
〒105-6905 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー5階

● この広告でのお申し込みは受け付けておりません。詳しい旅行条件を説明した
書面をお渡ししています。

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ありましたら下記までご連絡ください。
（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.050-1742-9955
（平日10：00～18：30　土・日・祝はお休みとさせていただきます）

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者
です。この契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、総合旅行
業務取扱管理者にお問い合わせください。

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第 724 号

　 
【日程中のマークの見方】　　　　　　　　   　　 z利用航空会社 x利用ホテル c食事回数（機内食除く）
v添乗員の有無 b最少催行人数 a航空機移動   dバス移動　   D鉄道移動 　　機中泊

●お申し込み・お問い合わせは…

安心の頼れる
添乗員同行の旅

シュノンソー城（イメージ）シュノンソー城（イメージ）

ルレ・サン・ミッシェルのルレ・サン・ミッシェルの
レストランからの眺め（イメージ）レストランからの眺め（イメージ）

世界遺産モン・サン・ミッシェル地区モン・サン・ミッシェル地区でで
対岸対岸でで最最もも修道院修道院にに近いホテル近いホテル
ルレ・サンミッシェルルレ・サンミッシェル
ををご用意！ご用意！

各出発日最大28名様各出発日最大28名様
往復直行便利用（羽田⇔パリ間）

人気の国をじっくりめぐる内容充実コース

25.25.4848万円万円～～29.29.9898万円万円羽田
発着

（旅行代金/大人お1人様/2・3名1室利用時）（旅行代金/大人お1人様/2・3名1室利用時）
※燃油サーチャージ（目安）：93,800円～114,200円（2022年10月5日現在）。なお、今後変更される場合があります。※燃油サーチャージ（目安）：93,800円～114,200円（2022年10月5日現在）。なお、今後変更される場合があります。
※国内空港施設使用料など、海外空港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。

大満喫大満喫
フランスフランス88

日間日間

商品コード：TI-KPF8500

日 程　●入場観光 ◎下車・外観観光 〇車窓観光 食
事歩く度： 1…少し歩く  2…歩く  3…かなり歩く

1 羽田（22:50）発  直行  空路、パリへ 【機中泊】－

2

パリ（05:45）着 着後 d ヴェルサイユのマルシェ散策
世界遺産  ●ヴェルサイユ宮殿観光 
昼食はブフ・ブルギニョン（お肉の煮込み料理）
午後：d  ルーアン各自散策 d モン・サン・ミッシェルへ
唯一のスーペリアクラスホテル（注1）ルレ・サンミッシェルに
宿泊！ 3【モン・サン・ミッシェル地区泊】

昼・夕

3
午前：世界遺産  ●モン・サン・ミッシェル修道院観光 
昼食は名物のふわふわオムレツ
午後：d 港町 サン・マロ各自散策 
d トゥールへ 2【トゥール泊】

朝・昼・夕

4

午前：d 世界遺産  ロワール古城見学 
●シュノンソー城、◎シャンボール城
途中、ロワールワインの試飲体験へご案内
午後：d 世界遺産  ●シャルトル大聖堂 各自見学
d パリへ
ノボテル・パリ・ラ・デファンス・エスプラネードに3連泊

2【パリ泊】

朝・昼

5
午前：d  パリ車窓観光 世界遺産 セーヌ河岸など
 ●ルーヴル美術館観光 （注2）
午後：自由行動 2【パリ泊】

朝

6 終日：自由行動 【パリ泊】朝

7 出発まで自由行動（ホテルチェックアウトは午前中です）パリ（23:35）発  直行  空路、帰国の途へ 【機中泊】朝

8 羽田（20:50）着　着後、解散 －

出発日・旅行代金（大人お1人様） □印：催行決定日（10/5現在）
出発日 2・3名1室 出発日 2・3名1室

11月26 1月 28 269,800円 2月4 279,800円
12月 3 254,800円 2月18祝日利用

3月4 289,800円12月 17 269,800円
1月 14 259,800円 3月18祝日利用 299,800円
1人部屋追加代金（相部屋不可） 50,000円
ビジネスクラス追加代金（往復） 420,000円
【ご旅行条件】zエールフランス航空　xルレ・サンミッシェル
（モン・サン・ミッシェル地区）、メルキュールサントルガール等（ト
ゥール）、ノボテル・パリ・ラ・デファンス・エスプラネード（パリ）　
c朝5昼3夕2（機内食除く）　v同行　b15名　
（注1）当社基準
（注2）午前・午後を入れ替えてご案内する場合があります。

芸

ルーヴル美術館（イメージ）ルーヴル美術館（イメージ）

入場者数世界一
ルーヴル美術館に入場

日本語ガイド付

宿宿泊
         市内中心部まで地下鉄一本で
アクセスできるスーペリアクラスホテアクセスできるスーペリアクラスホテ
ル（注1）をご用意。ル（注1）をご用意。

パリではゆったり3連泊

イメージイメージ

食食事事 モン・サン・ミッシェル名物の
オムレツなどを含む
10回の食事付体体験験 ヴェルサイユでは  マルシェ散策 

ロワール地方では  ワインの試飲 

※国内空港施設使用料など、海外空港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。※国内空港施設使用料など、海外空港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。※国内空港施設使用料など、海外空港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。

芸芸芸芸55つのつの世界遺産世界遺産を含むを含む77都市周遊都市周遊観観光光
モン・サン・ミッシモン・サン・ミッシェルェルでで
修道院修道院に入場しますに入場します

世界
遺産

ヴェルサイユ宮殿ヴェルサイユ宮殿入場入場世界遺産

シャルトル大聖堂シャルトル大聖堂でで
ステンドグラス見学ステンドグラス見学

世界遺産

ロワール古城群ロワール古城群でで
2つの古城見学2つの古城見学

世界遺産

◆港町◆港町サン・マロサン・マロ
◆ モネが描いた◆ モネが描いたルーアンルーアン
◆ パリでは自由時間あり◆ パリでは自由時間あり

イメージイメージ

ホテル内の
レストランや
敷地内から
修道院を
望めます！

最新情報は
コチラ

2022年11月～2023年3月出発
有効期間：2022年10月8日～2023年3月24日

羽田発着
imp011-A

　　

HISあんしんサポート
（海外旅行保険）付

治療・救援費用

1000
補償します

最大
詳細を

ご確認ください

キャンセルサポート付

10万円限度に
取消料

補償します

※ キャンセル料の
 70%を補償します

※ 補償される内容の詳細は、予約担当者へお問い合わせください。

最
大

詳細を
ご確認ください

HISあんしんサポートキャンセルサポート付

　　

HISあんしんサポート
（海外旅行保険）付

治療・救援費用

1000
補償します

最大
詳細を

ご確認ください

キャンセルサポート付

10万円限度に
取消料

補償します

※ キャンセル料の
 70%を補償します

※ 補償される内容の詳細は、予約担当者へお問い合わせください。

最
大

詳細を
ご確認くださいフランス

スペイン・ポルトガル



サンティアゴ・デ・サンティアゴ・デ・
コンポステーラのコンポステーラの
カテドラル（イメージ）カテドラル（イメージ）

北スペインの巡礼地北スペインの巡礼地
世界
遺産サンティアゴ・デ・サンティアゴ・デ・
コンポステーラコンポステーラ
にもご案内！にもご案内！

7つの 世界遺産 含む10都市へ 最新情報は
コチラ

19.19.9898万円万円～～25.25.9898万円万円羽田
発着

（エコノミークラス利用旅行代金/大人お1人様/2・3名1室利用時）（エコノミークラス利用旅行代金/大人お1人様/2・3名1室利用時）
※燃油サーチャージ（目安）：104,000円～122,000円（2022年10月5日現在）。なお、今後変更される場合があります。※燃油サーチャージ（目安）：104,000円～122,000円（2022年10月5日現在）。なお、今後変更される場合があります。

港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。

ポルトガルポルトガル
ハイライト8ハイライト8日日間間

港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。

北北からから南南までまで魅力的魅力的なな街々街々をを訪問訪問観観光光

商品コード：<エコノミークラス利用>TI-KPP0100<ビジネスクラス利用>TI-KPP0100-C

出発日・旅行代金（大人お1人様） □印：催行決定日（10/5現在）
出発日 エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

12月2 199,800円 579,800円
12月23 2月17 229,800円 599,800円
1月 20 209,800円 589,800円
2月 3 219,800円 589,800円
3月3 249,800円 599,800円
3月17・24 259,800円 609,800円
1人部屋追加代金（相部屋不可） 42,000円
【ご旅行条件】zターキッシュ エアラインズ　xHFイパネマ等
（ポルト）、ミラマール等（ナザレ）、マリオット等（リスボン）　
c朝5昼4夕4（機内食除く）　v同行　b15名　
（注1）12/23出発はカテドラルが入場不可のため、外観のみの
観光となります。

日 程　●入場観光 ◎下車・外観観光 〇車窓観光 食
事歩く度： 1…少し歩く  2…歩く  3…かなり歩く

1 羽田（22:50）発 （乗継） 空路、ポルトへ 【機中泊】－

2
ポルト（10:00）着  d 市内へ　昼食はタコのリゾット
午後：世界遺産  ポルト市内観光 　世界一美しい書店のひと
つと称される●レロ・イ・イルマオン、◎カルモ教会など
スーペリアクラスホテル（当社基準）に2連泊 2【ポルト泊】

昼・夕

3

d 国境を越え北スペインへ
午後： サンティアゴ・デ・コンポステーラ観光 
世界遺産 巡礼路の一部◎歓喜の丘（モンテ・ド・ゴゾ）、
世界遺産 旧市街の●カテドラル（注1）へ　d ポルトへ
夕食はポルトガル風ブイヤベース 2【ポルト泊】

朝・昼・夕

4
午前：d  アヴェイロ各自散策 
午後：d  コインブラ観光 世界遺産 ●コインブラ大学
昼食はバカリャウコロッケ d ナザレへ 2【ナザレ泊】

朝・昼・夕

5

午前： ナザレ各自散策 
d  バターリャ市内観光 世界遺産 ●勝利の修道院
午後：d  オビドス各自散策 d リスボンへ
デラックスクラスホテル（当社基準）に2連泊

2【リスボン泊】

朝・夕

6
午前：d 世界遺産  シントラ観光 ●王宮
d ユーラシア大陸最西端ロカ岬
午後：d  リスボン市内観光 世界遺産 ●ジェロニモス修道院、
◎発見のモニュメントなど 3【リスボン泊】

朝・昼

7 午前：出発まで自由行動（ホテルチェックアウトは午前中）リスボン（16:25）発 （乗継） 空路、帰国の途へ 【機中泊】朝

8 羽田（19:20）着　着後、解散 －

タコのリゾット（イメージ）タコのリゾット（イメージ）

食食事事 タコのリゾットなど
日本人の口に合いやすい

名物料理を含む
13回の食事付

   リスボンでは
地下鉄駅徒歩圏内（1㎞

以内）の
デラックスクラスホテル（当社

基準）に宿泊

2連泊が2回のゆとり旅宿宿泊泊
さらに

首都リスボンでは首都リスボンでは
世界遺産  ジェロニモス修道院ジェロニモス修道院

世界遺産  コインブラ大学 コインブラ大学

ユーラシア大陸最ユーラシア大陸最西端西端
ロカ岬ロカ岬

世界遺産  ポルト ポルトでは世界一では世界一
美しい書店のひとつへ美しい書店のひとつへ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

アヴェイロ（イメージ）アヴェイロ（イメージ）

散策が楽しい3つの街へ
♦運河の街 ♦運河の街 アヴェイロアヴェイロ
♦谷間の真珠 ♦谷間の真珠 オビドスオビドス
♦港町 ♦港町 ナザレナザレ

世界遺産  シントラ シントラではでは
アズレージョが美しい王宮入場

勝利の修道院
世界遺産  バターリャ バターリャ

各出発日最大22名様

イメージイメージ

出発日・旅行代金（大人お1人様） □印：催行決定日（10/5現在）
出発日 2・3名1室 出発日 2・3名1室

11月4・11・25
12月2・9・16 2月 3・10 229,800円

1月 6・13 209,800円
1月 20 219,800円

11月18祝日利用 244,800円 3月 3・10 249,800円
12月 23 2月 17 239,800円 3月 17・24 259,800円
12月30年末年始 359,800円 3月 31 269,800円
1人部屋追加代金（相部屋不可） 80,000円
ビジネスクラス追加代金（往復） 420,000円
【ご旅行条件】zルフトハンザ ドイツ航空　xプラガ等（マドリード）、グ
ラナダパレス等（グラナダ）、ACバレンシア等（バレンシア）、ラディソン
ブル 1882 ホテル サグラダ ファミリア（バルセロナ）※12/9、3/10
出発はH10マリーナ（カタルーニャ広場から3㎞以内の市内中心部ホ
テル）　c朝6昼4夕2（機内食除く）　v同行　b15名

日 程　●入場観光 ◎下車・外観観光 〇車窓観光 食
事歩く度： 1…少し歩く  2…歩く  3…かなり歩く

1
羽田（10:45～12:15）発 a（乗継） 空路、マドリードへ
マドリード（23:25）着　着後、ホテルへ
スーペリアクラスホテル（当社基準）に2連泊 【マドリード泊】

－

2
午前： マドリード市内観光 世界遺産 プラド通りに面する●プ
ラド美術館、◎王宮など　昼食は本場のパエリア
午後：自由行動 2【マドリード泊】

朝・昼

3
午前：D高速列車AVE（2等車）にてコルドバへ
午後：世界遺産  コルドバ歴史地区観光 
●メスキータ（注1）、◎花の小怪など　昼食はタパス
d  ミハス各自散策 d グラナダへ 2【グラナダ泊】

朝・昼・夕

4
午前：世界遺産  ●アルハンブラ宮殿 と
 ●ヘネラリーフェ庭園観光 （注2）
午後： d バレンシアへ 2【バレンシア泊】

朝・昼・夕

5

午前： d 世界遺産  タラゴナ各自散策 ◎水道橋など
午後： d  モンセラ各自散策 d バルセロナへ
サグラダ ファミリア徒歩圏内のスーペリアクラスホテル（当
社基準）に2連泊（12/9、3/10出発は除く）

2【バルセロナ泊】

朝・昼

6
午前： バルセロナ市内観光 
世界遺産 ●サグラダ・ファミリア（注3）、○カサ・ミラ、○カサ・
バトリョ、世界遺産 ◎カタルーニャ音楽堂など
午後：自由行動 2【バルセロナ泊】

朝

7 バルセロナ（06:00～09:55）発 （乗継） 【機中泊】朝
8 羽田（09：05～10：30）着　着後、解散 －

夜のサグラダファミリア（イメージ）夜のサグラダファミリア（イメージ）

サグラダ・ファミリア徒歩圏内のサグラダ・ファミリア徒歩圏内の
ラディソンブル ラディソンブル 
1882 ホテル1882 ホテルにに
2連泊2連泊（（12/9、3/1012/9、3/10

   出発除く   出発除く ））

商品コード：TI-KMS0801

大満喫大満喫
スペインスペイン88日日間間

世界遺産

（注1）12/30発はメスキータに入場不可のため外観観光となります。（注2）アルハンブラ宮殿は予約システムの都合上、入
場観光にご案内できない可能性があり、その際は代替としてグラナダ市内観光にご案内し、お1人様3,000円返金します。
（注3）サグラダ・ファミリアは予約状況により入場観光にご案内できない可能性があり、その場合は外観観光のみとし、カサミ
ラまたはカサ・バトリョまたはカサ・ビセンスのいずれかの入場観光にご案内します。

芸芸術術

世界三大美術館のひとつといわれる
プラド美術館入場観光

裸のマハ裸のマハ日本語ガイド付

パエリア（イメージ）パエリア（イメージ）
※写真は4名様分です※写真は4名様分です

食食事事 パエリアやタパスなど
12回の食事付

イメージイメージ

移移動動 マドリードマドリードからから
コルドバコルドバへはへは
列車 ででラクラク移動!ラクラク移動!

イメージイメージ

約850本のアーチ（注1）
コルドバ・メスキータ

世界
遺産

イメージイメージ

アンダルシアの白い村
ミハス

イメージイメージ

イスラム建築が美しい
アルハンブラ宮殿（注2）

世界
遺産

イメージイメージ

ローマ時代の水道橋
タラゴナ

世界
遺産

イメージイメージ

モンタネールの傑作
カタルーニャ音楽堂

世界
遺産

イメージイメージ

カタルーニャの聖地
モンセラ

66つのつの世界遺産世界遺産を含むを含む77都市周遊都市周遊観観光光

2連泊が2回のゆとり旅！

最新情報は
コチラ

2連泊が2回のゆとり旅！
広大なスペインを効率よく周遊！

20.20.9898万円万円～～35.35.9898万円万円羽田
発着

（旅行代金/大人お1人様/2・3名1室利用時）（旅行代金/大人お1人様/2・3名1室利用時）
※燃油サーチャージ（目安）：101,800円～119,800円（2022年10月5日現在）。なお、今後変更される場合があります。※燃油サーチャージ（目安）：101,800円～119,800円（2022年10月5日現在）。なお、今後変更される場合があります。
※国内空港施設使用料など、海外空港諸税・航空会※国内空港施設使用料など、海外空港諸税・航空会社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。社のシステム使用料および宿泊税が別途必要となります。


