンのドライブ、名物ディナー、地元のパブを満喫でき
る、ちょっと贅沢なツアーです。ロンドン中心部で英国伝統のカー
バリー（ロースト料理）をご賞味頂いた後、美しくエキサイティン
グな夜のロンドンの街をドライブしながら、アシスタントがおすすめ
するパブに立ち寄ります。ビールを片手にイギリス人の社交の場パ
ブの雰囲気をお楽しみください。お酒が苦手な方にはソフトドリン
クもあります。少人数ツアーで、帰りはホテルまでお送りしますの
で安心して楽しめます。

GB307

※ホテル送迎可能範囲は西はハマースミスまで、北はセント・ジョンズウッド、東はタワーブリッジ、南はフルハム・ブロードウェイとなります。上
記エリア外に宿泊の場合は、最寄りの地下鉄駅にて解散となります。※ロンドン市内の行事や交通事情等で下車箇所が変更になる場合がありま
す。※パブでの1ドリンクが含まれます。※パブでは年齢を証明するものの提示を求められる場合があるため、ID（パスポートのコピー可）をお持
ちください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前から50%、3日前からは100%を申し受けます。）
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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 1,254ポンド（シングル1部屋）、2名 648ポンド（ツイン1部屋）、
3名     484ポンド（シングル、ツイン1部屋ずつ）、

 4名     373ポンド（ツイン2部屋）
 ※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の月～金・日
出　発 8:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 1泊2日
解　散 ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル

ロンドン発
日本語ドライバーと専用車で行く  リアル貴族の館チャッツワース・ハウスと
陶器のふるさとでファクトリーショップめぐり1泊2日 ～産業革命発祥の地もチラ見

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

スケジュール（目安）

【1日目】
08:30 ロンドンのホテル出発
 途中、高速道路のサービスエリアで休憩
12:00 ダーヴェント峡谷の産業景観
 （写真ストップ、小休憩）
13:00 ベイクウェル（約90分、自由昼食時

間を含む）
15:00 チャッツワース・ハウス（約90分）
18:30 マンチェスターのホテル着

マンチェスター泊
【2日目】
08:30 ホテル出発
10:00 ストーク・オン・トレント（約3時間

30分、自由昼食時間を含む）
14:30 アイアンブリッジ（写真ストップ、小休憩）
 途中、高速道路のサービスエリアで

休憩
18:30 ロンドンのホテル着

リアル英国貴族の世界、陶器、自然、産業革命、
盛りだくさんの2日間
ピーク・ディストリクト国立公園内の広大な敷地にあるデヴォン 
シャー公爵の邸宅、チャッツワース・ハウス。その伝統と格式から
英国一のマナーハウスと称され、絢爛豪華な内装は必見。映画『プ
ライドと偏見』のロケ地としても有名で、英国の造園家ケイパビリ
ティ・ブラウンによる庭園も見どころです。ストーク・オン・トレン
トではたっぷりファクトリーショップ巡りをどうぞ。独特のムーア（荒
野）の景観が広がるピーク・ディストリクト内もドライブ、かわいい
ベイクウェル村では元祖ベイクウェル・プディングを試してみては
いかがでしょう。18世紀イギリス産業革命の舞台で写真ストップも。
「ザ・英国」な数々を満喫できる1泊2日のプライベートツアーです。

GB371

日本語ドライバー 1名催行

※ご利用予定ホテルは、MERCURE MANCHESTER PICCADILLY, BRITANNIA, または同等クラスです。ホテルはお選びいただけません。※天候や交
通事情により、訪問先の時間帯やルートを変更する場合があります。また訪問先の諸事情により見学ができなくなる可能性があります。予めご了承
ください。※ホテルの朝食を除くツアー中の食事は料金に含まれていません。昼食時にドライバーの同席をご希望の場合には、ドライバーの食事

代のご負担をお願いします。※チャッツワース・ハウスの入場料は含まれていますが、入場はお客様のみとなり、日本語ドライバーは入場しません。※1日目はホテル到着後、ドライバーのサービス
は終了します。ドライバーは別ホテルでの宿泊となります。※ストーク・オン・トレントのファクトリーショップ巡りは2～3店舗お選び頂き、当日ドライバーにお伝えください（Wedgwood、Emma 
Bridgewater、Burleigh、Portmeirionなど）。※お子様が参加される場合は、お申し込み時に年齢をお知らせください。※参加日の（土日祝を除く）10日前まででお申込みを締め切らせていただきま
す。※変更取消料として、お申込み時から10％、参加日の（土日祝を除く）8日前からは100％を申し受けます。

ロンドン発
季節限定ツアー

まだまだあります
　　         ［みゅう］のツアー！

では季節折々のイギリスの見どころを
ご紹介するツアーを準備中です。お楽しみに！

ラベンダーを見に行こう!　季節限定  コッツウォルズ

年一番の一大イベント!  英国のクリスマスマーケット

※パブでは年齢を証明するものの提示を求められる場合があるため、ID（パスポートのコピー可）をお持ち
ください。※レストランが貸切やその他事情により予約ができない場合は不催行となります。※ウォーキン
グツアーですので歩きやすい靴でのご参加をおすすめめします。※交通費は含まれていません。

魅惑のソーホーナイトウォーキングツアー
～パブディナー＆ドリンク付

ロンドン発 GB308

日本語アシスタント 2名催行

料　金 42ポンド　19歳以下参加不可
催行日 月・金　(11/1～3/31を除く)
出　発 18:00　ピカデリーサーカスのピカデリー・エンポリウム地上階入口前
所要時間 約2時間15分
解　散 ソーホーエリア

ウォーキング

ロンドンのナイトライフ体験
ソーホーを通りながらパブへ移動▶18:10 パブにて夕食▶ 地
ビールなどを飲みながらイギリス人の社交の場、パブの雰囲
気をお楽しみください。▶19:00 ソーホー地区散策、魅惑の
繁華街、夜のソーホー地区をご案内します。▶20:15 解散

［運行会社］MIKI TRAVEL［運行会社］MIKI TRAVEL

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。

ロンドンの夜を彩る　ミュージカル

ミュージカル＆プレシアターディナーセット

レストランでの2コースディナーの後は ミュージカル観劇をお楽しみください

GB316

ミュージカルの本場、ロンドン・ウエストエンドにあるミュージカルに観劇前の2コースディナーが付いたセットです。
夕食と共にロンドンの夜を満喫していただけることでしょう。

ディナー、ミュージカル
（送迎、人的サービスは含まれていません）

■含まれるサービス

■スケジュール
18：00頃　指定レストランにて夕食
18：55頃　劇場に各自徒歩で移動
19：30頃　ミュージカル開演（予約時にご確認ください）

22：30頃　ミュージカル終了

※開演後の入場は基本的に認められていません。前半が終了する
まで客席最後部での立見観劇になることもありますので、開演
までにご着席ください。

演目
ミュージカル＆プレシアターディナーセット　演目料金一覧

レストラン劇場 料金

  92ポンド

132ポンド

オペラ座の怪人 SPAGHETTI HOUSE - HAYMARKET（イタリア料理）ハー・マジェスティー劇場 月～木

手配可能曜日

マンマ・ミーア STRAND PALACE CAVERY（イギリス料理）ノヴェロ劇場 月～木

レ・ミゼラブル SPAGHETTI HOUSE - HAYMARKET（イタリア料理）クイーンズ劇場 月～木

ウィキッド PREZZO VICTORIA（イタリア料理）アポロヴィクトリア劇場 月～木

ライオン・キング STRAND PALACE CAVERY（イギリス料理）ライセウム劇場 火～木

アラジン CABANA（ブラジル料理）プリンス・エドワード劇場 月～木

168

※車載スペースの都合上、スーツケースなど大きなお荷物はお1人様1個とさせていただきます。※出発時にスーツケース等は専用車に入れていただきます。※天候・交通事情により、訪問先時間帯やルートを変
更する場合があります。また、訪問先の諸事情により急遽見学ができない可能性があります。※ウィンザー城、ハンプトンコート宮殿、テニス博物館へは日本語アシスタントは入場しません。お客様のみでの見学と
なります。※ロンドン市内中心部のホテル終了も同料金で承ります。その場合のホテル到着時間は17:30頃となります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100％を申し受けます。

英国滞在の最終日にもう1か所、ロンドン郊外へ。観光後はそのままヒースロー空港に行きますので荷物の煩わしさもなく便利。空港では、同行の日本語アシス
タントがチェックインをお手伝いしますので安心。ロンドン最終日にもってこいの専用車観光＋送迎です。

ロンドン発
ロンドン最終日はこれ！ サクッと郊外午後観光～ヒースロー空港送迎付

［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

英国史にその名をふかーく刻む暴君!?ヘンリー8世お気に入りのレンガ造りの美
しい宮殿と広大な庭園をお楽しみください。

料　金 1名 398ポンド、2名 210ポンド、3名 147ポンド、4名 116ポンド
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（12/24～26・31、1/1、ハンプトンコート宮殿のクローズ日を除く）
出　発 13:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 ヒースロー空港

サクッとハンプトンコート宮殿午後観光～ヒースロー空港送迎付 GB351

テニスの聖地ウィンブルドン・テニス・クラブ内にある博物館と王立公園リッチ
モンド・パークを訪れます。パークの高台からはロンドンを遠望できます。

料　金 1名 389ポンド、2名 201ポンド、3名 138ポンド、4名 107ポンド
 ※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（ウィンブルドンテニス開催期間、12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 13:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 ヒースロー空港

サクッとウィンブルドン午後観光～ヒースロー空港送迎付 GB352

スケジュール（目安）

13:30 出発
14:30 ウィンザー城（入場）
16:00 ウィンザーの町散策
17:00 ヒースロー空港着

スケジュール（目安）

13:30 出発
14:30 ハンプトンコート宮殿と
 庭園（入場）
17:00 ヒースロー空港着

スケジュール（目安）

13:30 出発
14:30 ウィンブルドン・テニス・
 ミュージアム（入場）
15:45 リッチモンド・パーク
 （写真ストップ）
17:00 ヒースロー空港着

王家の居城としては世界最大級を誇るウィンザー城に入場、お城の見学後は城
下町ウィンザーの散策をお楽しみください。

サクッとウィンザー午後観光～ヒースロー空港送迎付 GB343

料　金 1名 398ポンド、2名 210ポンド、3名 147ポンド、4名 116ポンド
 ※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（4/20、5/19、12/24～26・31、1/1、ウィンザー城のクローズ日を除く）
出　発 13:30　ロンドン市内中心部ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 ヒースロー空港

※イースターホリデー（4月）、ハーフタームホリデー（通常5月最終週、10月最終週、2月中旬）、サマーホリデー（7月下旬～ 8月末）及びクリスマスと年末年始は予約ができません。
※ミュージカルは夜の部となります。座席の指定はできません。予約可能なカテゴリーの中での最良のシートとなります。 ※劇場側により目安の年齢制限が設けられています。また、
公演の妨げになるような場合には退場を命じられる場合があります。 ※ミュージカルチケットが完売、レストランが満席などの理由によりお申込みいただけない場合があります。
※現地事情によりレストランが変更される場合があります。 ※お申し込み時より手配料金の100％を変更取消料として申し受けます。

ホテルと一緒にお申し込みください
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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。

料　金 大人 375ポンド　子供（5～11歳）318ポンド
 4歳以下参加不可
 ※2名1室利用時の1名あたりの料金です。
 ※シングルルーム利用の場合 519ポンド
催行日 月・火・水　(8/1～31を除く)　※年末年始はお問い合わせください。
出　発 9:30頃　キングスクロス駅
所要時間 2泊3日
解　散 キングスクロス駅

ロンドン発
古都エディンバラとスコットランド満喫2泊3日

［運行会社］MIKI TRAVEL(一部現地観光ツアー運行会社RABBIES社を含む)パック

英語ガイド（２日目） 2名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
09:30頃 キングスクロス駅より電車で各自出発
14:15頃 エディンバラ駅着
 各自でホテルにチェックイン
【2日目】
 現地エディンバラ発1日ツアーに参加
【3日目】
 各自チェックアウト
16:30頃 エディンバラ駅より電車で各自出発
21:00頃 ロンドン・キングスクロス駅着

スコットランドを満喫
街自体が世界遺産に指定されているエディンバラに滞在し、2泊3
日でスコットランドを満喫できるツアーです。エディンバラの主要観
光箇所は市内中心部に集中していますので、自由時間に徒歩観光
をお楽しみください。2日目の観光は「ネス湖やグレンコーなどハ
イランドの名所をめぐるツアー」「ハイランドの峡谷と湖、ウイスキ
ー蒸留所を訪れるツアー」の2種類からお選びいただけます。

GB325

※日本語を話す係員は含まれていません。※利用予定ホテルは、IBIS CENTRE SOUTH BRIDGE, JURYS INN EDINBURGH, MERCURE EDINBURGH 
PRINCES STREETのいずれかで、ご指定は承れません。※予約確認後も電車の時刻改定や工事により運行ダイヤが変更される場合があります。ご自
身で時間管理していただきますことを、あらかじめご了承ください。※ホテルの朝食以外の食事は含まれていません。※2日目の現地ツアーは英語
ツアーとなります。※参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前まででお申し込みを締め切らせていただきます。
※変更取消料として、お申込み時から50％、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。

日本語ガイドと世界遺産を歩く！ 見どころ満載
エディンバラ旧市街半日ウォーキング

エディンバラ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※5名以上でのご参加も可能です。料金はお問い合わせください。※歩きやすい靴でご参加ください。
※エディンバラは天候の変化が激しく、時に強い風や雨に見舞われるため、天候によっては行程を変
更する可能性があります。※途中ガイドおすすめのカフェに入ります。コーヒーまたはお茶代は料金
に含まれています。
※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。

GB339

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 315ポンド、2名 171ポンド、3名 123ポンド、4名 99ポンド 
※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。

催行日 毎日　（12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 9:00、14:00　聖ジャイルズ大聖堂前
所要時間 約3時間30分
解　散 エディンバラ市内中心部

日本語ガイドがエディンバラの魅力をたっぷりご案内
出発▶エディンバラ城（入場）、ロイヤルマイル、
ノースブリッジ、ウォータールー・プレイス、カー
ルトンヒル▶カフェにて途中休憩▶12:30/17:30 
終了　
※行程順はホテルの立地により変更されます。

プライベート

料　金 1名 328ポンド、2名 179ポンド、3名 129ポンド、
 4名 104ポンド　8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　（12/24～26・31、1/1を除く）
出　発 13:20　ウェリントン像前
所要時間 約3時間40分
解　散 ウォータールー・プレイス周辺

エディンバラ発
日本語解説付　スコッチウイスキー蒸留所見学 ～嬉しいウイスキー・テイスティング付！

［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）

13:20 出発、シャトルバスにてグレンキンチー
蒸留所へ

14:15 蒸留所到着、エキシビジョン見学
 蒸留所ツアー、テイスティングおよび

ショッピング（割引券付）
16:15 グレンキンチー蒸留所出発
17:00 エディンバラ中心部ウォータールー・

プレイスにて終了

試飲付！本場のスコッチ・ウイスキーの魅力に触れる
貸切の日本語ガイドがご案内するスコッチ・ウイスキー蒸留所見学ツ 
アーです。エディンバラ・モルトと呼ぶ人もいるスコットランド・ローラン
ドの代表シングルモルト・ウイスキー「グレンキンチー」蒸留所を訪れ
ます。蒸留所では英語ガイドの説明と平行し、日本語での通訳と解説付
き。オリジナル・シングルモルトに加え、別の地域のシングルモルト・ 
ウイスキーの試飲も含まれています。ローランドの美しい景色とともに、
スコッチ・ウイスキーの奥深い世界を存分にお楽しみいただけます。

GB337

※エディンバラ中心部から蒸留所側が手配する混載のシャトルバスを利用するため、集合時間に遅れた場合はツアーにご参加いただけません。 
その場合も返金はいたしかねます。※日本語ガイドはお客様の貸切です。集合場所からご案内します。※ウイスキー蒸留所では蒸留所主催の見学ツ
アーに参加します。日本語ガイドは一緒にツアーを周りながら、コンパクトに解説します。一部、通訳を行いにくい見学場所等もありますがご了承くだ
さい。※このツアーにはウイスキー試飲が含まれます。未成年の方は試飲はできません。※歩きやすい靴でご参加ください。安全上、蒸留所内で
はハイヒール等は禁止されています。※参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前まででお申し込みを締め切らせていただきます。
※変更取消料として、お申込み時から40％、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。

※5名以上でのご参加も可能です。料金はお問い合わせください。※歩きやすい靴でご参加ください。
※エディンバラは天候の変化が激しく、時に強い風や雨に見舞われるため、天候によっては行程を変
更する可能性があります。※レストランでのディナーメニューは季節により変更に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。

スコットランド料理ディナー付　
エディンバラ旧市街ナイトウォーキング

［運行会社］MIKI TRAVEL

1名催行

料　金 1名 305ポンド、2名 162ポンド、3名 115ポンド、4名 91ポンド
 ※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 18:00　聖ジャイルズ大聖堂前
所要時間 約2時間30分
解　散 エディンバラ市内中心部

2018年新ツアー
旧市街ロイヤルマイルを日本語ガイドがご案内
する夜のウォーキングツアー。スコティッシュ料
理の3コースディナーをお召し上がりいただいた
後、ロイヤルマイルを散策します。エディンバラ
城からホーリールードハウス宮殿を結ぶこの石畳
の道は見どころ満載！ 至るところにある不思議な
細い路地「CLOSE」は必見です。

プライベート

日本語ガイド 1名催行

エディンバラ発 GB372
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