
商品コード S8546 商品コード S8551

催行期間 2019/1/25 -3/24 催行期間 2019/1/25-3/24

催行曜日 月 水 木 金 土 催行曜日 水 木 金

受付可能人数 1名様 受付可能人数 1名様 

催行時間 07:30-21:15 催行時間 07:30-

　 　

商品コード S8552 商品コード S8547 商品コード S8542

催行期間 2019/1/25 -3/24 催行期間 2019/1/26 -3/24 催行期間 2019/1/25 -3/24

催行曜日 火 水 金 土 日 催行曜日 毎日 催行曜日 火 水 金 土

受付可能人数 1名様 受付可能人数 1名様 受付可能人数 1名様 

催行時間 09:00-10:30 催行時間 07:30-19:30 催行時間 07:00-12:30

商品コード S8545 商品コード S8559 商品コード S8558

催行期間 2019/1/25-3/24 催行期間 2019/1/25-3/24 催行期間 2019/1/25-3/24

催行曜日 毎日 催行曜日 火 土 催行曜日 水 金 日

受付可能人数 1名様 受付可能人数 1名様 受付可能人数 1名様 

催行時間 08:10-18:20 催行時間 08:00-19:00 催行時間 08:20-13:00

　

【学割】憧れのｺｯﾂｳｫﾙｽﾞﾊｲﾗｲﾄ
周遊1日観光

(日本語ｱｼｽﾀﾝﾄ付)[みゅう]

【学割】滅びゆく天空の都市
ﾁｳﾞｨﾀ･ﾃﾞｨ･ﾊﾞﾆｮﾚｯｼﾞｮ

午前観光[みゅう]

【お急ぎの方に！】フィレンツェの見逃せない観光箇所を効率よく
日本語ガイドと巡ります。★コース内容：サンタ・マリア・ノヴェッラ
駅構内薬局前集合、出発、共和国広場、ﾄﾞｩｵﾓ、ｻﾝｼﾞｮﾊﾞﾝﾆ洗礼
堂、ｼﾞｮｯﾄの鐘楼、ｳﾞｪｯｷｵ宮、いのしし像、シニョリーア広場、
ヴェッキオ橋、ウフィツィ美術館前にて解散。

1日目にモン・サン・ミッシェル到着後、2日目の出発まで完全フ
リータイム!★コース内容【1日目】ギャラリーラファイエット出発、ノ
ルマンディーの村訪問、モン・サン・ミッシェル到着後、フリータイ
ム、各自にてご宿泊ホテルへ移動・チェックイン、自由行動【2日
目】出発まで自由行動、モン・サン・ミッシェル出発、オペラ座付
近にて解散。

【学割】秘儀荘も行く！
ナポリ、ポンペイ1日観光

（昼食付）[みゅう]

【学割】フィレンツェ市内
午前観光[みゅう]

【学割】ﾛﾝﾄﾞﾝ市内観光+
世界標準時の街ｸﾞﾘﾆｯｼﾞ･ﾗｲﾅｰ

(ｱｼｽﾀﾝﾄ付）[みゅう]

【学割】2つの世界遺産
ｽﾄｰﾝﾍﾝｼﾞ･ﾊﾞｰｽ/映画舞台

ﾚｲｺｯｸ村(ｱｼｽﾀﾝﾄ付)[みゅう]

ｺｯﾂｳｫﾙｽﾞ地方の王道、英国人気No.1ツアー！厳選したｺｯﾂｳｫﾙ
ｽﾞの美しい4つの村を訪れる［みゅう］の大人気ツアーです。★
コース内容：国鉄ビクトリア駅集合、バーフォード（下車/自由行
動）、バイブリー（下車/自由行動）、ボートン・オン・ザ・ウォー
ター（下車、自由行動/各自昼食）、ストウ・オン・ザ・ウォルド（下
車/自由行動）、ビクトリア周辺にて解散。

【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と、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。★コース内容：国鉄ビクトリア駅構内1
番プラットフォーム改札前集合、ストーンヘンジ(入場)、バース(下
車/自由行動・各自昼食)、レイコック(下車/自由行動)、ビクトリア
周辺にて解散。

モンサンミッシェル到着後、完全自由見学!ご自分のペースで散
策されたい方にお勧めのツアー!西洋の驚異と称されるモン・サ
ン・ミッシェルは、フランスに来たら一度は訪れたい観光地ベスト
1!★コース内容：ギャラリー・ラファイエット集合、ノルマンディー
の田舎村訪問、モンサンミッシェル(自由行動)、オペラ座付にて
近解散。

【学割】Wifiバスで行く
モン・サン・ミッシェル

1日フリープラン[みゅう]

ﾛﾝﾄﾞﾝ市内の観光ｽﾎﾟｯﾄをたっぷり周る午前市内観光！★コース内
容：ﾋﾞｸﾄﾘｱ駅集合、ﾀﾜｰﾌﾞﾘｯｼﾞ付近(下車)、ﾛﾝﾄﾞﾝ塔、ﾀﾜｰﾌﾞﾘｯｼﾞ、ｼｬｰ
ﾄﾞ、ﾛﾝﾄﾞﾝ市庁舎など、車窓観光(ﾄﾗﾌｧﾙｶﾞｰ広場、ﾅｼｮﾅﾙ･ｷﾞｬﾗﾘｰ、ﾈﾙ
ｿﾝ提督記念碑など)、ﾊﾞｯｷﾝｶﾞﾑ宮殿(下車)、ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ寺院付近(下
車)、ｳｴｽﾄﾐﾝｽﾀｰ寺院とﾋﾞｯｸﾞﾍﾞﾝ、国会議事堂、ﾛﾝﾄﾞﾝｱｲなど、ｸﾞﾘﾆｯｼﾞ
旧天文台前にて解散。

【学割】Wifiﾊﾞｽで行く
ﾓﾝ･ｻﾝ･ﾐｯｼｪﾙ ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ2日

（ｶﾞｲﾄﾞ無/ﾎﾃﾙ別）[みゅう]

[みゅう]のモン・サン・ミッシェル
S8546＆S8551 おススメPOINT！

2000年以上前に栄え、ヴェスビオ火山の噴火によって埋もれて
しまった町、ポンペイ。当時の生活そのままの広大な町を日本語
ガイドが効率よくご案内します。★コース内容：共和国広場の
OFFICINE ITALIA前集合、ナポリから参加の方はベヴェレッロ埠
頭合流、ポンペイ遺跡（入場）、昼食、ナポリ市内または港の外
観観光、共和国広場にて解散。

個人では行きづらい天空の都市ﾁｳﾞｨﾀ･ﾃﾞｨ･ﾊﾞﾆｮﾚｯｼﾞｮ。冬期は
運がよければ幻想的な雲海も見られるかも知れません。★コー
ス内容：共和国広場のOFFICINE ITALIA前集合、ﾁｳﾞｨﾀ･ﾃﾞｨ･ﾊﾞ
ﾆｮﾚｯｼﾞｮ到着後、 街を一望できる場所まで日本語ｱｼｽﾀﾝﾄがご
案内、出発まで自由行動、各自で山頂の町まで行き散策、ﾛｰﾏ
へ専用車にて移動、共和国広場にて解散。

JHCなら
ANAのマイレージが
200円＝1マイル

貯まります♪

日本語アシスタント付

２５歳以下の
学生限定料金！

日本語ｱｼｽﾀﾝﾄ付(車内)

WiFi付バス利用

テムズ川水上ボート

昼食付

即答可 日本語ｱｼｽﾀﾝﾄ付(車内)

WiFi付バス利用

即答可
わかりやすくて便利な、

[みゅう]オリジナルの
ﾓﾝ･ｻﾝ･ﾐｯｼｪﾙMAP

が付いてくる！

嬉しい無料Wifi付バス!

ﾓﾝ･ｻﾝ･ﾐｯｼｪﾙは
片道4時間以上かかる

長時間の旅。

スマートフォン等で
思い思いの快適な

過ごし方ができます。

日本語ガイド付 日本語ガイド付

日本語アシスタント付 日本語アシスタント付 日本語アシスタント付

ストーンヘンジ入場料

即答可 即答可

即答可 即答可

即答可

即答可



商品コード S8555 商品コード S8550 商品コード S8544

催行期間 2019/1/25-3/24 催行期間 2019/1/25-3/24 催行期間 2019/1/25-3/24

催行曜日 月 火 金 日 催行曜日 毎日 催行曜日 毎日

受付可能人数 1名様 受付可能人数 1名様 受付可能人数 1名様 

催行時間 14:30-18:30 催行時間 15:00-18:00 催行時間 09:30-12:00

商品コード S8549 商品コード S8556 商品コード S8553

催行期間 2019/1/25-3/24 催行期間 2019/1/25-3/24 催行期間 2019/1/25-3/24

受付可能人数 1名様 受付可能人数 1名様 催行曜日 毎日

受付可能人数 1名様 

催行時間 15:00-19:30

な
し

商品コード S8554

催行期間 2018/12/28-2019/3/31

催行曜日 火 木 金

受付可能人数 2名様 

催行時間 08:20-13:30
[写真提供：ミキ・ツーリスト]

T18A017　

【待望の午後市内観光！】ｻｸﾞﾗﾀﾞ･ﾌｧﾐﾘｱと並んでﾊﾞﾙｾﾛﾅで人気の観
光ﾎﾟｲﾝﾄ、ｸﾞｴﾙ公園の入場と、ｶﾞｳﾃﾞｨ作世界遺産のｶｻ･ﾊﾞﾄﾘｮの入場
を含むﾂｱｰです。交通の不便なｸﾞｴﾙ公園も専用車でﾗｸﾗｸ移動。個人
で行くと入場のために行列を作りますがあらかじめ予約をお取りします
ので並ばずｽﾑｰｽﾞに入場可能。★コース内容：ﾊﾞﾙｾﾛﾅ凱旋門前集
合、ｸﾞｴﾙ公園、ｶｻ･ﾊﾞﾄﾘｮ、ｶｻ･ﾊﾞﾄﾘｮ前解散。

催行時間

18:00-
20:00-
22:00-

【学割】セゴビア午前観光
[みゅう]

町を一望できる展望台からの素晴らしい眺めをご堪能下さい。迷路の
ようなﾄﾚﾄﾞの街は迷子になりそうですが、日本語ｶﾞｲﾄﾞがご案内します
ので迷うことなく安心です。ｴﾙ・ｸﾞﾚｺやｺﾞﾔの宗教画でも有名なｶﾃﾄﾞﾗﾙ
の内部もﾎﾟｲﾝﾄを押さえて説明します。★コース内容：ﾎﾃﾙﾌﾛﾘﾀﾞﾉﾃﾙ
内集合、ﾄﾚﾄﾞ全景が見える展望台(下車)、大聖堂(入場)、市庁舎前広
場(外観)、ｻﾝﾄ･ﾄﾒ寺院(入場)、ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ/ｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ通り周辺にて解散。

フラメンコ＆１ドリンクをお楽しみいただけるクーポンです。カサ・
ミラ近くのタブラオ。今までのフラメンコの枠を超えた、斬新かつ
モダンなショーをお楽しみいただけます。※送迎はございませ
ん。

【人気のセゴビア観光】街の表玄関にそびえる石造りの水道橋や旧市
街、「白雪姫」のお城のモデルになったことで知られるアルカサルなど
歴史の見所が満載です。★コース内容：メトロ・モンクロア駅中央改札
口集合、セゴビア到着後、旧市街を徒歩にて散策、水道橋、マヨール
広場、カテドラル等、アルカサル（入場）、マドリッドへ向けて出発、メト
ロ・モンクロア駅にて解散。

催行時間

18:30-
20:30-
22:30-

【学割】世界遺産トレド
半日観光[みゅう]

【「のこぎり山」の名を持つ不思議な岩山】多くの芸術家にインスピレー
ションを与え、ｻｸﾞﾗﾀﾞ･ﾌｧﾐﾘｱのモデルとも言われているモンセラット。
マリア信仰の聖地としてスペイン各地から巡礼者が訪れています。【ベ
ネティクト派修道院入場】カタルーニャの守護聖母「黒いマリア像」を拝
観していただきます。★コース内容：バルセロナ凱旋門前集合、モンセ
ラット到着、モンセラット修道院入場、カタルーニャ広場にて解散。

ﾊﾞﾙｾﾛﾅのﾘﾝﾎﾞﾙともいえるｻｸﾞﾗﾀﾞ･ﾌｧﾐﾘｱに、日本語ｶﾞｲﾄﾞの解説付き
で入場見学します。個人でﾁｹｯﾄを購入する手間もなく、事前予約をし
ているため入場までにかかる待ち時間もありません。★コース内容：
ﾊﾞﾙｾﾛﾅ凱旋門前出発、ｺﾛﾝﾌﾞｽ記念塔、ﾓﾝｼﾞｭｲｯｸ展望台、車窓観光
(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技場、ｽﾍﾟｲﾝ広場、ｶｻ･ﾊﾞﾄﾘｮ、ｶｻ･ﾐﾗ)、ｻｸﾞﾗﾀﾞ･ﾌｧﾐﾘｱ入
場、ｻｸﾞﾗﾀﾞ･ﾌｧﾐﾘｱ教会内にて解散。

ご予約・お問合せは・・・

フラメンコ＆ディナーをお楽しみいただけるクーポンです。カサ・ミラ近く
のタブラオ。今までのフラメンコの枠を超えた、斬新かつモダンな
ショーをお楽しみいただけます。※送迎はございません。＜食事メ
ニュー＞サラダ、スパニッシュオムレツ、チキンとポテトの煮込み、フィ
デウア、ミニシュークリームのチョコレートがけ、ワイン（1杯）、ミネラル
ウォーター　※一例です。変更される場合があります。

【学割】モンセラット午後観光
[みゅう]

【学割】グエル公園＆
カサ・バトリョ入場！

バルセロナ午後観光[みゅう]

【学割】
サグラダ・ファミリア入場！
バルセロナ午前観光[みゅう]

料金には税金・サービス料が含まれています。
現地事情により料金が変更になる場合がござ
います。ご予約時に必ずご確認下さい。
変更・取消規定は商品によって異なります。詳
しくはお問合せ下さい。
スケジュールはあくまでも目安です。天候、交通
事情等、諸事情により変更になる場合がありま
す。
上記商品は旅行素材のみを販売するもので、
企画旅行ではありません。特別補償責任、旅程
管理責任、旅程保証責任は負いかねますので
予めご了承下さい。

【学割ﾌﾗﾒﾝｺﾐｰﾙｸｰﾎﾟﾝ】
パラシオ・デル・フラメンコ

（ディナー）

【学割ﾌﾗﾒﾝｺﾐｰﾙｸｰﾎﾟﾝ】
パラシオ・デル・フラメンコ

（１ドリンク）

http://www2.jhc.jp/contents/default/mile/top.htm

JHCで

観光、専用車、ホテルを

予約すると・・・

ANAマイレージ

が貯まる！！

詳しくは →

日本語ガイド付

ﾓﾝｾﾗｯﾄ修道院入場料

日本語ガイド付

日本語ガイド付

日本語ガイド付

ｸﾞｴﾙ公園入園料

ｶｻ･ﾊﾞﾄﾘｮ入場料

大聖堂及び

ｻﾝﾄ･ﾄﾒ寺院への入場料

日本語ガイド付

ｻｸﾞﾗﾀﾞ･ﾌｧﾐﾘｱ入場料

夕食付(ﾄﾞﾘﾝｸ含む)

フラメンコショー フラメンコショー

1ドリンク

即答可 即答可 即答可

即答可 即答可 即答可

アルカサル入場料


