FRANCE OP 2018年 11月～2019年3月
フランス オススメのオプショナルツアー
フランス FRANCE

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認くださいませ。※教会訪問を含むOPツアーはノースリーブ、ショートパンツなどの服装はご遠慮ください。
□ 現地主催会社…P:ParisCityVision M : M Y BUS FRANCE A:AEVA TOURS

エクス・アン・プロヴァンス発(Aix-en-Provence)
混載観光ツアー

所要
時間

【CF02】地中海の港町
マルセイユ/カシ/セザンヌ街道
催行日:火・木・土

８
H

【CF01】リュベロン横断
ルールマラン/ルシヨン/ゴルド/アヴィニョン
催行日:月・水・金・日

9H

【CF03】ベストセラープロヴァンス
アルル/ポン・デュ・ガール/サン・レミ・ド・プロ
ヴァンス
催行日:月・水・金

９
H

【CF08】マグダラのマリヤ 南仏伝説
トロネ修道院／サン・マクシマン教会/
ラ・サント・ボーム洞窟
催行日:火・木・土(除外日 12/25）

8
H

内容
09:00 SNCF エクス・アン・プロヴァンス サントル駅 正面玄関前
○ローヴの丘 ○セザンヌ街道/サント・ヴィクトワール山
11:00 ○カナイユ岬 ○ポールミウ
12:30 カシ（2時間）
15:15 マルセイユ：ノートル・ダム・ド・ラ・ガルド寺院（30分）
17:00 SNCF エクス・アン・プロヴァンス サントル駅 正面玄関前
○写真ストップ
※入場料・昼食代は含まれていません。
※悪天候（強風・雨天等）でカナイユ岬の道路が封鎖される場合は、その他の見学箇所で時間調整いたし
ます。

料金

主催

¥21,900

A

SNCF エクス・アン・プロ
ヴァンス サントル駅 正面
玄関前
09:00

¥25,000

A

SNCF エクス・アン・プロ
日本語ドライバーガ
ヴァンス サントル駅 正面
イド
玄関前
2名催行
09:00

¥25,000

A

SNCF エクス・アン・プロ
日本語ドライバーガ
ヴァンス サントル駅 正面
イド
玄関前
2名催行
09:00

¥24,300

A

ガイド/催行人数

SNCF エクス・アン・プロ
日本語ドライバーガ
ヴァンス サントル駅 正面
イド
玄関前
2名催行
09:00

09:00 SNCF エクス・アン・プロヴァンス サントル駅 正面玄関前
10:00 ルールマラン（30分） ○ボニュー
11:30 ルシヨン（30分） ○セナンク修道院
13:00 ゴルド（1時間30分）
15:15 アヴィニョン（1時間）
18:00 SNCF エクス・アン・プロヴァンス サントル駅 正面玄関前
日本語ドライバーガ
○写真ストップ
イド
※入場料・昼食代は含まれていません。
2名催行
※スーツケース持参でご参加の場合、超過料金が発生します。1700円/お一人様にてホテル（市内）へお
迎えにあがります。ご予約時に必ずお知らせください。スーツケースなどトランクに入れる必要のあるものはおひとり
様１つとさせていただきます。
※お預かりするお荷物は荷物車にて別途配送する場合がございます。
※アヴィニョンでご宿泊の方は15時30分ホテル（市内）にて終了となります。
09:00 SNCF エクス・アン・プロヴァンス サントル駅 正面玄関前
10:15 レ・ボー・ド・プロヴァンス（30分）
11:15 サンレミ・ド・プロヴァンス（1時間45分）
14:00 ポン・デュ・ガール（45分） ○ゴッホの跳ね橋
15:45 アルル（1時間）
18:00 SNCF エクス・アン・プロヴァンス サントル駅 正面玄関前
○写真ストップ
※ポン・デュ・ガールの入園料が含まれています。
※入場料・昼食代は含まれていません。

09:00 SNCF エクス・アン・プロヴァンス サントル駅 正面玄関前
10:15 トロネ修道院（ご見学1時間）
12:15 サン・マクシマン・ラ・サントボーム（1時間30分）
14:00 ラ・サント・ボーム洞窟（2時間）
17:00 SNCF エクス・アン・プロヴァンス サントル駅 正面玄関前
※昼食代は含まれていません。
※トロネ修道院入場料を含みます。※サント・ボーム洞窟まで片道約1時間ほど山道を歩きます。履き慣れた
靴でご参加ください。※12月25日は催行されません。

出発場所/出発時間

アビニョン発(Avignon)
混載観光ツアー

所要
時間

【BH03】気軽に身軽に南西部へ！
カルカッソンヌエクスプレス
催行日:第1・3日曜日/月曜日

5
H

【BF01】ベストセラープロヴァンス
レ・ボー/アルル/ポン・デュ・ガール
催行日:月・水・金・日

8
H

【BF02】農家レストラン
リュベロンの小村とプロヴァンス田舎料理
催行日:火・木・土(10月22日～11月2日、12
月25日～1月8日を除く）

8
H

【BF0３】 リル・シュル・ラ・ソルグの骨董市
リュベロンの小村
催行日:日曜日

8
H

【BF04】リュベロン横断
ゴルド/ルシヨン/ルールマラン/エクス
催行日:火・木・金・土

9
H

【BF12】ワインな1日
シャトーヌフ・デュ・パプとジゴンダス ワイナ
リー巡り
催行日:水・金

8
H

内容
＜第1・3日曜日＞
08:30 アヴィニョン市内ホテル 09:00 ポン・デュ・ガール（50分） 13:30 カルカッソンヌホテル
または
＜第1・3月曜日＞
13:00 カルカッソンヌホテル 16:00 ポン・デュ・ガール（50分） 18:00 アヴィニョン市内ホテル
※ポン・デュ・ガールの入園料が含まれています。
※カルカッソンヌ⇔トゥールーズ間の送迎（英語）別途手配可能です。ご希望の方はお知らせください。

09:00 時計台広場市庁舎前 9:40サンレミ・ド・プロヴァンス（30分） ○サン・ポール・ド・モーゾール病院
11:00 レ・ボー・ド・プロヴァンス（30分）
12:15 アルル（2時間）○ゴッホの跳ね橋 15:45 ポン・デュ・ガール（40分）
17:00 時計台広場市庁舎前
○写真ストップ
※ポン・デュ・ガールの入園料が含まれています。
※その他の入場料・昼食代は含まれていません。

09:00 時計台広場市庁舎前
09:50 リル・シュル・ラ・ソルグ（40分）
11:00 フォンテーヌ・ド・ヴォクリューズ（40分） ○ゴルド・セナンク修道院
13:00 農家レストランにてご昼食
15:30 シャトー・ヌフ・デュ・パプ（試飲40分）
17:00 時計台広場市庁舎前
○写真ストップ
※入場料は含まれていません。※農家レストランでの昼食が含まれています。（4コース・アペリティフ・ワイン・
コーヒー付）
※ワインの試飲料が含まれています。
※農家レストラン休業期間中10月22日～11月2日、12月25日～1月8日は催行されません。
10:00 時計台広場市庁舎前
10:50 リル・シュル・ラ・ソルグ（3時間）〇ボニュー
15:00 ルシヨン（30分）〇セナンク修道院(20分）ゴルド (３０分）
18:00 時計台広場市庁舎前
○写真ストップ
※入場料,昼食代は含まれていません。

ガイド/催行人数

アヴィニョン市内ホテル
08:30（第１・３ 日曜
日）
日本語ドライバーガ
または
イド
カルカッソンヌホテル
2名催行
13:00（第１・３ 月曜
日）

料金

主催

¥35,900

A

日本語ドライバーガ
イド
2名催行

時計台広場市庁舎前
09:00

¥21,900

日本語ドライバーガ
イド
2名催行

時計台広場市庁舎前
09:00

¥26,800

日本語ドライバーガ
イド
2名催行

時計台広場市庁舎前
10:00

¥21,900

時計台広場市庁舎前
09:00

¥25,000

時計台広場市庁舎前
09:00

¥30,700

09:00 時計台広場市庁舎前 ○ゴルド・セナンク修道院
10:50 ルシヨン（30分） ○ボニュー
12:20 ルールマラン（1時間30分）
15:00 エクス・アン・プロヴァンス（1時間）
18:00 時計台広場市庁舎前
日本語ドライバーガ
○写真ストップ
イド
※入場料・昼食代は含まれていません。※スーツケース持参でご参加の場合、超過料金が発生します。1700
2名催行
円/お一人様にてホテル（市内）へお迎えにあがります。ご予約時に必ずお知らせください。スーツケースなどト
ランクに入れる必要のあるものはおひとり様１つとさせていただきます。※お預かりするお荷物は荷物車にて別途
配送する場合がございます。
※エクスでご宿泊の方は15時30分頃、ホテル（市内）にて終了となります。

09:00 時計台広場市庁舎前
09:45 リル・シュル・ラ・ソルグ（50分）
11:20シャトーヌフ・デュ・パプ（見学・試飲30分） ）
12:00 シャトーフィヌロッシュChâteau des Fines Rochesにてご昼食（1時間15分）
14:00 ジゴンダス（見学・試飲30分） 15:00 メゾンプラントヴァンMaison Plantevin（試飲1時間）
17:00 時計台広場市庁舎前
※ワイン試飲料が含まれています。
※Château des Fines Rocheでの昼食（前菜・メイン・カフェグルマン）が含まれています。

出発場所/出発時間

日本語ドライバーガ
イド
2名催行

A

A

A

A

A

ボルドー発(Bordeaux)
混載観光ツアー

所要
時間

【DF01】ボルドールージュ
サン・テミリオンとメドック街道
催行日:月・水・金・日

８
H

【DF02】ボルドーブラン
生牡蠣ランチ･白ワイン ピラ砂丘とアルカッ
ション
催行日:火・木・土 （除外日 12/25、1/1）

8
H

【DF05】メドック一日
ボルドー左岸 メドック4地区巡り
催行日:火・木・土 （除外日 12/25、1/1）

８
H

内容
09:00 カンコンス広場
10:00 サン・テミリオン地区シャトー（見学・試飲1時間）
11:00 サン・テミリオン村にて散策 (1時間45分） メドックワイン街道
14:00 メドック地区シャトー（見学・試飲1時間）○シャトー・マルゴー /シャトー・ラ・トゥール
17:00 カンコンス広場
○写真ストップ
※昼食代は含まれていません。※シャトー2箇所での試飲料が含まれています。
※シャトー予約時間により出発時間及びコース順序が変更される場合があります。
※見学シャトー例プレサック/フェラン/ラニオット/フランメーヌ/フォンロック他
ピションロングヴィル/レオヴィルポワフェレ/キルヴァン/ラグランジュ/プリウレリシーヌ/デスミライユ/モーカイユ他

ガイド/催行人数

出発場所/出発時間

日本語ドライバーガ
イド
2名催行

カンコンス広場
09:00

09:00 カンコンス広場
10:00 ピラ砂丘（50分） アルカッション街散策（45分）
12:45 海沿いレストランにてご昼食（1時間30分）
15:00 ぺサック・レオニャンまたはグラーヴ地区シャトー（見学・試飲1時間） ○シャトー・オーブリオン
日本語ドライバーガ
17:00 カンコンス広場
イド
○写真ストップ
※昼食（白ワイン、シーフード盛り合わせ又はムール貝煮込み、デザート、コーヒーが含まれています。
2名催行
※シャトー1箇所での試飲料が含まれています。※悪天候につき、ピラ砂丘見学ができない場合は、海岸やア
ルカッション別荘街を車窓よりご覧いただきます。※シャトー予約時間により出発時間及びコース順序が変更さ
れる場合があります。
※見学シャトー例 カルボニュー/ブスコー/オリヴィエ/ルイヤック/ラリヴェオーブリオン/ラルヴィエール他
09:00 カンコンス広場
10:00 ○シャトーマルゴー
10:30 サン・ジュリアンまたはポヤックまたはオメドック地区シャトー (見学・試飲1時間）
12:00 ○シャトー・ムートン・ロスチャイルド ○ラフィット・ロスチャイルド 12:30 ポヤック港、バージュ村散策
（1時間30分） ○シャトー・ラ・トゥール
日本語ドライバーガ
15:00 マルゴー地区のシャトー（見学・試飲1時間）
イド
17:00 カンコンス広場
2名催行
○写真ストップ
※昼食代は含まれていません。
※シャトー2箇所での試飲料が含まれています。※シャトー予約時間により出発時間及びコース順序が変更さ
れる場合があります。※見学シャトー例 ピションロングヴィル/レオヴィルポワフェレ/キルヴァン/ラグランジュ/プリウ
レリシーヌ/デスミライユ/モーカイユ他

料金

主催

¥30,700

A

カンコンス広場
09:00

¥30,700

A

カンコンス広場
09:00

¥29,100

A

ガイド/催行人数

出発場所/出発時間

料金

主催

日本語ドライバーガ
イド
2名催行

ジャンヌダルク銅像前
09:00

¥27,500

A

日本語ドライバーガ
イド
2名催行

ジャンヌダルク銅像前
09:00

¥27,500

A

トゥールーズ発(Toulouse)
混載観光ツアー

所要
時間

【HF01】コルド・シュル・ シエル/ リル・シュ
ル・タルヌ/ アルビ
催行日:火・木・土 （除外日 12/25、1/1）

8
H

【HF02】カルカッソンヌ/ミディ運河
催行日:月・水・金

８
H

内容
9:00 ジャンヌダルク銅像前
9:45 リル・シュル・タルヌ（30分） 〇コルド・シュル・ シエル（展望の丘15分）
10:50 コルド・シュル・ シエル（1時間45分）
14:00 アルビ(２時間）
17:00 ジャンヌダルク銅像前
○写真ストップ
※入場料、昼食代は含まれません。

9:00 ジャンヌダルク銅像前 〇カルカッソンヌ城壁
10:30 カルカッソンヌ(2時間）
14:00 ワイナリー見学試飲(１時間） ○ミディ運河
17:00 ジャンヌダルク銅像前
○写真ストップ
※試飲量は含まれています。

パリ発(Paris)
所要
時間

定番 人気コース ☆☆☆☆☆
モン・サン・ミッシェルとノルマンディのかわいい
港町オンフルール1日ツアー（自由見学、修
道院入場券、ランチ付）
催行日：月、水、木、土、日、(12/28、1/1、4
を除く）
MBP9

14
H

☆☆☆☆☆
モンマントル散策付き！パリ市内観光
モンマルトル散策付き！パリ市内観光午前ツ
アー
催行日:月、木、土
MBP1A

☆☆☆☆☆
パリ・シティー・ツアー
催行日:毎日(15時の回は1/10, , 1/ 17, 1/
24, 1/31, 2/7, を除く）

3
Ｈ
15
M

内容

ガイド/催行人数

年に数回、大満潮時には海に浮かぶ小島として知られる世界遺産モンサンミッシェル。約800年かかって完成
した「西洋の驚異」と呼ばれる修道院などを、フリープランで自分のペースで見学いただくことができます。途中、
モネなど印象派の画家たちを古くから魅了したノルマンディー漁港の町オンフルールにも立ち寄ります。昼食は対
岸のレストランで名物オムレツのフルコースをどうぞ！
07:10マイバス社集合 ⇒ 07:20ツアーバスにて出発
⇒ 09:50ノルマンディー港町オンフール着、自由行動 トイレ休憩も含みます。（45分）
⇒ 13:00 モン・サン・ミッシェル着 （滞在時間約3時間30分） 昼食（約1時間）
●修道院 自由見学 （※1/1は修道院が入場不可）昼食、モンサンミッシェル修道院内を自由見学。昼食
後は、フリータイム。マイバス特製マップを持って、島内を自由に散策頂けます。
⇒ 16:50モンサンミッシェル出発（途中、サービスエリア内でトイレ休憩、約20分）⇒ 21:20マイバス社前
着・解散
日本語アシスタント
※昼食 オムレツ、魚料理、リンゴのタルトの予定。※歩きやすく滑りにくい靴をご着用ください。
1名催行
※予測不可能なストライキのため、修道院内の見学ができないことがあります。
※途中の交通事情によっては、マイバス社到着が若干遅れる場合もございます。
※入場箇所が閉館の場合、オンフルールでの滞在時間を延長します。（予測不可能なストライキの場合を除
く）
※1/1は修道院が入場不可となりますため外観観光のみとなり、お客様には昼食時にシャンパン一杯をサービ
スさせて頂きます。
※子供料金は、満2歳以上12歳未満の方に適用になります。
ツアー料金に含まれるもの：ツアーコースに明示された観光に伴うバス料金、アシスタント料金、および修道院
入場料、昼食代、

初めてのパリ滞在なら絶対に見逃せない代表的な観光名所へ、バスで効率よくご案内します。エッフェル塔の全
景が堪能できるフォト・スポットではバスを降り、写真撮影をお楽しみください。パリ市街を一望できるモンマルトル
の丘では、ケーブルカーに乗り、1時間の散策タイムもご用意しています。
08:35マイバス社集合 ⇒ 08:45出発 パリ市内をバスから車窓観光
【下車観光】モンマントルの丘、サクレクール寺院（入場）、シャン・ド・マルス公園、またはシャイヨ宮（エッフェ
ル塔撮影ポイント）
【車窓観光】オペラ座、ルーブル美術館、リボリ通り（チェイルリー公園）、シャンゼリゼ通り、凱旋門、シャイヨ
宮、アンヴァリッド、ノートルダム寺院、
⇒ 12:00マイバス社到着・解散
※モンマルトルの丘では、片道はケーブルカーを利用します。ケーブルカーが運休の場合は、徒歩での観光となり
ますので、ケーブルカー片道分のチケット（パリ市内地下鉄、バス利用可）をお渡しします。 ※サクレクール寺
院内でのアシスタントの説明はありません。またミサの場合はお静かにご見学願います。閉館の場合は、外観の
みの見学となります。 ※市内の予測不可能な交通規制や諸般の事情により観光箇所が変更、もしくは不催
行となる場合があります。
ツアー料金に含まれるもの：日本語アシスタント,ツアーバス、ケーブルカー,サクレクール寺院入場※車椅子を
ご利用のお客様はご予約時にお申出下さい※ご自身で階段昇降が難しい、または車椅子をご利用のお客様
は行程の一部を自由行動とさせて頂く場合が御座いますので、ご了承下さい。

催行日:毎日（5/1,7/14,7/29を除く）
(15時は12/ 24,1/ 10, 1/17, 1/ 24, 1/ 31,
2/7を除く）
PS

４
Ｈ

☆☆☆☆☆
日本語公認ガイドでスムーズ入場！ルーブル
美術館午前ツアー
催行日:木、土、日（毎月第一日曜を除く）

2.5
Ｈ
MBP2A

☆☆☆☆☆
日本語公認ガイドでスムーズ入場！ルーブル
美術館午後ツアー
催行日:月、水、金

MBP2P

2.5
Ｈ

この特別ツアーを通じて、パリの著名な観光地や歴史的建造物を遊覧できます。本ツアーには、美しく光り輝く
パリの夜景を一望できるエッフェル塔第二展望台の観光や、パノラマ観光バスの市内観光、そしてガラス張りの
船による1時間のセーヌ川クルーズも含まれています。冷暖房完備のパノラマ観光バスで、パリ市内を観光する
とともに、音声ガイド（個別イヤホン）を通じてパリの歴史や偉大な歴史的建造物にも触れることができます
ヴァンドーム広場、オペラ座、パンテオン、リュクサンブール公園、オルセー美術館、コンコルド広場、シャンゼリゼ
通り、凱旋門、オテル・デ・ザンヴァリッドなど、避けて通ることのできないパリの歴史的遺産を遊覧できます。
エッフェル塔の下から出発する1時間のセーヌ川クルーズでは、音楽をバックにした音声ガイドによる魅惑的な船
の旅にご案内します。優先パスをお渡ししますので、並ぶことなく直接エッフェル塔第二展望台へのエレベーター
にお乗りください。 1889年、パリ万国博覧会のためにギュスターヴ・エッフェルにより建設された全長324mの
エッフェル塔は、大人気の観光スポットです。パリを見渡す360°の絶景を楽しみながら、パリの象徴であるエッ
フェル塔を心ゆくまで観光ください。
※このツアーはエッフェル塔にて解散いたします。 ※ツアーの順番は、場合によっては入れ替わることがあります
（例えばセーヌ川クルーズの前にエッフェル塔観光に行く場合があります）
ツアー料金に含まれるもの：冷暖房完備のデラックス・バス乗車代金 個別イヤホン（デジタルサウンド）の音
声ガイド付きバスツアー
セーヌ川クルーズ乗船チケット、エッフェル塔第二展望台チケット（優先パスつき）
必見作品を仏政府公認ガイドが特製イヤホンを使ってご案内しますので、混雑した館内でもしっかり説明をお
聞き頂けます。より深い作品鑑賞をお楽しみください。
08:50マイバス社集合 ⇒ 09:00マイバス社出発、徒歩にてルーブル美術館へ向かいます（所要時間：約
15分）
⇒ 9:15ルーブル美術館着 ⇒ 09:30日本語ガイドとともに見学開始（約2時間）見学例(順不同)：古
代ギリシャ彫刻「ミロのビーナス」「サモトラケのニケ」など/イタリア中世絵画～ボッティチェリのフレスコ画など/16世
紀ルネッサンス絵画～レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」、ヴェロネーゼの「カナの婚宴」など/フランス絵画～ドラ
クロアの「民衆を率いる自由の女神」など/その他
⇒ 11:30ルーブル美術館内にて現地解散
※※グループ予約入場には見学の時間制限があります。解散後引き続き見学をご希望の方はご自身で入場
券を購入の上、再入場いただくことになります。※美術館内には大きな物、長傘など長い物、飲食物は持ち込
めません。また自撮り棒は禁止されています。※車椅子をご利用のお客様はご参加いただけません。 ※諸般の
事情により見学内容が変ることがあります。
※移動は徒歩となります。 ツアー料金に含まれるもの：日本語ガイド料金および美術館入場料 。
※団体見学ルートにはいくつかの長い階段があります。歩行が困難な方や特別な配慮を必要とする方はお申
込みの時にその旨を必ずお申出ください場合によっては別料金で専用ガイドを手配させていただきます。
世界に冠たるルーブル美術館は30万点といわれる膨大なコレクションを集めています。とても1日では見尽くすこ
とができません。このコースでは、必見の作品である「ミロのビーナス」「サモトラケのニケ」、レオナルド・ダビンチの
「モナリザ」などを中心に観賞し、日本語ガイドが丁寧に解説いたします。
13:50マイバス社集合 ⇒ 14:00マイバス社出発、徒歩にてルーブル美術館へ向かいます（所要時間：約
15分）
⇒ 14:15ルーブル美術館着 ⇒ 14:30日本語ガイドとともに見学開始（約2時間）見学例(順不同)：古
代ギリシャ彫刻「ミロのビーナス」「サモトラケのニケ」など/イタリア中世絵画～ボッティチェリのフレスコ画など/16世
紀ルネッサンス絵画～レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」、ヴェロネーゼの「カナの婚宴」など/フランス絵画～ドラ
クロアの「民衆を率いる自由の女神」など/その他
⇒ 16:30ルーブル美術館内にて現地解散※※グループ予約入場には見学の時間制限があります。解散後
引き続き見学をご希望の方はご自身で入場券を購入の上、再入場いただくことになります。※※美術館内に
は大きな物、長傘など長い物、飲食物は持ち込めません。また自撮り棒は禁止されています。。また館内の盗
難事故が多発していますので手荷物にはくれぐれもご注意ください。 ※諸般の事情により見学内容が変ること
があります。※移動は徒歩となります。ツアー料金に含まれるもの：日本語ガイド料金および美術館入場料
※団体見学ルートにはいくつかの長い階段があります。歩行が困難な方や特別な配慮を必要とする方はお申
込みの時にその旨を必ずお申出ください。場合によっては別料金で専用ガイドを手配させていただきます。

マイバス社集合
07:10

¥22,300

主催

大人

Ｍ

大人

日本語
アシスタント
１名催行

マイバス社集合
8:35

日本語
イヤホンガイド
１名催行

PARISCityVISION営
業所
12/26-1/5
9時/13時
11/1-3/31
9時 / 12時 / 15時
出発

日本語
イヤホンガイド
１名催行

PARISCityVISION営
業所
9時/10時 / 12時 /13
時 /15時
出発

C

☆☆☆☆☆
エッフェル塔、パリ周遊、セーヌ川クルーズツ
アー

料金

¥7,600

パリの見所をパノラマ・バスで！オペラ座広場、シャン・ゼリゼ通り、エッフェル塔、ルーヴル美術館、ノートル・ダム

1
大聖堂、サン・ジェルマン・デ・プレなどをご覧いただけます。日本語による録音音声ガイドで皆様を数世紀にわ
H たる旅へとお連れし、パリの歴史と、その豊かな文化遺産・建築・芸術について皆様にご紹介します。
45 ツアーに含まれるもの： エアコン付パノラマ・バスでの市街ツアー、録音ガイドおよび個別イヤホンあり。
M

出発場所/集合時間

日本語ガイド
１名催行

日本語ガイド
１名催行

マイバス社集合
08:50

マイバス社集合
13:50

M

大人

P

¥2,900

大人

P

¥12,200

大人
¥8,500

大人
¥8,500

Ｍ

Ｍ

混載観光ツアー

所要
時間

☆☆☆☆☆
ルーヴル美術館の音声ガイド付き見学
催行日:10時（月、水～日）
（11/4,12/2,1/6,2/3,3/3を除く）
GLO

3.5
Ｈ

☆☆☆☆☆
日本語公認ガイドでスムーズ入場！ベルサイ
ユ宮殿＋ちょっぴり庭園午前ツアーor午後ツ
アー
催行日:
午前:火、水、金、（除外日 12/25、1/1）
午後:木、土、日 （除外日 毎月の第一日曜）
MBP3A
MBP3P

4
Ｈ

☆☆☆☆☆
音声ガイドによるヴェルサイユ宮殿観光ツアー
優先入場券
催行:
●8:45 :11/1-3/31 火、水、木、金、土、日
（11/4, 12/2, 12/ 25, 1/ 1, 1/6,2/3, 3/3
を除く）
●14:00:11/2-12/25 火、水、金、土
（12/25を除く）
4
●14:00:12/26-1/5 火、水、木、金、土、日
Ｈ
（1/1を除く）
●14:00:1/7-3/30 火、水、金、土

VO

☆☆☆☆☆
音声ガイドによるジヴェルニー観光
催行日:催行なし
GO

５
Ｈ

内容

ガイド/催行人数

出発場所/集合時間

皆様には、入場チケットと 録音音声ガイド、見学コースの書かれたマップをお渡しします。音声ガイドでは、ミロの
ヴィーナス、 皇帝ナポレオン1世の戴冠式、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザなど、美術館で是非ご覧いただくべ
き作品に関する録音解説をお聞きいただけます。音声ガイド解説言語 ： 日本語あり ルーブル美術館内
解散
ツアー料金に含まれるもの:ルーブル美術館の自由見学 ： 日本語を含む９か国語の録音音声ガイドの解説
付。
PARISCityVISION 営
美術館内の当社お勧め見学コース付きマップおよび見学情報提供。入場券
※ツアー終了後、閉館時間までご自由に見学、売店でのお土産や複製品のお買い物ができます。
業所
※ルーブル博物館内には大きなお荷物やベビーカート、傘等の持込ができません。入口のクロークにお預けいた 日本語オーディオガ 2 rue des Pyramides
だくことを義務付けられておりますのでご協力お願いいたします。
イド
１名催
75001 Paris
※徒歩の見学コースとなります。エレベーター等がございませんので歩行にヘルプの必要な方にはお勧めできませ
行
10時00分 / 12時15分
ん。
/
※ルーブル美術館の水曜と金曜は22時です。（諸事情によりこの限りではないこともございますのでご注意くだ
14時00分 出発
さい。）
※音声ガイドは原則として3時間以内にご返却をお願いいたします。
※リボリ営業所からのツアー出発時に、音声ガイドの保証金として３２ユーロをお預かりいたします。ツアー終了
後、同営業所にて音声ガイド返却時に引き換えに、保証金をご返金いたします。 お忘れのないようにご返却
をお願いいたします。

ルイ14世が巨万の富と50年もの歳月をかけて築いた世界最大級の宮殿のひとつ、ベルサイユ。その絢爛豪華
な内装と数々の歴史の舞台となった室内を、日本語ガイドとともに見学します。世界中の観光客で混雑する
日も少なくないベルサイユですが、ガイドの声がよく聞こえるイヤホンを装着してのご案内ですので、聞き漏らすこ
となく楽しんでいただけます。
＜午前の場合＞
08:20マイバス社集合 ⇒ 08:30マイバス社出発 ⇒ 09:30ベルサイユ宮殿到着、日本語ガイドと宮殿内見
学（王室礼拝堂→ヘラクレスの間→鏡の回廊を見学：フリータイム庭園を自由にご散策下さい。（滞在時
間約1時間45分）
⇒ 11:30ベルサイユ宮殿発 ⇒ 12:30マイバス社着
＜午後の場合＞
13:50マイバス社集合 ⇒ 14:00マイバス社出発 ⇒ 15:00ベルサイユ宮殿到着、日本語ガイドと宮殿内見
学（王室礼拝堂→ヘラクレスの間→鏡の回廊、フリータイム自由時間 ～庭園自由見学～
（滞在時間約1時間45分）
⇒ 17:00ベルサイユ宮殿発 ⇒ 18:00マイバス社着
※王妃の寝室（Queen's bedroom ） 及び隣接する４つの間が修復工事の為クローズとなり、見学不可
となります。及び隣。尚、修復工事は2018年末位まで続く予定です。（ ※往復路ともに出発時間までに集
合場所にお見えにならなかった場合、ツアー放棄とさせていただく場合があります。集合時間には十分ご注意の
うえ、時間に余裕も持って集合場所においでください。 ※車椅子をご利用のお客様はご予約時にお申出下さ
い。 ※自身で階段昇降が難しいお客様は行程の一部を自由行動とさせて頂く場合が御座いますのでご了承
下さい。 ※子供料金は、満2歳以上12歳未満の方に適用になります。 ※発着時間、滞在時間は予告なく
変更になる場合があります。
ツアー料金に含まれるもの：ツアーコースに明示された観光に伴うバス料金、日本語ガイド料金、宮殿入場料

ユネスコ世界遺産に登録されたヴェルサイユ宮殿は、フランス王ルイ14世、ルイ15世、ルイ16世の邸宅であり、
また1682年からフランス革命の1789年までフランス国王の座所でもありました。音声ガイドの解説で、豪華絢
爛なヴェルサイユ宮殿を自分のリズムで見学できます。バロック建築、繊細な装飾、芸術品、そして当時の偉大
な職人たちによって製作された数々の調度品など、見どころはたくさんです。その後、自由に宮殿の庭園を散策
できます。1661年、ルイ14世は、宮殿と同等の重要性を見出していた庭園と敷地の整備のため、造園家アン
ドレ・ル・ノートルを指名しました。ヴェルサイユ庭園 では、芸術的な彫刻装飾（200以上の彫像）や噴水、
泉、花壇、植込みなど、各自ご自由に見学いただけます。
王妃の大居室閉鎖につき2018年3月31日より、10月28日までの期間、次のイベントの日の庭園の見学は
有料になります。ツアー料金には含まれておりませんので現地でお買い求めください。
- 大 噴水パフォーマンス " Grandes Eaux " 毎土曜、日曜日、3月31日から10月28日、5月22日から6
月26日の間の毎火曜日、3月30日
- ミュージック・ガーデン " Jardins Musicaux " 3月27日から5月15日の間の毎火曜日、7月3日から10
月30日の間の毎火曜日、6月4日から10月26日の間の金曜日- フランスの祭日と、その他特別に指定され
た日
※ヒールの低い靴のご用意をお勧めいたします。（不安定な石畳や木張りの床等を歩くことが多いため）
※ベビーカーを宮殿内に持ち込むことはできません。※体の不自由な方の、ヴェルサイユ宮殿へのアクセスは困
難です。
※宮殿内ではフラッシュオフの写真撮影が許可されています。※火曜のツアーは非常に込み合いますのでできる
限り避けてください。ツアー料金に含まれるもの：パリ発の、冷暖房完備のデラックス・バス往復運賃
ヴェルサイユ宮殿・庭園のチケット（一部の日は庭園入園料が有料となりますのでお気をつけください）ヴェルサ
イユ宮殿内での音声ガイド貸出
半日ツアーでジヴェルニー財団をご自由にご見学ください。ルーヴル近くの営業所で見学用の音声ガイドをお受
け取りいただいた後、出発します。緑豊かな田園風景を走り、約1時間30分でジヴェルニーに到着します。約2
時間の間、モネの邸宅、アトリエと色彩豊かな庭園をご見学ください。クロード・モネは40年以上の間、このノル
マンディー地方の村に家族と暮らしていました。モネの邸宅では、読書用サロンの「プチサロンブルー（小さな青
の間）」、このサロンに繋がり、茶葉、オイル、香辛料と卵を置いていた「レピセリー」、世界でも最大の浮世絵コ
レクションの1つが展示されている食堂、プライベートな住空間などを見学して、モネの日常生活に浸ることができ
ます。 その後は、印象派の偉大な巨匠に大きなインスピレーションを与え続けた、ジヴェルニーの素晴らしい庭
園をご散策ください。散策中は、モネの人生、創作活動や作品に関する音声ガイドの解説をお楽しみいただけ
ます。バラとキンレンカに囲まれた中央の小道や、あらゆる色彩の多様な花が咲き誇る花壇をご満喫ください。
様々な東洋の植物が植えられたル・クロ・ノルマン（ノルマンディーの囲い庭）も通ることができます。池の上に
有名な睡蓮が咲く素晴らしい水の庭園、しだれ柳、池にかかる有名な日本風の橋をご堪能ください。
ご注意: 内部が狭いため、モネの邸宅とアトリエ内では音声ガイドを使用することはできません音声ガイドは、ご
出発時に当社の営業所でお受け取りください
ツアー料金に含まれるもの:デラックス・バスで往復 ジヴェルニーの入場チケット 音声ガイド

料金

主催

大人
¥6,700

P

大人
¥11,500
日本語ガイド
１名催行

日本語
オーディオガイド
１名催行

日本語
オーディオガイド
１名催行

マイバス社集合
AMの場合 08:20
PMの場合 13:50

PARISCityVISION営
業所

M

大人
¥10,100

P

8:45/14:00

PARISCityVISION営
業所
午前
８:15
午後
13:45

大人
¥10,100

P

混載観光ツアー
☆☆☆☆☆
パリ発シャンパンの街ランスへのガイドつきツ
アーとMumm（マム）のワイナリー
催行日:月、金（1/2も催行あり）
RC

所要
時間

パリ発の一日観光ツアーで、シャンパンのブドウ生産で世界に名高いランスの街と地方を周遊しませんか。本ツ
アーでは、フランス国王の戴冠式が行われた13世紀建設の荘厳なランス大聖堂の見学、有名なシャンパンワ
イナリー、Mumm（マム）とMercier（メルシエ）の見学とテイスティング、そしてシャンパーニュ地方ならではの
趣あるぶどう畑の田舎風景をお楽しみいただけます。ツアーの最初は、有名なシャンパンワイナリー、Mumm
（マム）のガイドつき見学となります。ワイナリーでは、代々受け継がれているノウハウだけでなく、シャンパン製
造の秘密を垣間見ることができます。見学の最後は、世界中で愛されている有名なシャンパン、「Cordon
Rouge（コルドン・ルージュ）」のテイスティングをお楽しみいただけます。その後、ユネスコ世界遺産にも登録さ
れている、荘厳なランスのノートルダム大聖堂を見学します。午後は、近郊の美しい村々や森林、ランスの山に
10.
広がる名高いシャンパンのぶどう畑を見学することができます。エペルネーに到着しましたら、本日訪問となるもう
5H ひとつの有名なシャンパンワイナリーである、1858年創業のMercier1（メルシエ）の音声ガイドつき見学とな
ります。（※4月～5月はジョージーカルティエ社訪問予定）パノラマエレベーターで地下30mに下り、巨大な
貯蔵庫を見学、ラストにシャンパンのテイスティングをお楽しみください。エペルネー出発は16時を、パリ到着は
18時30分を予定しています。
ツアー料金に含まれるもの：パリからの冷暖房完備のデラックス・バス往復運賃、当社の通訳ガイドによるサービ
ス、ランス市内、ランス大聖堂でのガイドつき見学、Mumm（マム）とMercier（メルシエ）のカーヴ見学及
びグラス１杯のシャパン試飲

☆☆☆☆☆
パリ発オーディオガイドつきモン・サン＝ミシェ
ル観光ツアー
催行日:月、水、金（11/1-3/31)
木、土、日（12/27-12/30)
MSL

14
H

☆☆☆☆☆

行っておくべきロワール古城とダ・ヴィンチ
館
1日ツアー
（日本語公認ガイド、3つの城入場、ラ
ンチ付） 催行日:火、金（12/25, 1/1は特
別プログラ1ム）
MBP7

☆☆☆☆☆

パリ発ロワールの古城のガイド付きツアー
催行日:火、木、土（11/1-3/31)
（12/25,1/1を除く）
水、日（12/30-1/2)
※冬期は日本語ガイドのご案内はございません。
CL1

12
H
40
M

催行日:水、日（日本語ガイド：水、日＆
12/28）

14
H

ガイド/催行人数

ルネサンス期の城が数多く残されるロワール地方、その中でも代表的な3つの城を日帰りで巡ります。シンメトリッ
クで壮大な外観が美しいシャンボール城、川をまたぐように築かれたシュノンソー城、そして小高い丘から街を見
下ろすアンボワーズ城は外観を望むほか、ダ・ヴィンチが晩年を過ごしたクロ・リュセ城を訪ねます。デラックスバス
で快適なバスの旅お楽しみ下さい。
07:10マイバス社集合 ⇒ 07:20マイバス社出発 ⇒ 10:30シュノンソー到着、城内見学と庭園散策
⇒ 12:15旧ワイン貯蔵庫を改装した洞窟レストランにて昼食 ⇒ 13:45●ダヴィンチの館クロ・リュセ城に到
着後、内部見学（※5/1は訪問無）⇒ 16:00シャンボール到着後、●シャンボール城見学 ⇒ 17:00 パ
リに向けて出発
⇒ 20:00マイバス社到着･解散
※少人数の場合はデラックスシートのミニバン（ミニバス）利用となる場合もございます。
※12/25、1/1は特別プログラムとなり、シュノンソー城とシュベルニー城二箇所のみへの入場となります。 昼食
のレストランも上記でご案内している洞窟レストランとは別のレストランへのご案内となります。
※アンボワーズに宿泊するお客様がいる場合、また交通状況などの諸事情により見学順は予告なく変更されま
す。 ※子供料金は、2歳以上12歳未満の方に適用になりますツアー料金に含まれるもの：ツアーコースに明
示された観光に伴うバス料金、日本語ガイド料金、シャンボール城、シュノンソー城、クロ・リュセ城入場,ランチ

「北方のヴェニス」とも呼ばれ、2000年にユネスコ世界遺産に登録されたベルギーの町ブルージュへ、パリ発の
一日観光をお楽しみいただけます。運河に囲まれ、中世の美しいたたずまいを今に残すブルージュの旧市街区
には、たくさんの歴史的建造物が保存されています。パリ市内を朝7時15分に出発し、ベルギー北部に位置す
るブルージュにて一日観光をお楽しみいただけます（到着は11時を予定しています）。 到着後、まずはレンガ
造りのゴチック建築が美しい旧市街区を、徒歩にて1時間30分ほどガイド観光します。散策中には、美しいマル
クト広場や、鐘楼のそびえ立つマルクトホール、13世紀に建造された聖母教会、ベギン会修道院、そして壮厳
なたたずまいの市庁舎を見ることができます。
夏季（4月～10月）には、運河クルーズにより、フランドル地方独特の建造物や、ミステリアスで静けさ漂うブ
ルージュの町並みを、街歩きとは違う角度から楽しむことができます。その後は自由時間となりますので、地元レ
ストランで郷土料理（ムール・フリット、カルボナード、ワッフルなど）に舌鼓を打ったり、美術館を訪ねたり、フラン
ドル地方の民芸品を楽しんだり、ベルギーチョコレートを食べたりと、あなたのお好きなリズムで観光をお楽しみい
ただけます。 ブルージュ発は16時30分を、パリ着は21時ごろを予定しています。※ヨーロッパ圏外にお住まいの
方は、パスポート必携となっています（ベルギー行きの査証が必要な場合はあらかじめ取得ください）※日本
語ガイドがつきますが、他の国のお客様との混乗となります。 ※冬季にツアーに参加される場合は、快適な靴と
防寒服を必ずご用意ください 。
ツアー料金に含まれるもの：日本語観光ガイド、ツアーバス、夏季の運河クルーズ（4月～10月）

出発場所/出発時間

料金

主催

大人
¥24,300
日本語ガイドあり
１名催行

空と海のはざまの散歩を、自由に楽しんでみませんか。フランスを象徴する有名な観光地のひとつである圧巻の
モン・サン＝ミシェル島とモン・サン＝ミシェル湾は、ユネスコ世界遺産に登録されています。歴史の最高傑作とも
言うべき中世の修道院、岩山の頂上にそびえ立つモン・サン＝ミシェルを周遊しましょう。潮のリズムでその風景
をガラリと変えるモン・サン＝ミシェル湾のスペクタクルをその目でお楽しみください.パリ中心地に位置する当社代
理店前を、モン・サン＝ミシェル一日観光ツアーに向け、朝の7時15分に出発します。バスから緑あふれる美し
い風景をお楽しみください。ノルマンディ地方を堪能しながら、選択した言語で各自のオーディオガイドの説明を
お聞きください。 モン・サン＝ミシェルへの到着は12時を予定しています。
頂上にある8世紀ごろに建造されたベネディクト派の修道院まで自由に行くことができます。オーディオガイドによ
り、大天使ミカエルを称えるこの修道院の歴史を知ることができます。また、この素晴らしい3階建てのゴシック建 日本語オーディオガ
築物の構造を知ることができます。修道院の回廊や食堂、そして海に面した本格的な庭園など、見どころたくさ
イド
んです。
頂上に向かい曲がりくねった参道を、城壁に沿って自由に散策してみましょう。要所要所で説明を聞くことができ
ます。息を飲むような風景と海風をお楽しみいただけます。まるで永遠に続くような引潮時の砂湾、そしてモン・
１名催行
サン＝ミシェル島を飲み込む満潮時の様子をお見逃しなく。
ご案内：
修道院までの参道は上り坂が続きますので、体の不自由な人はお気をつけください
冬季にご参加の場合は、快適な靴と防寒着をご用意ください
現地での所要時間（移動時間を除く）: 4h30
ツアー料金に含まれるもの：修道院の入場チケット観光音声ガイドに冷暖房完備のデラックス・バスによる、パリ
からの往復運賃
含まれないもの：ランチ代

公認ガイドの付添いで最も有名なロワールの古城3つを見学するパリ発一日ツアー: ヨーロッパで有数の森林
公園の中にある荘厳なシャンボール城、シェール川上に建てられた華麗なシュノンソー城、私有の城館で本格
的なシュヴェルニー城。ルネッサンス期に思いを馳せて、フランス王ら宮廷貴族の壮麗な所有地を通して当時に
振り返ってみましょう。
午前7:15にパリ中心部の当社営業所より出発し、ロワールの古城をめぐる特別な一日の始まりです。エアコン
付きの豪華バスの車内ではゆったりおくつろぎいただき、フランスの美しい田園風景をお楽しみください。9:30頃
シャンボール城に到着です。
周囲を猟場とするシャンボール城は、ロワールの古城の中で最大の広さを誇ります。16世紀のその建築をレオナ
ルド・ダ・ヴィンチと共に監修したのはフランス王のフランソワ1世でした。中世における命の木を表す驚異的な「二
12. 重螺旋階段」と、巨大な煙突を擁し城の敷地が見渡せる広いパノラマテラスは見ものです。16世紀に建てられ
5H 「女の城」という異名がついたシュノンソー城はフランス式の洗練されたライフスタイルの象徴となっています: 調度
品が整い花の装飾を施した部屋、当時のタペストリーや絵画、橋の橋脚に整備された驚くべき台所など。シュ
ヴェルニー城は17世紀の非常に美しい調度品を収めた部屋と、城内の見事な保存状態が見ものの領主館で
す。例えば誕生の部屋、赤い小閨房、夫婦の寝室、ゴブラン織りのタペストリーをご覧ください。
各お城につき見学時間は45分から1時間で、各見学の最後には自由時間があります。20時頃パリに帰着。
夏季（4月1日から10月31日）土曜 : アンボワーズ城代わりにシュヴェルニー城。 夏季（4月1日から10
月31日）はランチが含まれていませんが、ガイドが周辺のレストランについてアドバイスをさし上げます。
料金に含まれるもの:3つの城への入場料 通訳ガイドによるサービス パリからエアコン付き豪華観光バスによる
往復

☆☆☆☆☆
パリ発ガイドつきブルージュ観光ツアー

BR

内容

PARISCityVISION営
業所
8:00

P

大人
PARISCityVISION
営業所
7:15

¥22,500

P

大人
¥26,000
日本語ガイド
１名催行

英語ガイド他

マイバス社集合
07:10

１名催行

PARISCityVISION営
業所
7:15

日本語ガイド
(水、日）
１名催行

PARISCityVISION営
業所
7:15

（昼食込み）

M

大人
¥26,600

大人
¥26,600

P

P

混載観光ツアー
☆☆☆☆☆
パリ・ナイト・ツアー
催行日:11/1-3/31(月、水、木、金、土)
12/26-1/5(火、日）

所要
時間

1
H
45
Ｍ

内容
イルミネーションで彩られた橋やモニュメントの数々、「光の街」パリを包み込む夢のような雰囲気…パノラマ・バス
に乗って夜のパリの魔法を体験してください。オペラ座広場、シャン・ゼリゼ通り、エッフェル塔、ルーヴル美術館、
ノートル・ダム大聖堂、サン・ジェルマン・デ・プレ、皆様にパリの歴史を紹介する解説と共にご覧いただけます。
ツアーののち、降車はオペラ座、ピラミッド営業所、シャトレ付近の３ヶ所からお選びください。
ツアー料金に含まれるもの:* 冷暖房完備のパノラマ・バスでの市内ツアー* 録音ガイドおよび個別イヤホン付
ご案内:* ご家族でのツアーに最適です* ストップなしの巡回ツアーです* イルミネーションで映し出される幻想
的なパリのツアーです

I

☆☆☆☆☆
パリ・ナイト・ツアー：シティー・ツアーとクルー
ジング
実施日:毎日（12/24,31を除く）
CI

4
Ｈ

☆☆☆☆☆
エッフェル塔ディナー、クルーズとムーラン・
ルージュ
催行日:毎日（12/ 24, 12/ 31, 2/14を除く）
DECM

6
Ｈ

☆☆☆☆☆
パリ・ナイト・ツアー：
シティー・ツアーとムーランルージュ
冬季: このショーは午後9時から午後11時まで
です
実施日:毎日（12/31を除く）
IM

5
Ｈ

ガイド/催行人数

日本語オーディオガ
イド
１名催行

出発場所/出発時間

PARISCityVISION
営業所
22:00

全面ガラス張りの船でのセーヌ川クルージングと、デラックス・バスツアーを組み合わせて、夜のパリの持つ様々な
顔をご覧ください！光輝く*橋やモニュメントによる魔法に魅了されることでしょう。クルーズの間にはライトアップさ
れたモニュメントを1時間の日本語を含む音声ガイド付きでお楽しみ頂けます。デラックス大型バスの広々とした
窓ガラス越しに、パリの夜景をお楽しみ頂けます。音声ガイドは日本語にも対応しております。個別イヤフォンー
付き。
ツアー料金に含まれるもの:日本語音声ガイドとイヤフォーンセット付。1時間の解説付きセーヌ川クルージング、 日本語オーディオガ
イド
乗船チケット込み。エアコン付デラックス・バスでの市内ツアー。 マルチリンガルの添乗員或いは案内員によるサ
１名催行
ポート
お知らせ：真夏はツアーの一部が日没前におこなわれることがあります。

PARISCityVISION営
業所
19:00

夜のパリが持つあらゆる顔を発見してください！エッフェル塔の素晴らしい雰囲気の中で味わうパリの料理の優雅
さ…そして、ガラス張りの船から眺める パリのロマンチックな魔法が、セーヌ川の流れに沿って皆様をプロムナード
へお連れします。最後に「昔懐かしい」パリの雰囲気の中、ムーラン・ルージュのダ ンサーたちによって見事に表現
される有名なフレンチ・カンカンをお楽しみください！是非体験しておくべきパリでの魔法のような夕べです…
ご注意: このショーは午後11時から午前1時までです
ツアー料金に含まれるもの:* デラックス・バスで往復* シャンパン（選択されたオプショナルツアーによる）
* エッフェル塔のエッフェル塔第一展望台（地上57ｍ）までのエレベーター搭乗券
* レストラン「58 Tour Eiffel」でのディナー（前菜、メイン、デザート、お飲み物が料金に含まれます）
* 1時間の、日本語も選択可能の音声ガイド解説付セーヌ川クルージング
* ムーラン・ルージュのショー「Féerie」（セカンド・ショー）およびグラス一杯のシャンパン
* バイリンガル搭乗員あるいは案内員のケアー* ショー終了ののち、ホテルの近くまでお送りいたします。（パリ
市内のみ）

PARISCityVISION営
業所
18:15

料金

大人
¥3,600

主催

P

大人
¥5,800

P

大人
ガイドなし
１名催行

バスツアーでは個別イヤホン（日本語を含む11カ国語）で録音音声ガイドを聞いて頂き、光の街パリの驚くべ
きパノラマをお楽しみください。。ムーラン・ルージュの神話的なショー「Féerie」をお楽しみください。グラス１杯の
シャンパン込み 。素晴らしい舞台セット、衣装で繰り広げられる数々のショーをご観覧ください。ショーの終了の
あと、ご滞在先のホテル近くまでお送りいたします。（パリ市内のみ）冬季: このショーは午後9時から午後11
時までです
フォーマルなタウンウエアーでご参加ください。 ショート・パンツやバミューダ、ジーンズやスニーカーでのご参加はご
遠慮ください
日本語音声ガイド
冬期はムーラン・ルージュでセカンド・ショーを御覧いただく場合、セーヌ川クルージングをプレゼントいたします（チ
1名催行
ケットはお好きな日にご利用いただけます）
ツアー料金に含まれるもの：お飲み物（選択されたオプショナルツアーによる）
エアコン付パノラマ・バスでの市内ツアー。日本語録音ガイドおよび個別イヤホンあり
ムーラン・ルージュのショー「Féerie」、グラス１杯のシャンパン込み

PARISCityVISION営
業所
19:00

～ オプショナルツアー＆各種チケット手配 お取り扱い条件 ～
・表示価格は全て日本での販売価格です。全ての商品に関しまして、変更・取消の際には所定の手数料を申し受ける場合がございますので、ご注意くださいませ。
・日本ご出発後の取消に関しましては、どのような理由であっても一切払い戻しができません。予めご了承くださいませ。
・美術館, 博物館やスポーツ音楽鑑賞のチケットに関しましては、ご予約の”手配依頼後”の変更・取消はできません。
・特別な記載がある場合を除き、各ツアーは現地会社の主催する混載ツアーです。旅行条件は各主催会社の規定に準じます。
・現地事情又は主催会社の都合により、催行日やツアー内容等が予約なく変更又は取消される場合もあります。
・アウトレット, 美術館, 博物館, レストランなどは急遽営業日や営業時間が変更されることがあります。

¥43,600

P

大人
¥23,000

P

