UK OP 2018年11月～ 2019年3月

オプショナルツアー、チケットのご手配
UK お薦めオプショナルツアー
ロンドン LONDON
混載観光ツアー

※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。
□ 現地主催会社… M: My Bus ＵＫ G: Golden Tours Ｆ：The Flower Consultant Sue Eldridge Ｂ：Bateaux London
所要
時間

6.
5H

ストーンヘンジを半日かけてじっくり観光していただくツアーです。ガイドやアシスタントは同行いたしませんが、ストーンヘンジにて無料のオーディオガイドをご
利用頂けますので、ご自分のペースでゆっくりと見学頂けます。
世界七不思議のひとつ、今も多くの謎が残る古代遺跡ストーンヘンジにロンドンから半日観光で訪れるツアー。往復のバスと入場料のみのシンプルな内
容で、日本語の無料オーディオガイドを聞きながら、自分のペースでゆっくりと見学できます。パワースポットが気になる方は必見です！
当日の交通事情で滞在時間は異なりますが、ストーンヘンジで最低でも1時間の観光時間を確保します。ストーンヘンジ自体は、直径約100mの円
日本語オーディオ
形内に30個の立石が配置されたものですので、1時間あれば、そのミステリアスな佇まいをじっくり眺めることができます。
ガイド
14:45頃 ロンドン・ケンジントン地区にて解散
※ツアーバウチャーを印刷して、当日集合場所にて係員にお渡しください。バウチャー無しではバスにご乗車になれませんのでご注意ください。
１名催行
※他国の方と混乗になります。※交通事情により、ロンドン到着が予定より遅れることがあります。
※日本語ガイド・アシスタントは同行いたしません。※主催会社はゴールデンツアーズ社(現地法人)で、JTBヨーロッパ(マイバス)の受託販売になりま
す。
※主催会社の都合により、急遽ツアーが催行中止になることがありますので予めご了承ください。

11
Ｈ
15
M

08:15 ゴールデンツアーズ社オフィス前集合
08:30 ツアーバスにて出発 バス車内では日本語観光アシスタントが同行し、観光ポイントやアドバイスをお教えいたします。
①ウィンザー到着ウィンザー城内見学。
②ストーンヘンジ到着 現在も謎の残る古代遺跡ストーンヘンジをご見学ください。
③バース 到着世界遺産のバース。ローマン浴場跡に入場、ご見学ください。見学後バース市外散策
19:45頃 ロンドン到着ケンジントン地区界隈にて解散。
※上記時間は目安です。また、ルートは逆になる場合もあります。
※ランチパック（サンドイッチ、果物またはスナック、ボトル入りの水）が付きます（追加料金無し）。ツアー中に車中またはお好きなお時間にお召し上
がり下さい。
またホットフードやホットドリンクはバス車内への持ち込みはできませんので、ご注意ください。
※ゴールデンツアーズ社とJTBヨーロッパ(マイバス)、の共同運行となります。このため英語ツアーとの混乗となる場合がありますが、日本語アシスタントも
同行しイヤホンを通じてご案内します。
※ウィンザー城、ストーンヘンジ、ローマ浴場博物館内部は日本語オーディオガイドを利用して各自で見学いただきます。
※交通事情によりロンドン帰着が予定より遅れることがあります。

☆☆☆☆☆
世界遺産を訪ねて！ストーンヘンジ半日
観光ツアー＜午前＞
催行日:毎日 (12/24-26,2019/1/1を除く)

☆☆☆☆☆
人気の3大スポットを1日で！ ウィン
ザー、バース、ストーンヘンジ観光1日ツ
アー
（入場、ランチパック付）
催行日:月、水、土(12/24,12/26を除く)
MBL3T
マイバス、ゴールデンツアーズ社共同運行

☆☆☆☆☆
4つも行っちゃう！コッツウォルズの
欲張り村巡り1日観光ツアー
催行日:火、木、日(12/25,2019/1/1を除く)
MBL3WA

10
Ｈ

☆☆☆☆☆
シェークスピアに思いを馳せて！
ストラトフォードとコッツウォルズ観光1日
ツアー（入場、ランチパック付き）
催行日:火、土(11月),土(12-3月)
MBL3H
マイバス、ゴールデンツアーズ社共同運行

10
Ｈ

☆☆☆☆☆
「貴婦人の城」と世界遺産を訪問！リー
ズ城、カンタベリーとドーバー 観光1日ツ
アー
(リバークルーズ、ランチパック付)
催行日:金、日曜日

MBL3L
マイバス、ゴールデンツアーズ社共同運行

ガイド/催行人数 出発場所/出発時間

3.
5
Ｈ

催行日 月・水・金（12/26を除く)

MBLBA
ゴールデンツアーズ 運行

内容

E:ENCORE TICKETS

ロンドンのシンボルとも言える数々の名所をあますところなく廻る永遠のベストセラーコースです。ロンドン塔やバッキンガム宮殿をはじめ、世界遺産にも指
定されているウエストミンスター寺院や国会議事堂など見どころ満載！
8:30ロンドン市内観光へ出発 （約3時間30分）
途中、ロンドン塔とバッキンガム宮殿ではバスから降りて徒歩で外観を観光します。ピカデリー、シティ、セントポール寺院、タワーブリッジ、ロンドン・アイ、
グロースター・アーケード
国会議事堂、ウエストミンスター寺院などを車窓から眺めます。
日本語アテンダン
【下車観光】 ロンドン塔、下車観光 バッキンガム宮殿、下車観光
入口（Gloucester
ト
12:00頃オックスフォード・サーカス地区着、解散 ショッピングを存分に楽しめるオックスフォード・サーカス地区で降車し、解散です.
Arcade）
1名催行
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、運転手とガイドへのチップ
08:15集合/08:30
※ツアー中には、入場しての観光はありません。車窓から、あるいは下車しての観光となります。
出発
※バッキンガム宮殿で衛兵交代式がある日は見学します。交代式がない日は下車して写真撮影のみとなります。
※ロンドン市内の交通事情や突然の行事、パレードなどによりルートが変更、あるいはやむを得ず、ツアーを中止する場合がありますこと、予めご了承くだ
さい。
※ここで記載の時間は目安となります。

☆☆☆☆☆
車で楽チン！ロンドン市内観光午前半
日ツアー（ロンドン塔下車付き）

MBL1A

C:Caroline Hope

10
Ｈ

美しいカントリーサイド、コッツウォルズ地方で代表的な4つの村々を訪ねるお得なツアー。各所で自由散策をお楽しみください。日本語観光アテンダント
が同乗するので安心です。
7:45 地下鉄グロースターロード駅横グロースターアーケード入口集合
8:00 出発 → バイブリー下車・徒歩観光 → ボートン・オン・ザ・ウォーター下車・徒歩観光、※各自にて昼食→ストウ・オン・ザ・ウォルド下車・徒歩
観光→チッピング・カムデン下車・徒歩観光
18:00 ごろ ケンジントン地区帰着
※日本語観光アテンドが案内いたします。
※昼食は含まれておりませんので各自ツアー中におとりください。
※当日の交通状況によりロンドンへの帰着時間が上記と異なる場合があります。
観劇、レストラン等の同日夜のご予約はお勧め致しません。

シェークスピア生誕の地ストラトフォードを訪ね、シェークスピア生家とアン･ハサウェイコテージに入場します。コッツウォルズではウィリアム･モリスが「英国で
最も美しい村」と絶賛したバイブリーや「コッツウォルズ地方のベニス」と呼ばれるボートン・オン・ザ・ウォーター、マーケットタウンのバーフォードを訪れます。
8：15ゴールデン･ツアーズ社オフィス前集合
8：30出発 ストラトフォード アポン エイボン着 シェークスピア生家入場見学 ◎ ストラットフォード・アポン・エイボン市街地散策
シェークスピアの教室・ギルドホールへ移動 ● シェークスピアが通った学校（エドワード6世校）見学
●アン・ハサウェイコテージ見学 ストラット
フォード・アポン・エイボンの中心地から少し離れたところにあるアン･ハサウェイコテージは シェークスピアの妻のアン・ハサウェイが幼少時代に暮らしてい
た大きな農家 コッツウォルズへ移動
※ツアーバス車中各自にてランチパックの昼食 ◎ボートン・オン・ザ・ウォーター（写真ストップ）◎バイブリー（写真ストップ）
18:30頃 ロンドン着 ケンジントン地区等でバス降車の予定。当日の道路事情により、当日のアテンダントより具体的な降車場所をご案内します。
※上記時間は目安です。また、ルートは逆になる場合もあります。
※ランチパック（サンドイッチ、果物またはスナック、ボトル入りの水）付。移動中の車中またはお好きな時にお召し上がりください。
※ゴールデンツアーズ社とJTBヨーロッパ(マイバス)、の共同運行となります。このため英語ツアーとの混乗となる場合がありますが、日本語アシスタントも
同行しイヤホンを通じてご案内します。※交通事情によりロンドン到着が予定より遅れることがあります。含まれるもの：日本語観光アテンダント、ツアー
バス、シェークスピア生家、シェークスピアの教室・ギルドホール、アン・ハサウェイコテージ入場主催会社: JTBヨーロッパ(マイバス)、ゴールデンツアーズ社
(現地法人) 共同運行

ゴールデンツアーズ・オ
フィス前
８:15集合/8:30出
発

ゴールデン･ツアーズ社
日本語アシスタン
オフィス前（最寄：地
ト
下鉄ビクトリア駅）
１名催行
08:15集合/08:30
出発

グロースターアーケード
日本語アテンダン
入口
ト
7:45集合/8:00出発
１名催行

ゴールデン･ツアーズ社
オフィス前（最寄：地
日本語アテンダン
下鉄ビクトリア駅）
ト
8：15集合/8：30出
発
1名催行

「貴婦人の城」と呼ばれるリーズ城を訪れ美しい庭園と場内を見学。英国国教会の聖地カンタベリーでは世界遺産指定の大聖堂に入場します。さらに
イギリスの海の玄関口ドーバーでは海峡と白い岸壁の絶景を堪能。最後に天文台の街として知られるグリニッジからテムズ川クルーズでツアーを締めくくり
ます。（ランチパック＜サンドイッチ、果物、ボトル入りの水＞が付きます。）
８：30 出発 リーズ城着、入場見学 「貴婦人の城」と呼ばれ、イギリス一美しいと言われるリーズ城。庭園の美しさとともに中世王室の暮らしをその
まま再現したインテリアや調度品も必見です。 カンタベリー着、カンタベリーは6世紀末イギリスに初めてキリスト教が伝えられた町です。その町並みを散
ゴールデン･ツアーズ社
策したあと、英国国教会の総本山であるカンタベリー大聖堂内を見学します。 ドーバー着 ◎ドーバー着、写真ストップ（トイレ休憩約15分）。 グリ
オフィス前（最寄：地
ニッジ着、テムズ川クルーズ （約30分）ロンドンブリッジやロンドン新旧の名所を川面からお楽しみいただけます。
日本語アテンダン
下鉄ビクトリア駅）
18:30 ロンドン着（予定） チャリング・クロス駅近くのエンバンクメント・ピアー到着後、解散となります。
※ランチパック（サンドイッチ、果物またはスナック、ボトル入りの水）付。移動中の車中を含めお好きな時にお召し上がりいただけます。
ト
8：15集合/8:30出
※観光地の都合により入場できない場合は、代替箇所に入場いたします。（11月4日はリーズ城がイベントで入場できないため、ドーバー城への入場
発
となります。）
1名催行
※当日の道路事情や交通規制などにより、行程の順番が入れ替わることがあります。
※JTBヨーロッパ(マイバス)とゴールデンツアーズ社との共同運行のため、英語ツアーとの混乗となる場合がありますが、日本語アシスタントが同行しイヤ
ホンを通じてご案内します。含まれるもの：日本語観光アテンダント、ツアーバス、リーズ城、カンタベリー大聖堂、リバークルーズ入場
主催会社: JTBヨーロッパ(マイバス)、ゴールデンツアーズ社（現地法人）共同運行

料金

主催

¥6,000
M

¥8,600

G

¥18,000

G

¥9,200

Ｍ

¥14,200 Ｍ&G

¥16,400 Ｍ&G

混載観光ツアー
☆☆☆☆☆
人気の3大スポットを1日で！
ウィンザー、バース、ストーンヘンジ
観光1日ツアー（入場、ランチパック
付）
催行日:月,水,土曜
(12/24,12/26を除く)
MBL3T
マイバス、ゴールデンツアーズ社共同運行

所要
時間

☆☆☆☆☆
ハリー・ポッターファン必見！ワーナー・ブ
ラザーズ スタジオツアー ロンドン ザ・メ
イキング・オブ ハリー・ポッター
催行日：毎日(1/1以降の詳細は未定)
(11/12～16、12/25～26を除く)
MBLWBS

７
Ｈ

☆☆☆☆☆
【日帰り】 2等列車でいく！湖水地方ハ
イライト1日旅行（日本語オーディオガ
イド付き）
催行日:月～金
(2018/12/24-2019/1/2を除く)
MBL6P

13
H

☆☆☆☆☆
エリザベス女王もお気に入り！
ウィンザー城午後半日ツアー（ウィン
ザー城の日本語オーディオガイド付）
GT TOUR 9
催行日:毎日（4月～9月） 10月は催行なし
MBL2W
冬期 催行なし

内容

ガイド/催行人数 出発場所/出発時間

ロンドンから日帰りで、エリザベス女王の邸宅としても有名なウィンザー城、今も多くの謎が残る古代遺跡ストーンヘンジ、お風呂（Bath）の語源にも
なったローマ帝国の温泉保養地バース、イギリスの見所3箇所を制覇する盛りだくさんのツアーです。
8:15 ゴールデンツアーズ社オフィス前集合
8:00（8：30）出発 ウィンザー到着、ウィンザー城 入場観光 エリザベス女王の公邸であるウィンザー城は、現在も使用されている居城として最も
古く、世界最大級を誇ります。ツアーではその城内に入場。エリザベス女王お気に入りの週末の居城。英国の伝統をご満喫ください
ゴールデン･ツアーズ社
ストーンヘンジ遺跡着、入場観光 平原に突如現れる巨石群、古代遺跡の謎に迫ります。
バース着、ローマ浴場博物館 入場観光 世界遺産の美しい街並みを散策し、ローマ浴場跡は入場し見学します。
オフィス前
日本語アシスタン
11 19:45頃ロンドン着 ケンジントン地区界隈にて解散の予定。当日の道路事情により、当日のアシスタントより具体的な降車場所をご案内します。
（最寄：地下鉄ビクト
ト
H ※上記時間は目安です。また、ルートは逆になる場合もあります。
リア駅）
15 ※ランチパック（サンドイッチ、スナック、ボトル入りの水）が付きます（追加料金無し）。ツアー中に車中またはお好きなお時間にお召し上がり下さい。
8：15集合/8：30出
M またホットフードやホットドリンクはバス車内への持ち込みはできませんので、ご注意ください。
1名催行
発
※ゴールデンツアーズ社とJTBヨーロッパ(マイバス)、の共同運行となります。このため英語ツアーとの混乗となる場合がありますが、日本語アシスタントも
同行しイヤホンを通じてご案内します。※交通事情によりロンドン帰着が予定より遅れることがあります。含まれるもの：日本語観光アテンダント、ツアー
バス、ウィンザー城、ストーンヘンジ、ローマ浴場博物館入場、ウィンザー城・ローマ浴場博物館では日本語オーディオガイド
主催会社: JTBヨーロッパ(マイバス)、ゴールデンツアーズ社 (現地法人) 共同運行

5
Ｈ
15
M

料金

¥18,000 Ｍ&G

あの「ハリー･ポッターTM映画シリーズ」の製作に使われたセットや衣装などが直に見られるまたとないチャンス！ワーナー・ブラザーズ スタジオツアーロンドン
の入場券とロンドンからのバス送迎がセットになった便利なパッケージです。
<9:00出発の場合>
08:15 ゴールデン・ツアーズオフィス前集合 ※「TOUR WB Warner Bros.Studio Tour London」の看板あり
（11-12月）
09:00 バスでスタジオを目指します。 途中トイレ休憩の時間はありませんのでご注意ください。
大人
11:00スタジオ入場。自由行動（約3時間）
ゴールデンツアーズ・オ
・館内には有料のオーディオガイド（日本語あり）があります。ご利用の場合は別途ご自身でお支払いください。（￡4.95/2018年4月4日現在）
¥14,600
フィス前
・館内には外から飲食物の持ち込みはできません。スタジオ内カフェ・売店をご利用ください。
07:15**、07:45、
14:15バス停車場に集合 途中トイレ休憩の時間はありませんので事前にスタジオ内でお済ませください。
子供
14:30 スタジオ出発
16:00ビクトリア駅周辺到着・解散
08:45、09:45、
¥13,600
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、スタジオ入場料
日本語ガイドなし
10:45、11:45、
※ツアーバウチャーを印刷して、当日集合場所にて係員にお渡しください。バウチャー無しではバスにご乗車になれませんのでご注意ください。
12:45、13:45、
※他国の方と混乗になります。
1名催行
14:45**、15:45**
※月～金・日曜のツアーは基本的に08:00～14:00毎時出発。土曜およびスクールホリデー中の特定期間は07:30出発もあり。
**土日、スクールホリ
（1-3月）
※入場時間：09:00*, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00*, 16:00*
デー
※スタジオ出発時間：12:30*, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
大人
各集合時間の１５分
※ビクトリア周辺到着予定時間：14:00*, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
後出発
未定
（*土日曜およびスクールホリデーの特定日）
※交通事情により、ロンドン到着が予定より遅れることがあります。主催会社はゴールデンツアーズ社（現地法人）でJTBヨーロッパ(マイバス)の受託
子供
販売となります。
※主催会社の都合により、急遽ツアーが催行中止となることがありますので予めご了承ください。※11/22-23、11/29-30、12/5-7、12/12未定
14は08:00～12:00の出発のみとなります。※クリスマス・年末期間で記載以外の開場時間変更がある場合があります。詳しくはお問い合わせ
ください。
憧れの鉄道に乗り、ロンドンから日帰りで、絵本「ピーターラビット」の世界そのままの風景を訪ねます。日本語ガイドはご一緒しないため、個人旅行のよ
うなプライベート感をお楽しみください。氷河の浸食によってできた大小数百もの湖とそれを取り巻く草原や森を、ウィンダミア湖を中心に車でゆったりめぐり
す。
お客様ご自身でロンドン・ユーストン駅へお越しください
ご自身でヴァージントレイン（グラスゴー行き）に乗車ください
※ロンドンからガイド・アシスタント等は同行しません。
※遅くともご出発の15分前に駅にお越しいただき、出発ホームをご確認ください。
※改札はありません。ホーム入口の係員にチケットを見せてホームにお進みください。また、車内改札時にはチケットを車掌にご提示ください。
8:30出発グラスゴー行きヴァージントレインにて、オクセンホルムに向け出発します。
11:08オクセンホルム駅到着※駅のホーム中ほどのキオスク前にてイギリス人ドライバーがお待ちしております。
湖水地方半日観光 （約3時間）日本語オーディオガイドを聞きながら、車で湖水地方半日観光へ。ウィンダミア湖西岸
・二ア・ソーリー村にあるヒルトップ農場(入場観光） ホークスヘッド（徒歩観光）
・アンブルサイドからウィンダミア湖遊覧 ※金曜および冬季はヒルトップ農場閉館のため、「ワールド・オブ・ビアトリックス・ポッター」の入場券が付きます。フ
リータイムにご自由にご使用ください。なお、「ワールド・オブ・ビアトリックス・ポッター」もメンテナンスで休館の場合には他の観光箇所への立ち寄りを致しま
す。
15:40頃フリータイム （2時間前後）ボーネス・オン・ウィンダミアで一旦解散後、自由行動となります。
マイバス特製のマップで、湖岸の散策やショッピングをお楽しみください。（アルバートドックインフォメーションセンター前集合）
17:30ボーネス・オン・ウィンダミアの映画館前集合 映画館ロイヤリティーシネマ(Royalty Cinema)前に集合し、車でオクセンホルム駅へ移動します。
18:30頃オクセンホルム出発ロンドン・ユーストン行きヴァージン・トレインにて、ロンドンに向け出発します。 21:20 ロンドン・ユーストン駅到着・解散
※上記時間は想定です。列車スケジュールにより変更となる場合がございます。※日本語係員は同行しません。現地では英語ドライバーおよび日本語
オ－ディオガイドでのご案内となります。※昼食は含まれておりませんので各自ツアー中にお取り頂きます。※列車チケットは前日18:30（日曜は
18:00）までにマイバスにご来店の上、お受け取りください。 原則としてチケットの郵送および他の場所でのお渡しはお断りしております。
※列車の乗車券は、乗車日の約12週間前から予約／購入開始となります。このため、乗車日の12週間以上前にツアーをご予約いただいた場合、
乗車券の手配に日数を要することとなり、返答に時間を要しますのでご了承ください。
※列車乗車券は予約と同時に発券となり、予約後の払い戻し、変更及び座席の事前指定はお受けできませんので、予め御了承下さい。
※列車出発時間の最低15分前までに駅に到着するようお出かけください。※湖水地方での観光はミレニアムトラベル社が実施する現地ツアーを利用
します。
※ウィンダミア湖遊覧が悪天候により欠航の場合は、車でのご案内となります。※列車時刻およびクルーズ時刻は、2018年4月4日の情報です。
※チップは基本的に不要ですが、もしサービスに満足された場合は、数ポンド程度を心付けとしてお渡し下さい。
※11月～2月中旬および金曜日は冬季ヒルトップ農場が休館ですので写真ストップのみとなります。代わりに「ワールド・オブ・ビアトリックス・ポッター」の
入場券を差し上げます。自由行動時間にお使いください。万が一、ヒルトップ農場と「ワールド・オブ・ビアトリックス・ポッター」の両方が休館の場合には、
他の観光地を訪問します。
ツアー料金に含まれるもの:往復列車チケット、現地ツアー料金（ヒルトップ農場入場券、クルーズチケット含む）
※5歳未満のお子様はご参加いただけません
主催会社: JTBヨーロッパ(マイバス)

英語ガイド
1名催行

テムズ川上流にあるウィンザー城はエリザベス女王のお気に入りで、英国王室が所有する最古の居城です。英国の有名な名門パブリックスクール、イー
トン校を見下ろす高台にそびえるウィンザー城では、ステートアパートメントやメアリー王妃のドールハウス、セント・ジョージ礼拝堂などをご覧頂きます。ガイ
ドやアシスタントは同行しませんが、日本語オーディオガイド付きなので、ご自分のペースで見学できます。
13:30ゴールデンツアーズ・オフィス前集合
13:45出発
バスにてウィンザー城まで移動、到着後ウィンザー城各自見学。帰路の集合時間をゴールデンツアーズ運転手よりご案内(英語のみ)。
19:00頃解散
ロンドン・ケンジントン地区にて解散。
注意事項
ガイドなし
※主催者の都合により、急遽ツアー内容の変更、催行中止になる場合がございますので予めご了承下さい。
日本語オーディオ
※日本人ガイドやアシスタントなどは同行しません。
ガイド
※ツアーバウチャーを印刷して、当日集合場所にて係員にお渡しください。バウチャー無しではバスにご乗車になれませんのでご注意ください。
1名催行
主催会社はゴールデンツアーズ社(現地法人)で、JTBヨーロッパ(マイバス)の受託販売になります。
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、入場料、日本語オーディオガイド料金

主催

G

ユーストン駅電光掲示
板前（Euston
Station）
8:15集合/8:30出発

¥42,500

Ｍ

ゴールデンツアーズ・オ
フィス前
13:30集合/13:45
出発

¥8,600

Ｍ

混載観光ツアー

所要
時間

☆☆☆☆☆
列車で行くビートルズのリバプール1日旅
行（ファーストクラス席）
催行:月～金
(2018/12/24-2019/1/1を除く)
MBL6L

14
Ｈ

☆☆☆☆☆
列車で行くスコットランドの古都エジンバ
ラ1日旅行（二等席）
催行:月・火・水・木曜日
(2018/12/24-2019/1/1を除く)
MBL6S

15
Ｈ
30
M

☆☆☆☆☆
テムズ川ディナークルーズ （5コース）
催行日:12/21まで月曜～金曜、12/24～
2019/3/31まで木曜～金曜(12/24～26、
12/31～2019/1/1,2/14船のメンテナンス期間
を除く)
MBLVD

2
H
45
M

内容
ビートルズファンの聖地、そして音楽ファン必見の列車で行くロンドン発着リバプール日帰りツアー。ビートルズ誕生の地リバプールを丸1日かけてじっくりと
楽しみます。博物館「ビートルズ・ストーリー」で彼らの足跡をたどり、「マジカル・ミステリー・ツアー」で実際にその伝説となっている地を訪れます。ゆかりの
地を訪れれば、ビートルズソングのメロディの源をふと感じることができるかもしれません。まさにビートルズファンのためのツアーです！
お客様ご自身でロンドン・ユーストン駅へお越しください。ご自身でヴァージン・トレインにご乗車ください。
※ロンドンからガイド・アシスタントらは同行しません。※ユーストン駅には早めに、遅くとも15分前にはお越しいただき、出発ホームを確認してください。
※改札はありません。ホーム入口の駅係員にチケットを見せてホームにお進みください。車内では車掌による検札がありますので、乗車券を提示してくだ
さい。
07:07出発リバプール・ライムストリート行きのヴァージン・トレインに乗って、リバプールへ向けて出発します。ファーストクラスのお客様には軽めの朝食が
サーブされます。
9:20終点リバプール・ライムストリート駅到着 自由行動（約4時間40分）
世界遺産に登録されたアルバートドックの一角にある博物館「ビートルズ・ストーリー」。結成から解散までビートルズが残した数々の伝説と歴史を展示し
ています。日本語オーディオガイドで各自見学してください（約1時間30分～2時間）。その後、ビートルズ・ストーリーから徒歩約5分の別館ビートル
ズ・ストーリー4Dへ。入館料はビートルズ・ストーリーに含まれます。
ビートルズ以外のリバプールの魅力探訪 かつて一大貿易港として発展し、栄華を極めたリバプールは世界遺産都市でもあります。海運倉庫街を再開
発したアルバートドックには、ビートルズ・ストーリー以外にも、現代美術館テート・リバプール、マージーサイド海事博物館などのほか、レストランやバーなど
が賑わいを見せています。ロンドンとは異なる雰囲気の港町をお楽しみください。 アルバート・ドック・インフォメーションセンター前に集合 14:00マジカ
ル・ミステリー・ツアー開始（約2時間）
世界各国から集まったビートルズファンといっしょにビートルズゆかりの地をバスでめぐります。車内ではビートルズの歌をみんなで歌って大盛り上がり。メン
バーの生家や『ストロベリー・フィールズ』『ペニーレイン』など、ファンなら誰でも知っている地を訪れます。
16:00マジカル・ミステリー・ツアー終了。 ツアーはマシュー・ストリートで終了します。
※マシュー・ストリートにある、ビートルズが演奏した伝説のクラブ「キャバーン・クラブ」で、ツアーチケットを見せると、ビートルズの記念ポストカードを進呈！
各自でぜひお尋ねください。
列車の時間まで自由行動です。キャバーン・クラブ周辺は、ビートルズファン必見のショップなどが点在しています。
18:47リバプール・ライムストリート駅出発 ヴァージン・トレインでロンドンへ。ファーストクラスのお客様には軽めの夕食がサーブされます。
※駅には早めに到着するようにしてください。 21:02ロンドン・ユーストン駅到着・解散※上記時間は想定です。列車の運行スケジュールによって変更
になる場合があります。※列車の乗車券は、ツアー前日18:00までにマイバスにご来店の上、お受取りください。原則として、チケットの郵送および他の
場所でのお渡しはできません。
※4歳未満のお子様のご参加はお勧めいたしません。
※日本語係員は同行しません。※昼食は含まれていませんので、各自、自由行動中にお取りください。
※観光用バウチャーは、ご利用にならなかった場合も払い戻しはできません。
※列車の乗車券は予約と同時に発券されます。ご予約後の払い戻し／変更、および座席の事前指定はお受けできませんので、ご了承ください。
※列車の乗車券は、乗車日の約12週間前から予約／購入開始となります。このため、乗車日の12週間以上前にツアーをご予約いただいた場合、
乗車券の手配に日数を要することとなり、返答に時間を要しますのでご了承ください。※駅には早めに、遅くとも15分前にはお越しいただき、出発ホーム
を確認してください。
※ここで表示している列車の発着時刻は、2018年4月3日現在の情報です。ダイヤ改正などで変更になった場合には、お知らせいたします。
※また、列車の発着時刻は目安です。多少遅れることも予想されますので、予めご了承ください。
主催会社: JTBヨーロッパ(マイバス)
ツアー料金に含まれるもの:往復列車チケット、ビートルズ・ストーリー入場料、マジカル・ミステリー・ツアー料金

イギリス第二の都市スコットランドの古都エジンバラをロンドンから日帰りで楽しめます。
列車と乗り降り自由な現地観光バス、さらにエジンバラ城の入場券を組み合わせたコース。イギリス第二の都市スコットランドの古都エジンバラをロンドン
から日帰りで楽しめます。
6:30 ロンドン・キングスクロス駅チケットオフィス前集合（チケット及び観光箇所バウチャーはゴールデンツアーズ社の係員より駅で渡されます）
7:00 ロンドン・キングスクロス駅出発 11:19エジンバラWaverley駅着 着後、自由行動 ●乗り降り自由観光バス Waverley駅、Princess通り
角、スコット像前の停留所から出発しています。●エジンバラ城
歴史的な建物が多く中世の風情が漂う旧市街地中心部にあるエジンバラ城はエジ
ンバラのランドマーク。お好きな時間にご入場いただけます。17:31 エジンバラ・ウェーバリー駅出発 22:12 ロンドン・キングスクロス 駅着
※ここで表示している列車の発着時刻は、2018年4月3日現在の情報です。ダイヤ改正などで変更になった場合には、お知らせいたします。※日
本語係員は同行しません。
※列車チケットおよび観光バウチャー等は当日駅集合時にゴールデンツアーズ社係員（日本人ではありません）よりお渡しします。その際、マイバスのツ
アーバウチャーを係員に提示してください。 ※列車座席の事前指定はできませんのでご了承ください。
ゴールデンツアーズ社の催行、JTB Europe Ltd.（マイバス）の受託販売です。
ツアー料金に含まれるもの：列車往復チケット、エジンバラ城入場券、乗り降り自由観光バス券（シティサイトシーイング社）

歴史と伝統に彩られた建築物から最新のモダンなオフィスビルまで、ライトアップされたテムズ川沿いの夜景を眺めながら、ディナークルーズを楽しむ。そん
なロマンティックなロンドンの夜の過ごし方はいかがでしょう。ライブ演奏を聴きながら選べる豪華コースディナーをお楽しみください。
※ 運航会社の事情により、船の種類が変更となり、ハーモニー号での運航となる場合がございます。変更の場合は、乗船時間が変更になり、下記の
行程欄（）のスケジュールでのご案内となります。
⇒ 2018年1月1日～1月31日はハーモニー号での運航となり乗船時間が変更になりますので、ご注意ください。19:00 エンバンクメントピア（桟
橋）集合1 乗船 係員の指示に従いご乗船下さい。 19:45 出航 テムズ川からロンドンの景観を眺めながら、お食事をお楽しみ下さい。22:30 エ
ンバンクメントピア（桟橋）帰着予定 各自解散となります。
※【クルーズチケット、集合場所地図はEメールにてお送りします.
※ドレスコード:スマートカジュアル～フォーマル（ジーンズ・スニーカーは不可。男性はネクタイ/ジャケットの着用をお勧めいたします。）
※13歳未満のお客様のご参加はお受けできません。※ディナークルーズは、全席禁煙となりますので、ご了承ください。
※ウェルカムドリンク（食前酒）以外の飲み物は料金に含まれていません。 ※送迎、および係員のご案内はありません。
運行事業者はBateaux Londonとなります。主催会社はBateaux London (現地法人)でJTBヨーロッパ(マイバス)の受託販売となります。
※Bateaux Londonの都合（チャーター、定期点検など）によって、催行できない場合もあります。予めご了承ください。
ツアー料金に含まれるもの：テムズ川クルーズ、5コースお食事［コーヒーまたは紅茶付］、テムズ川クルーズ、ライブミュージック （ピアノ＆シンガー）

ガイド/催行人数 出発場所/出発時間

英語ガイド
１名催行

日本語ガイド
なし
１名催行

ガイドなし
1名催行

料金

主催

ユーストン駅電光掲示
板前（Euston
Station）
6:45集合/7:07出発

¥24,200

Ｍ

ロンドン・キングスクロス
駅
ゴールデンツアーズ
チケットオフィス
6:30集合/07:00出
発

¥33,200

G

¥14,800

Ｂ

¥16,000

Ｂ

エンバンクメントピア
（桟橋）
19:00)集合/
19:45出発

歴史的建築物から最先端のモダンなオフィス、それぞれに異なる美しい橋やリバーサイドの豪華マンションなど、テムズ川から眺めるライトアップされたロンド
ンは、昼間の観光とは一味違う別の姿を見せてくれます。おいしい食事とエンターテイメントも楽しめる大人気クルーズ、ちょっぴりおしゃれをして出かけて
みませんか。窓際席確約なので、船からの眺めもばっちりです。
※ 運航会社の事情により、船の種類が変更となり、ハーモニー号での運航となる場合がございます。

☆☆☆☆☆
テムズ川ディナークルーズ 窓際席指定
（5コース）
催行日:月曜～金曜12/24まで
木曜、金曜12/244/2, 5/7, 5/28,
8/27, 船の定期メンテナンス期間を除く)
MBLVDW

2
H
45
M

19:00 エンバンクメントピア（桟橋）集合 乗船 係員の指示に従いご乗船下さい。
19:45出航 テムズ川からロンドンの景観を眺めながら、お食事をお楽しみ下さい。
22:30 エンバンクメントピア（桟橋）帰着予定 各自解散となります。
※【クルーズチケット、集合場所地図はEメールにてお送りします。
※※ドレスコードが有りますのでご注意ください。（スマートカジュアル）
※13歳未満のお客様のご参加はお受けできません。※ディナークルーズは、全席禁煙となりますので、ご了承ください。
※送迎、および係員のご案内はありません。
運行事業者はBateaux Londonとなります。主催会社はBateaux London (現地法人)でJTBヨーロッパ(マイバス)の受託販売となります。
※Bateaux Londonの都合（チャーター、定期点検など）によって、催行できない場合もあります。予めご了承ください。
ツアー料金に含まれるもの：テムズ川クルーズ、●ディナークルーズ（5コースメニュー、コーヒーまたは紅茶付）、※クルーズ中ピアノ＋1シンガーのライブ
ミュージックあり

ガイドなし
1名催行

エンバンクメントピア
（桟橋）
19:00 集合/
19:45 出発

混載観光ツアー

所要
時間

内容

☆☆☆☆
【土曜限定】テムズ川ディナークルーズ
フォーマルサタデー（5コース）

歴史的建築物から最先端のモダンなオフィス、それぞれに異なる美しい橋やリバーサイドの豪華マンションなど、テムズ川から眺めるライトアップされたロンド
ンは、昼間の観光とは一味違う別の姿を見せてくれます。おいしい食事とエンターテイメントも楽しめる大人気クルーズです。フォーマルウェア着用必須の
サタデーナイト、とびっきりのおしゃれをして出かけましょう。

催行日:土曜(船の定期メンテナンス期間（時期未
定）を除く)

19:00 エンバンクメントピア（桟橋）集合 乗船 係員の指示に従いご乗船下さい。
19:45 出航 テムズ川からロンドンの景観を眺めながら、お食事をお楽しみ下さい。 22:30 エンバンクメントピア（桟橋）帰着予定 各自解散とな
ります。
※【クルーズチケット、集合場所地図はEメールにてお送りします
※ドレスコード: スマートカジュアル、またはフォーマル（ジーンズ・スニーカーは不可。男性はネクタイ/ジャケットの着用をお勧めいたします。）
※13歳未満のお客様のご参加はお受けできません。※ディナークルーズは、全席禁煙となりますので、ご了承ください。
※送迎、および係員のご案内はありません。
主催会社はBateaux London (現地法人)でJTBヨーロッパ(マイバス)の受託販売となります。含まれるもの：●ディナークルーズ（5コースメニュー、
コーヒーまたは紅茶付）、※クルーズ中ビッグバンドのライブミュージックあり
※Bateaux Londonの都合（チャーター、定期点検など）によって、催行できない場合もあります。予めご了承ください。

MBLVDB

2
H
45
M

☆☆☆☆
気軽に楽しめる！ クラシック･ランチ･ク
ルーズ
催行日:12/22まで水～土、12/24～
2019/3/31まで木～土（月・火・日曜、
（12/24～26，12/31～2019/1/1，
2/14船の定期メンテナンス期間（時期未
定）を除く)

1.
5
H

MBLVL

☆☆☆☆

テムズ川サンデーランチクルーズ
（JAZZバンド付）
催行日:日曜日（船の定期メンテナンス期間（時
期未定）を除く）
MBLVS

2.
5
H

☆☆☆☆☆
一等席で観る！ミュージカル＆和食
ディナーセット「レ・ミゼラブル」
催行日:月～木曜レストラン・劇場休業日、スクー
ルホリデー時期(12/24-2019/1/3, 2/18-21
)、3/1以降を除く

MBLLM

4.
5
Ｈ

ロンドンといえばテムズ川。昼と夜ではその眺めもガラリと違った表情を見せてくれます。賑やかな街なかを離れ、ゆったりと眺める船上からの風景は、豊か
な旅の思い出となるでしょう。カジュアルなクルーズを楽しみたい方にはランチクルーズがおすすめ。
、
11:30エンバンクメントピア（桟橋）集合 乗船 係員の指示に従いご乗船下さい。
12:00 出航 13:30エンバンクメントピア（桟橋）帰着予定
※クルーズチケットはメールにて別途お送りします。なお、お送りしたチケットが印刷できない場合にはマイバスにてお受取りが可能です。（日曜は12時
からの営業となりますのでご注意ください。）事前にマイバス社にて受け取り希望をご連絡の上、ご来店ください。（原則としてチケットの郵送および他の
場所でのお渡しはできません）
※ドレスコードはスマート･カジュアルです。ジーンズ、スニーカー不可。※食後のコーヒー／紅茶以外の飲み物は料金に含まれておりません。
※4～12歳のお子様にはお子様料金を適用いたします。4歳未満のお客様はご参加いただけません。船内にはお子様用ハイチェアのご用意はございま
せん。また、ベビーカーのお持込はできませんのでご了承ください。※船内は全面禁煙となりますのでご了承下さい。但し、デッキでは喫煙していただけま
す。その場合は必ず灰皿を確認して下さい。主催会社はBateaux London(現地法人)でJTBヨーロッパ(マイバス)の受託販売となります。
ツアー料金に含まれるもの：３コース［大人・子供共/コーヒーまたは紅茶付］

日曜の午後はジャズの生演奏をバックに、リラックスした長めのランチクルーズ。おいしいランチをいただきながらロンドンの新旧のランドマークの数々をテムズ
川から眺めます。
カジュアルなクルーズを楽しみたい方、お子様連れでも楽しめます（3歳以上）。
※運航会社の事情により、船の種類が変更となる場合がございます。
11:30 London）事務所にてチェックイン ご自身で乗船
12:00 出航 ●ランチクルーズ（3コースメニュー／コーヒーまたは紅茶付）※前菜、メインともにセットメニュー（ベジタリアン用メニューあり）※クルー
ズ中ジャズバンドのライブミュージックあり 14:30エンバンクメントピア（桟橋）帰着予定
※日本語係員は同行しません.※運行事業者の都合（チャーター、定期点など）により催行できない場合や時間が変更になることもございますので、
あらかじめご了承ください。※ベビーカーは船内に持ち込めません。また、ハイチェアのご用意はありません。※スマートカジュアルでのご参加をお勧めしま
す。スポーツやレジャー用衣類でのご参加はお避けください。
ツアー料金に含まれるもの：3コース［大人・子供共/コーヒーまたは紅茶付］,テムズ川クルーズ、ライブジャズ演奏

ロングラン公演中のミュージカル「レ・ミゼラブル」の一等席チケットと、創作日本料理レストランでのプレシアターディナーがセットになったお得なパッケージで
す。係員は同行しません。チケットのみをお手配した値段とほぼ同額でで和食ディナーも付いて好評です。ディナーはミュージカル鑑賞前に、ソーホーの創
作日本料理レストランで。
17:55 和食レストラン「Soレストラン」集合 地下鉄ピカデリー・サーカス駅から至近。レストランはウォーリックストリート（Warwick Street）にありま
す。
18:00 プレシアターディナー 創作日本料理レストランで、特製和食ディナーをお楽しみください。お食事にはドリンク1杯も含まれます。
クイーンズシアターへ移動 レストランから、「レ・ミゼラブル」の上演されるクイーンズシアターまでは徒歩約5分です。お客様各自で劇場まで移動してくだ
さい。
19:30 「レ・ミゼラブル」開演 原作はビクトル・ユーゴーの邦題「ああ無情」。1切れのパンを盗んだ罪で19年もの間投獄された主人公ジャン・バルジャン
の波瀾万丈な人生が迫力満点に描かれています。途中、休憩が1回（約15分）あります。
22:30「レ・ミゼラブル」終演、解散 ミュージカル終了後は、お客様各自でホテルまでお戻りください。
※1日のチケットの手配枚数には限りがあるため、参加日など変更できる範囲がある場合は、ご予約時にリクエスト欄にてお知らせください。
※レストランバウチャー、地図、ミュージカルチケット引き換え券はEメールにてお送りしますので、印刷をして当日持参ください。なお、印刷ができない場合
には事前にマイバスでお受け取りになることも可能です。その場合遅くとも当日17時30分頃までにマイバスへご来店ください。
※ミュージカルのチケット引換券は、劇場内ボックスオフィス（チケット売り場）で本券をお引き換えください。
※レ・ミゼラブルは1等席（STALLS もしくは DRESS CIRCLE）を利用しますが、予約手数料が入っていますので券面額とは異なります。観劇の座
席は1階席または2階席となり、座席の指定はできません。ご了承ください。
※プレシアターディナーは18:00にスタートします。変更はできません。夕食にはドリンク1杯（ビール、グラスワインまたはソフトドリンク）が含まれます。
※送迎および係員のご案内はありません。劇場へは各自徒歩にて移動していただきます。
ツアー料金に含まれるもの：特製和食ディナー・ドリンク１杯（ビール、グラスワイン又はソフトドリンク）、ミュージカル一等席チケット

ガイド/催行人数 出発場所/出発時間

ガイドなし
1名催行

ガイドなし
1名催行

ガイドなし
1名催行

ガイドなし
１名催行

エンバンクメントピア
（桟橋）
19:00 集合/
19:45出発

エンバンクメントピア
（桟橋）
(11:30集合/12:00
出発

エンバンクメントピア
（桟橋）
11:30集合/12:00
出発

ソーホー
ピカデリー駅至近の
ウォーリックストリート
（Warwick Street
）
Soレストラン
18:00集合

料金

主催

¥16,200

Ｂ

¥6,400

Ｂ

¥9,000

Ｂ

¥18,000

M

混載観光ツアー

所要
時間

内容

４
Ｈ

1986年にロンドンで初演されて以来、人気が衰えることのないミュージカル「オペラ座の怪人」の一等席チケットと、創作日本料理レストランでのプレシア
ターディナーがセットになったお得なパッケージです。係員は同行しません。チケットのみのお手配とほぼ同額で、和食ディナーも付いています。ディナーは
ミュージカル鑑賞前に、ソーホーの創作日本料理の「Soレストラン」でのプレシアターディナーがセットになっているので、大変お得な内容です。
レストラン「Soレストラン」集合地下鉄ピカデリー・サーカス駅から至近。レストランはウォーリックストリート（Warwick Street）にあります。
18:00各自で 「So Restaurant」着プレシアターディナー 創作日本料理レストランで、特製和食ディナーをお楽しみください。お食事にはドリンク1杯も
含まれます。
その後、各自でハー・マジェスティ劇場へ移動（徒歩で約 5-8分）
レストランから「オペラ座の怪人」が上演されるハー・マジェスティーズシアターまでは徒歩約6分です。お客様各自で劇場まで移動してください。
19:30「オペラ座の怪人」開演（休憩1回 / 約15分）
舞台は19世紀のパリ・オペラ座。美しい歌手クリスティーヌに恋をした、怪人ファントムの悲恋です。豪華な衣装、舞台、そして歌と音楽を存分にお楽し
みください。途中、休憩が1回（約15分）あります。
22:00 「オペラ座の怪人」終演、解散 ミュージカル終了後は、お客様各自でホテルまでお戻りください。
※1日のチケットの手配枚数には限りがあるため、参加日など変更できる範囲がある場合は、ご予約時にリクエスト欄にてお知らせください。
※レストランバウチャー、地図、ミュージカルチケット引き換え券はEメールにてお送りしますので、印刷をして当日持参ください。なお、印刷ができない場合
には事前にマイバスでお受け取りになることも可能です。その場合お食事（18:00）に間に合うよう事前にマイバスにご来店の上、レストラン・クーポン
＆ミュージカル引換券あるいは本券をお受取りください。※ミュージカルのチケット引換券は、劇場内ボックスオフィス（チケット売り場）で本券をお引き換
えください。
※オペラ座の怪人は1等席（Stalls または Royal Circle）を利用しますが、予約手数料が入っていますので券面額とは異なります。観劇の座席は1
階席または2階席となり、座席の指定はできません。ご了承ください。
※プレシアターディナーは18:00にスタートします。変更はできません。夕食にはドリンク1杯（ビール、グラスワインまたはソフトドリンク）が含まれます。
※送迎および係員のご案内はありません。劇場へは各自徒歩にて移動していただきます。
ツアー料金に含まれるもの:特製和食ディナー・ドリンク１杯（ビール、グラスワイン又はソフトドリンク）、ミュージカル一等席チケット

☆☆☆☆☆
一等席で観る！ミュージカル＆
和食ディナーセット「オペラ座の怪人」
催行日:月～木曜
(レストラン・劇場休業日、スクールホリデー時期
(12/17-2019/1/3, 2/18- 21)、3/1以降を除
く
MBLPM

☆☆☆☆☆
飲み放題！ 中世の晩餐会ディナー
ショー
催行日:水～日 （11/29-2019/1/2,レストラン
休業日を除く)

２
Ｈ
１
５
Ｍ

MBLMBD

イギリス湖水地方 LAKE DISTRICT

混載観光ツアー
☆☆☆☆
ピーターラビットの故郷とウィンダミア湖
クルーズ
半日観光

一歩足を踏み入れると、そこはまるで中世のお城の晩餐会場。４コースのディナーに飲み放題のビール・ワイン・ジュース付。お食事の間には、歌やダン
ス、サーカスなどエンターテイメントと盛りだくさんの内容です。
お子様連れには日曜日の早めのディナーがお勧めです。（日曜のみ時間帯が違いま
すのでご注意ください）
19:15(日曜日 17:15)レストラン「The Medieval Banquet」開場
夕食が始まるまでの間、バー･コーナーで食前酒（有料）や、中世風の衣装を着けて（有料/レンタル・販売有り）の写真撮影など自由にお楽しみく
ださい。
19:45(日曜日 18:00)夕食・ショー開始 お食事とショーをお楽しみ下さい。 22:00(日曜日 20:15)終了
お食事後はお好きな時にお帰りいただけます。音楽やダンスを楽しみたい方は水～土は23:30まで、日は21:30までオープン。
注意事項
※お食事バウチャーをメールでお送りしますので、必ず印刷してお持ち下さい。
※コースに含まれるお飲物（ビール、ワイン、ジュース）以外は別料金となります。ご注文された場合は、別途お支払いください。
※1お子様料金は18歳以下の方にを適用します。4才未満は無料。※館内は全面禁煙となりますのでご了承下さい。
主催会社はThe Medieval Banquet(現地法人)でJTBヨーロッパ(マイバス)の受託販売となります。
ツアー料金に含まれるもの:４コースディナー、お飲物（ビール、ワイン、ソフトドリンク）※他のお飲物は別途有料で購入できます。
取消料:お申込み後100％

ガイド/催行人数 出発場所/出発時間

ガイドなし
１名催行

ガイドなし
１名催行

ソーホー
ピカデリー駅至近の
ウォーリックストリート
（Warwick Street
）
Soレストラン
18:00集合

レストラン「The
Medieval Banquet」
水～土
19:15開場/19:45
START
日曜日
17:15開場/18:00
START

料金

主催

¥18,000

M

¥9,000

Ｍ

料金

主催

※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。
□ 現地主催会社… L:LAKE DISTRICT TOURS
所
要
時

催行日:月曜日から金曜日まで毎日出発

TOURA

4
Ｈ

内容

ガイド/催行人数 出発場所/出発時間

ピーターラビットの故郷である湖水地方と、その作者であるビアトリクス・ポターゆかりの地を訪ねる、湖水地方を初めて体験して頂くのにはピッタリのツアー
です。まずはウィンダミア湖やその周辺の山々の美しい眺めをご覧頂きながら、このツアーはスタート。湖水地方の牧草地にはとても多くの羊が見られ、特
ｵｸｾﾝﾎﾙﾑ発
に春には生まれて間もない子羊も沢山見ることができます。そして湖水地方独特の石で作られた沢山のフェンスや壁にも驚かれることでしょう。
¥20,000
このツアーでは、ニアソーリー村にある、１７世紀に建てられた農場であり、ビアトリクス・ポターの家として有名なヒルトップを訪ね、美しいエスウェイト湖の
11:08
沿岸を通りながらホークヘッドの村に向かいます。
オクセンホルム駅にお迎
1月1日以
ホークスヘッドは湖水地方でも最も古く美しい村のひとつで、詩人ウィリアム・ワーズワースの通った学校や、ビアトリクス・ポターギャラリーを訪れたり、古い
え
町並みやショッピングを楽しんで頂くことができます。またホークスヘッドでは、アンブルサイドからボウネスへ向かうウィンダミア湖クルーズの前に、昼食をとって
ツアー当日に湖水地方
いただくことのできるカフェや地元のパブも幾つかあります。ボウネスではワールド・オブ・ビアトリクス・ポターのアトラクションを訪れたり、お買い物を楽しんで
¥23,000
に到着されるお客様に
頂くことができます。
日本語オーディオ
おすすめします。
１５：4５ ウィンダミア湖クルーズでのボウネス到着時刻になります。
ガイド
ツアー料金にはヒルトップ入場券とウィンダミア湖クルーズが含まれています。日本語録音ツアー解説付き
※毎週金曜日はヒルトップの家は定休日で、家の中をご見学して頂くことはできませんが、ショップと庭のみオープンしています。 また１１月１日から２
４名催行
Or
ウィンダミアご
月28日までの間は、家、ショップ、庭共に冬季休業になります。ヒルトップ冬季休業中のこのツアーでは、ボウネスにある「ザ・ワールド・オブ・ビアトリクス・
11:45
宿泊ホテル発
ポター」アトラクションの無料入場券をお渡しします。
ウィンダミアのご宿泊
ツアー終了後、同日にロンドンに戻る予定のお客様は、追加料金にてボウネスの映画館前に１７時３０分にお迎えにあがり、オクセンホルム駅ま
先ホテルまたはＢ＆Ｂ ¥12,000
でお送り致します。

へ
の無料お迎えサービス

☆☆☆☆
湖水地方エクスプローラーツアー
催行日:火曜日・木曜日・金曜日・土曜日・日曜
日
TOUR C

7
Ｈ

この「湖水地方エクスプローラー」は、１つのツアーにしか参加できる時間がない、というお客様にはぴったりのツアーです。
１日で湖水地方の様々な魅力を満喫していただくことができるでしょう。このツアーでは、通常の観光ではなかなかできないような体験、自然に親しんだ
り、新鮮な空気や素晴らしい景色をも体験していただけます。グラスミアやサプライズ・ビューなどの有名な地も訪れますが、可能な限り観光客の少ない
ルートで周ることにより、湖水地方の人々や場所、歴史、景色などにも触れていただけるよう配慮しています。クラモック・ウォーター、バタミア、エアラ・
フォース、ワーズワース・ポイント、ラングデイル、古い教会、ストーン・サークル、スコットランドの眺めなど、これらはハイライトのほんの一例です。湖水地方
を体験」これがこのツアーのすべてです。昔ながらの村や旬のローカルな食べ物が味わえる農家を訪ね、ガイド付きのミニ・ウォーキングで最高のシャッター
チャンスに出会う、こんなユニークな数々の体験は一生の思い出となるでしょう。
09:30
９：30 ご宿泊先、あるいはウィンダミア駅までお迎え
ウィンダミアのご宿泊
16:30 ボウネスまたはウィンダミアに到着
日本語ガイドなし 先、あるいはウィンダミア
ツアー・ハイライト:トラウトベック・ビレッジ 湖水地方で最古の村 /カークストン・パス 湖水地方で最も高い地点を走る道路 /アルスウォーター イングラン
２名催行
駅までお迎え
ドで最も美しいといわれる湖のひとつ /ワーズワース・ポイント－ワーズワースの代表作「水仙」にひらめきを与えた場所 /エアラ・フォース（滝）/キャッス
ルリグ・ストーン・サークル 湖水地方のストーンヘンジ /サプライズ・ビュー 息をのむような素晴らしい景色 /ダーウェント・ウォーター 湖水地方北部の美し
い湖 /フロック・イン－おいしいローカル・フード が食べられる農場のカフェ /ホニスター峠 /クラモック・ウォーターとバタミア 美しい小さな２つの湖 /ホーム
メードのアイスクリーム /バセンスウェイト・レイク /サルミア /グラスミアとライダル・ウォーター /ダブ・コテージ－ウィリアム・ワーズワースの家 /ブリッジ・ハウスと
アンブルサイド

～ オプショナルツアー＆各種チケット手配 お取扱い条件 ～
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ます。
・日本ご出発後の取消に関しましては、一切払い戻しができません。
・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。
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1/1以降
¥14,600

¥11,000
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