海外ホテル
ロンドン

ノボテルロンドンウエスト
Novotel London West

パリ

ローマ

Lautrec Opera

Milani

★★★

2 名様 1 室（朝食込）

2 名様 1 室（朝食込）

21,500 円〜

G

海外オプショナルツアー

ミラニ

★★★

★★★★

29,800 円〜

ロートレック オペラ

2 名様 1 室（朝食込）

G

14,500 円〜

ミラノ イビス ミラノ チェントロ バルセロナ
Ibis Milano Centro

34,800 円〜

G

アンカーホテル

ジュネーブ

Anker Hotel

Edelweiss Manotel

★★★

★★★

2 名様 1 室（朝食込）

2 名様 1 室（朝食込）

16,700 円〜

エーデルワイス マノテル

45,400 円〜

G

カワダ

ホノルル

Kawada

13,800 円〜

Pacific Beach

2 名様 1 室（朝食込）

2 名様 1 室（朝食込）

28,700 円〜

G

ローマ
G

Row Nyc

★★★★

33,800 円〜

★★★★★

74,100 円〜

G

活気溢れるホノルルの有名なワイキキビーチからすぐで、
ディズニー アウラニ リゾート & スパは、美しいコオリナ
オーシャンフロントという絶好のロケーションを誇る。
＜18 歳未満の方のみでの宿泊不可＞
太平洋やダイアモンドヘッドのドラマチックな景色が楽しめる。 リゾートエリアのオーシャンフロントに位置し、ホノルル
ダウンタウンの中心部に位置し、ビーチや観光名所に近い。
ロイヤル ハワイアン ショッピングセンター、ホノルル動物園 空港からも有名なノースショアからも約 48 キロメートル。
各種レストランやエンターテイメント施設、ブティックなど
へも徒歩圏内。

オーランド

ディズニーズ アニマル
キングダム
Disney's Animal Kingdom

★★★★
2 名様 1 室（朝食込）

46,400 円〜

バンフ

デルタ バンフ ロイヤル
カナディアン
Delta Royal Canadian

★★★★
2 名様 1 室（朝食込）

G

ウォルトディズニーワールド・テーマパーク内の
Disney`s Animal Kingdam Theme Park に隣接するホテル。
ディズニーワールド内の他のテーマパークへの行き来も大変
便利。全てのテーマパーク、レストラン、素晴らしいショッ
ピングモール、オーランド市内へのエンターテイメントへも
車ですぐの距離。

35,800 円〜
ホテルは市の中心から４ブロックの距離に建つ。

おひとりさま

シェラトン

★★★★

19,800 円〜
ツーリスト地区の中心部にあり、息を呑むような
ナイアガラの滝までは歩いてわずか 1 分。

J

くつろぎのデラックスバスで行く
プレミアム・モン・サン・ミッシェル

おひとりさま

ロンドン
ローマ

7,600 円〜

28,000 円〜

J

バチカン美術館〜ガイドとめぐる

おひとりさま

J

最後の晩餐予約代行 ( 入場料込み )

ベニス

バルセロナ

6,200 円〜

バルセロナ半日市内観光
サグラダファミリア入場観光＆エレベーター付

8,700 円〜

15,200 円〜

J

世界遺産トレド半日観光

8,300 円〜

J

ザルツブルグ ザルツカンマーグート/湖と山々( 日本語 )

伝統的な木製の帆船に乗船し、島々の間を航行しながら 3 時間のクルーズをお楽しみ
いただくツアーです。美しい島の景色をご覧になりながら、新鮮な土地の海老を
ご堪能ください。

ザンクト・ギルゲンやモント湖など、オーストリアでも最も有名な湖と山々に
囲まれた地域を訪れるツアーです。

G

ラスベガス グランドキャニオン 日本語バスツアー

おひとりさま

ロンドン
マドリッド

おひとりさま

( シュリンプビュッフェ付 )

6,300 円〜

おひとりさま

J

ロンドン
オスロ オスロフィヨルド イブニングクルーズ

おひとりさま

ゴンドラセレナーデ 夕食付
( 日本語アシスタント付 )

【中世の面影を残す町】
「もし 1 日しかスペインに居れないのなら、迷わずトレドへ行け」と言われた町。
トレドの町を一望できる展望台からの素晴らしい眺めをご堪能ください。

バルセロナのシンボルともいえるサグラダ・ファミリア ! ライセンスガイド付きで
教会内の見学時間もたっぷりあります。

おひとりさま

8,300 円〜

ゴンドリエとの料金交渉はなかなか厄介なもの。ツアーだと手間要らずでゴンドラを
お楽しみいただけます。「水の都」ベネチアの運河をゴンドラに乗って散策した後、
レストランで名物のシーフードの夕食をお楽しみください。

J

グランドキャニオンへ陸路にてご案内 ! 陸路ならではの寄り道観光も見所満載です。

ナイアガラの滝 オン ザ フォールズ
Sheraton On The Falls

25,600 円〜

J

ロンドン ナイアガラ 1 日観光（トロント発着）
トロント

2 名様 1 室（朝食込）

G

J

連日予約でいっぱいのサンタ・マリア・デッレグラーツィエ教会内「最後の晩餐」を
待たずにご覧頂けます。ご希望のお時間をリクエストして頂き、ご鑑賞ください。
（※月曜日、5/1 は催行されません。）

G

賑やかなブロードウェイの中心部に位置し、ラジオシティ
ミュージックホール、ロックフェラーセンター、5 番街の
ショッピング、ヘラルドスクエア、タイムズスクエア、
ジェイヴィッツセンターから歩いてすぐのこの上ない
ロケーションにある。

20,700 円〜

パ リ

10,600 円〜

ゆったり座席・レザーシート・フットレスト付のワンランク上のゆったりバスを利用。
出発時間も通常ツアーより遅く、早起きの心配も不要です。
昼食はラ・メール・プラールにて「元祖」名物オムレツをお召し上がり頂きます。

永遠の都ローマ 午前半日観光

おひとりさま

2 名様 1 室（朝食込）

G

おひとりさま

J

遥か神話の時代から約 3000 年の歴史が積み重なる永遠の都ローマは、街そのものが 【必見 ! 最高傑作の数々】質量ともに世界屈指の美術館を日本語ガイドがご案内します。
博物館と言われ世界遺産にも認定されています。見逃すわけにはいかない名所、
システィーナ礼拝堂をはじめ見どころを効率よく見学します。
旧跡などマストスポットを効率よく巡ります。
（※日曜日は催行されません）
（※日曜日は催行されません）
J

ロンドン
ミラノ

ロー NYC

カポレイ アウラニ・ディズニー
（オアフ島）Aulani,リゾート＆スパ
A Disney Resort & Spa

パシフィックビーチ

★★★

★★★

おひとりさま

2 名様 1 室（朝食込）

G

湖まですぐの距離にあります。
アーケル川のほとり、近年人気を集めているエリア、
シャレ - スタイルのスイスらしいホテルです。
グリュナー・ロッカーにある。鉄道駅や市内の
館内には有名なスイス料理のレストランがあります。
メインストリートからは歩いて約 10 分の距離。
周囲はエキゾチックでリラックスした雰囲気が特徴で、
学生や若者に人気のエリアとなっている。

ロサンゼルス

Husa Princesa

マドリッドの中心部に位置し、店舗が集まる商業地区、
行政地区、歴史地区などに近く、グランビア通り、
スペイン広場、王宮にも隣接している。

ニューヨーク

8,100 円〜

時間のない方にオススメ ! パリ市内観光 + セーヌ川クルーズ + エッフェル塔 +
ヴェルサイユ宮殿を 1 日でご案内。
（※月曜日、5/1、7/14 は催行されません。）

ウサ プリンセサ

16,000 円〜

G

( 日本語アシスタント付 )

コッツウォルズの中でも特に人気の高いバーフォード、ボートン・オン・ザ・ウォーター、
バイブリー、ブロードウェイの 4 つの町を訪れます。コッツウォルズ地方を初めて訪れる
方から、リピーターの方へも大変お勧めです。

ロンドン
パ リ パリ・パノラマ＋ヴェルサイユ宮殿見学

2 名様 1 室（朝食込）

歴史的な建築物を利用して作られたこのホテルは内装も
19 世紀のスペインをイメージしたデザインに仕上げ
られています。プールの脇にあるテラスやサンラウンジ
でゆっくりとした優雅な時間をお過ごし下さい。

共和国広場に建ち、中央駅は徒歩圏内にある。

おひとりさま

★★★★

2 名様 1 室（朝食込）

2 名様 1 室（朝食込）

オスロ

H10 Metropolitan

★★★★

★★★

9,200 円〜

マドリッド

ロンドン 憧れのコッツウォルズハイライト周遊 1 日観光
ロンドン

ウィンザー城午後半日観光

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いただきます。

G

オペラ座から歩いて数分の所にあり、ルーヴル美術館や、
テルミニ駅やインディペンデンツァ通りから
有名デパートからも近い。周囲はコスモポリタンな雰囲気が
ロンドン中心部より約 8 キロメートル離れたハマースミスに 漂う魅力的なエリアとなっており、レストランや歴史ある
徒歩わずか 2 分のロケーションにある。
ある。最寄りの地下鉄ハマースミス駅からは、ロンドン各所
ショップなども多い。近くには地下鉄駅やバス停なども多く、
への接続が便利。アールズコートやオリンピアエキシビション 交通の便もよい。ホテルは静かな通りに面しており、賑やかな
センターにも、簡単にアクセスできる。
エリアにありながらも落ち着いた雰囲気となっている。

H10 メトロポリタン

ロンドン

おひとりさま

ロンドン
ニューヨーク

6,800 円〜

G

イルミネーションディナー &
ブルックリンショートドライブ

車だから行けるニュージャージー。マンハッタンを臨むレストランで 3 コースの夕食。
お食事の後はショートドライブ。ブルックリン橋のたもとから思わず息を呑む夜景を
堪能していただきます。

＜2 名参加＞おひとりさま

バンフ

31,100 円〜

J

終日ロッキーハイキング

G

大迫力のナイアガラの滝観光、ナイアガラ・オン・ザ・レイクの散策など充実した
1 日をお過ごしいただけます。
※4/3、5 は催行されません。

＜2 名参加＞おひとりさま

21,300 円〜

J

経験豊富なハイキングガイドが楽しく安全にご案内いたします。通常の観光では
見ることのできない湖や高山植物など見所がいっぱいです。カナディアンロッキーの
大自然の中でのハイキングを存分にお楽しみ頂けます。
半日ハイキングよりさらに奥地へご案内致します。

＜2 名参加＞おひとりさま

12,100 円〜

J

