
☆名物オムレツを本場で食べたい！　～修道士達のために作ったボリュームある卵料理がはじまりと言われています

ガイド
食事

修道院
入場料

1名様料金ツアー名 催行日時
その他の訪問先

食事
修道院
入場料

1名様料金

昼食　○
オムレツ

シードル1杯付
込み

日本語
アシスタント

大人￥18,800～
子供￥10,400～
（2～11歳）

ツアー名

7:20～21:20

催行日時

[MYBUS]ﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙとﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨの
かわいい港町ｵﾝﾌﾙｰﾙ
(昼食、日本語ｱｼｽﾀﾝﾄ付)
【4～8月の平日は、WI-FI利用可能・フットレストありでゆったりのデ
ラックスバス利用！】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！安心、便利！観光エリア地図付きモンサンミッシェル
冊子をプレゼント！これがあれば、公認ガイドの案内なしでも、満足し
て、修道院や島内見学が可能となります。●マイバス社集合、オンフ
ルール、モン・サン・ミッシェル（昼食、自由行動）、マイバス社到着後・
解散。

商品コード：S3920

昼食　○
オムレツ含む3コース

昼食　○
オムレツ

シードル1杯付

大人￥20,100～
子供￥14,300～
（3～17歳）

込み

日本語
ガイド

日本語
アシスタント

大人￥18,800～
子供￥10,400～
（2～11歳）

7:20～21:20

込み7:30～21:15

[みゅう]Wifiバスで行く
ﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ1日観光(昼食･ガイド付)

オンフルール

[MYBUS]ﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙとﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨの
かわいい港町ｵﾝﾌﾙｰﾙ
(昼食、日本語ｱｼｽﾀﾝﾄ付)

昼食　○
オムレツ含む3コース

大人￥20,100～
子供￥14,300～
（3～17歳）

日本語
ガイド

込み7:30～21:15

[みゅう]Wifiバスで行く
ﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ1日観光(昼食･ガイド付)

ノルマンディの村

モンサンミッシェルに行ってみたいが、あまり時間がない」という方に
も、1日あればこのツアーでモン・サン・ミッシェルを堪能することがで
きます。さらに、片道4時間以上かかる長時間の旅に車内では嬉しい
無料WIFIもご利用いただけます！●ギャラリー・ラファイエット集合、ノ
ルマンディの村訪問、モンサンミッシェル、昼食、修道院入場、自由時
間、パリ・オペラ座付近にて解散。

商品コード：S5135

S5135[みゅう]Wifiバスで行くﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ1日観光(昼食･ガイド付)の、
離団プランです。修道院の見学後にツアーを離団してその場で解散と
なります。●ギャラリー・ラファイエット集合、ノルマンディの村訪問、モ
ンサンミッシェル、昼食、修道院入場、モンサンミッシェル島内にて解
散。

商品コード：S5928

【4～8月の平日は、WI-FI利用可能・フットレストありでゆったりのデ
ラックスバス利用！】仏政府公認ガイドがご案内しますので、満足度
が違います。●ツアーバスにてマイバス社出発、オンフルール着、モ
ン・サン・ミッシェル着、昼食、モンサンミッシェル島内および修道院見
学、マイバス社到着後・解散。

商品コード：S5952

ガイド

その他の訪問先

世界遺産のモン・サン・ミッシェルで一晩を！日帰りツアーでは体験出
来ない、夜の散策等をお楽しみいただけます。宿泊は含まれておりま
せんので、お客様ご自身でお手配下さい。モン・サン・ミッシェルへの
バスと修道院入場料のみが含まれたツアーですので到着後、ご自身
のペースでゆったりと散策されたい方にお勧めです。往路ではノルマ
ンディ地方の田舎村も訪問します。

商品コード：S5929

世界遺産のモン・サン・ミッシェルで一晩を！宿泊は含まれておりませ
んので、お客様ご自身でお手配下さい。【1日目】ギャラリーラファイ
エット出発、ノルマンディの村（季節によって変更）訪問、モン・サン・
ミッシェル到着後、フリータイム、ご自身にてご宿泊ホテルへ移動・
チェックイン、自由行動、ご自身お手配のホテルにご宿泊【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。

商品コード：S5951

大人￥20,100～
子供￥14,300～
（3～17歳）

大人￥19,500～
子供￥13,700～
（3～17歳）

[MYBUS]ﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙとﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨの
かわいい港町ｵﾝﾌﾙｰﾙ
(昼食/日本語ｶﾞｲﾄﾞ付) 大人￥20,800～

子供￥12,400～
（2～11歳）

1名様
料金

[みゅう]Wifiﾊﾞｽで行くﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ
1日観光(昼食･ｶﾞｲﾄﾞ付/離団ﾌﾟﾗﾝ)

[みゅう]Wifiﾊﾞｽで行くﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ
ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ2日間（ガイドなし/ﾎﾃﾙ別）

ツアー名

―

[みゅう]Wifiﾊﾞｽで行くﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ
2日間(昼食・ｶﾞｲﾄﾞ付/ﾎﾃﾙ別)

昼食　○
オムレツ含む3コース

大人￥20,100～
子供￥14,300～
（3～17歳）

込み7:30～21:15

ノルマンディの村

ノルマンディの村

7:30～16:00 込み

7:30～

日本語
ガイド

食事

日本語
アシスタント

昼食　○
オムレツ含む3コース

―

7:20～21:20 込み

昼食　○
オムレツ

シードル1杯付

日本語
ガイド

オンフルール

日本語ガイド

修道院
入場料

大人￥24,000～
子供￥16,900～
（3～17歳）

7:30～ 込み
昼食　○

オムレツ含む3コース

☆モン・サン・ミッシェルに泊まってみたい！　～夜のモン・サン・ミッシェルを見たい方は、島内に泊まってみませんか？

催行日時

ノルマンディの村

ノルマンディの村

JHCなら  

全日空のマイレージが  

200円＝1マイル  

貯まります♪ 

パリ発 人気の世界遺産 

モン･サン･ミッシェル 

ホテルご予約は JHCへ！ 

ホテルご予約は JHCへ！ 

2018年7月-9月 

WiFi付バス 

WiFi付バス 

WiFi付バス 

 ツアー料金 

  値下げ !! 

WiFi付バス 



ガイド

その他の訪問先

【4～8月の平日は、WI-FI利用可能・フットレストありでゆったりのデ
ラックスバス利用！】●マイバス社集合、オンフルール、モン・サン・
ミッシェル（自由行動）、マイバス社にて解散。「詳しくて分かりやす
い！」と評判の、観光エリア地図付きモンサンミッシェル冊子をプレゼ
ント！フリータイムでの島内散策にぴったりの詳しい地図や、修道院
内の案内図など、ガイドブックがなくても自分達だけで迷わず島内を
満喫できます！

商品コード：S4977

【格安フリープラン】モン・サン・ミッシェルに到着後、復路の出発までフ
リータイムの格安プラン。「とにかく安く行きたい」「自分のペースで自
由に散策したい」という方にお勧めです。●ギャラリー・ラファイエット
集合、ノルマンディの田舎村訪問、モン・サン・ミッシェル（自由行動）、
オペラ座付近解散。（料金に修道院の入場料は含まれません。現地
で各自購入いただけますが、希望者はバス車内にて購入することも
可能です。）

商品コード：S5134

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。モン・サン・ミッシェルへの往復
バスに、修道院の入場料が含まれたお得なプラン。ご自身のペース
でゆっくりと内部をご見学頂けます。●ピラミッド営業所集合、モン・サ
ン・ミッシェル到着後、自由観光（各自昼食）、モン・サン・ミッシェルを
出発、ピラミッド営業所にて解散。

商品コード：S5332

【4～8月の平日は、WI-FI利用可能・フットレストありでゆったりのデ
ラックスバス利用！】パリからモンサンミッシェルへのバスのみの送迎
サービス。●マイバス社集合発、オンフルール着、モン・サン・ミッシェ
ル着後、解散。（所要時間約4時間30分）

商品コード：S5695

モンサンミッシェル到着後にツアーを離団して、その場で解散となる
「離団プラン」！「とにかく安く行きたい」「自分のペースで自由に散策
したい」という方にお勧めです。●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到着後解散。。※料金に
修道院の入場料は含まれません。現地で各自購入いただけますが、
希望者はバス車内にて購入することも可能です。

商品コード：S5927

    Ｔ18A011

[ParisCityVision]音声ガイド付
自由に観光！モン・サン・ミッシェル

[みゅう]Wifiバスで行く
モンサンミッシェル1日(フリー・離団プラン)

ツアー名 お1人様の料金

[MYBUS]パリ⇒モン・サン・ミッシェル間
片道ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ（日本語ｱｼｽﾀﾝﾄ付）

[みゅう]モン・サン・ミッシェル
フリープラン（ガイドなし・昼食なし）

[MYBUS]ﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙとﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨの港町
ｵﾝﾌﾙｰﾙ(ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝ、日本語ｱｼｽﾀﾝﾄ)

大人￥16,500～
子供￥8,100～
（2～11歳）

大人￥11,700～
子供￥9,100～
（2～11歳）

― ―

日本語
アシスタント

食事
修道院
入場料

日本語
アシスタント

―

大人￥17,500～
子供￥11,600～
（3～11歳）

大人￥15,600～
子供￥10,900～
（3～17歳）

込み

―

込み

7:30～13:00

―

月火木金土日
7:15～21:15

大人￥15,600～
子供￥10,900～
（3～17歳）

― ―

日本語
アシスタント

日本語
アシスタント

7:20～13:00

※日程により催行されない日もございます。また為替の変動により料金が変更になる場合があります。最新情報・詳細はWebにてご確認下さい。
※掲載画像はツアーイメージです。

―

―

7:20～21:20

☆ガイドなしで自由に観光！　～現地で自由に行動したい方にぴったりのガイドなしツアー

催行日時

オンフルール

オンフルール

ノルマンディの村

ノルマンディの村

―

7:30～21:15

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。現地の天候や交通事情等によりコース内容が一

部変更になる場合もございます。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。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。 

JHCのご利用で全日空のANAマイレージが貯まります！ 

↓モン・サン・ミッシェル ツアーの詳細はこちらへアクセス↓ 

http://www2.jhc.jp/contents/selection-t/Mont-Saint-Michel/top.php 

ご予約・お問い合わせは 

ＪＨＣではモン・サン・ミッシェルのホテルもご案内しています。お気軽にお問い合わせください。 

WiFi付バス 

WiFi付バス 


