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スイスを初めての方、2回目のご旅行の方もお楽しみ

いた耕ナるようスイスアルプスを角度を変えた山々の

眺望を楽しめるユングフラウにもっとも近い村

りエソケンやアルプスの難と言われるサース7エー

マッターホルン、ルツシャ”パラ細水も訪れ対。

⑥…男凝議麗筆
世界遺産ユングフラウヨツホに
ご案内します。

⑧讃綜競勘に翻します。
また、天気が良ければスネガ展望台レストランにて

マツターボルンを眺めながらお食事を
お楽しみいただきます。

⑧親霧宝器緒謀
「氷河特急」「ベルニナ鉄道」
「ゴールデンパスパノラマ特急」
に乗車します。

⑥蒜純を間近に仰ぎながら歩く
ハイキン例ここ案内します。
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ツェルマットとサン・モリッツを結Ii汀世界で最も遅い特急」の車窓には、

アルプスの名暗、森や牧草地、渓谷などの絶景が続きます。

oトルコ腰のミラノ線とチューリッヒ線の乗継は抜甜スイス9日間で大満喫の旅ができます。

e観光地では、日本語を話す専門ガイドがご案内いたします。（添乗員がガイドを兼ねて醐するようなツアーではありません）

○高原リゾ一博ウェンケンとツェルマットでは2連泊。毎日の荷造りが不要となり、こ防くりお過額人、た別ます。

e観光案内や説明がはっきり聞き取れる「ガイデインクイヤフォン」を糊意！

e親切・安心・丁寧の添乗員が同行します。

oスイスならではの名物料理ラクレット、ミートフォンデュ、アルペンマカロニなどバラエティに蕾んだメニューをご用憩

eほっと嬉しい！食後にコーヒーと紅茶付き！（お弁当のメニューの場合を除きます。）

e観光中（2日目～8日目）はおひとり様1

⑩出発前iこ添乗員から事前の安心コールをさせていただきます。



8、言ベルン
スイス連邦の首都。旧市街は世界文化遺産に

指定されており、中世の面影を色濃く残して

います。

－＼世界通産

嬰〆／ラヴオー地区
ーサンヌからモントルー郊外、レマン

沿いの丘陵iこ葡萄畑が続く美しい風　も

で知られ、千年を超えるワインづくり

伝統と歴史があります。　　　　　　轟

縄鶴認諾a：

サースフェー

スイスの最高峰「ドーム」など4000m級の

山々を仰ぎ、雄大な氷河を抱き、「アルプスの

真珠」とも言われます。山岳民族の伝統が色

濃く残る美しい山村です。
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≪5。日〉Iゴールデンパスパノラマ鉄道
ルツ工ルンとモントルーを結ぶ鉄道。湖、アルプス、牧草地、ブドウ畑な

ど山岳リゾートとスイスの良さを凝縮したような路線です。

ミシュランの発表でih「人口比で、レストランに付くミシュランの星の数が世界一多

い」スイス。小さな国ですが周辺の食文化の影響を受けた多彩な郷土料理が楽しめます。

スイス南部の

山岳地方の郷

土料理。茹で
たジャガイモ

に溶かした

チーズをかけ

て食べます。

リスクルのいずれか

7アスピント指定

王【” �別席“ �時間 �交通軸 �Ht事〇〇〇〇両に〇一．　　　　　　　入場縄光　下卓観光∴車窓観光 �誹 �食事 �夕 

1 �全国各地 � � �全国各地からもお榔こ劉0いた樹ナます。国内I餓弱り代金プラン（裏面参照） �× �× �機 内 食 成田発 �22：30 �TKO53 �空路、イスタンブールへ。 
（所要時間約12時間10分）　　　　　　　　SSS書記ZEFl；ISSS 

2 �イスタンブール着 �早朝 �TK1873 専用車 �イスタンブール着。 �機 内 食 �イ タ リ ア ン �T 卜 フ ォ 

イスタンブール発 �7：35 ��空路、ミラノへ。（所要時間約2時間55分） 

ミラノ着 �9：30 ��ミラノ着。アルプスの湖畔街道を車窓しなからテイラーノへ。（約3時間） 　　　‾；7、 

テイラーノ �午後 �べIにナ鉄道 �歴食はイダリノン二 〇匹王i亜登に乗車し、サメータン駅へ。せ界遺産ベル二ナ鉄道の旅 をお楽しみ下さい。途中、有名な、［∴プルージ才のループ橘を渡ります。 

サメ一夕ン �夕刻 �����二ノ ブー ユ サメ一夕ン着。着後ホテルへ。 
，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンモリッツ泊 

3 � �午前 夕刻 �専用車 �ホテルよりサンモリッツ駅へ。 �在 ブ ル �車 中 に て �チ キ ン 料 理 

氷河特急 �園に乗車し、アンデルマットへ。途中、アルブラ線の名所で 
ある有名な∴世界遺産ランドバッサー緒を渡ります。 

アンデルマット ��専用車 � アンデルマット着。アンデルマットよりフイツツナウへ。 
フイツツナウ ��クルーズ �風光明媚な　ルツエルンクルーズを楽しみながらルツ工ルンへ。 

ルツ工ルン ��専用車／列車 �ルツ工ルンよりラウタープルーネン乗り換え山岳リゾートウ工ン ・ijヒーターボイント 

ウ工ンケン �夜 夕食はホテルにてチキン料理＝i　　　　　　S書棚＝SS 

4 �ウ工ンケン ユングフラウ �午前 午後 �列車 ��巫 ブ ル �ア ル ペ ン マ 力 ロ �肉 料 理 

世界通産ユングフラウヨッホ観光 

患回国は国事メンリッヒ工ンよりクライデシャイデックは、下山 
しながらのハイキングをお楽しみ下さい（約2時間）。クライネ 
シャイデックより　登山列車にてユングフラウ山頂へ。山頂では 

スフィンクス展望台にご案内します。 
ウ工ンケン ��� 

夜 ��夕食はホテルにて肉料理－i　　　　　　　　　Smii事○閥＝SS 

5 �ウ工ンケン �午前 午後 �列車・専用車 �ラウタープルーネンへ。ラウタープルーネンよりシュテッヘルベルグへ。 ケーブルカーにてミューレン東経シルトホルンへ。 �在 フー ル �チ キ ン 料 理 �在 フ‾ l！′ 

ケーブルカー 専用車 

山頂にある（ii二iシルトホルン展望台にてユングフラウ3山の全体像を お’’★l 

楽しみ下eL。 

ツバイジンメンへ。（約1時間30分） 

17：05 �ゴールデンバスパノラマ鉄道　　　　　　　． ���iし て 

列車 �美しい／＿レマン瀧と完名峰ダン・デュ・ミディ、さらに世界通産の 工ラヴオー地区の葡萄畑が広がる絶景を走り抜けるゴールデンパス 

モントルー ��19：13 �パノラマ特急の旅をお楽しみ下さい。 モントルー着。モントルーよりローザンヌへ。（約些旺－ 
ローザンヌ ��専用車 �ローザンヌ着。夕食はホテルにて＿　　　　　　SSsg∃薦〇四iSm 

6 �ローザンヌ サースフエー �午前 午後 �専用車 列車 �回囲 �在 フー ル �魚 料 理 �フ 

近代オリンピックの父クーベルタン男爵がIOCの本拠地とした 
オリンピック博物館にご案内します。 

昼食は世界遺産ラヴオー地区のレストランにて魚料理＝ 
スイスワインの試飲もお楽しみいただiナます。 

葛は董董要田画el案mig容易i○○iO含闇 氷河に囲まれた村サースフエーよりスイス壷高峰ドームを中心とした 5大名蜂のlつミシャベルアルプスのパノラマをお楽しみ下さい。 ���ク レ ツ 

卜 

デーシュ ���観光後デーシ工へ。（約50分） デーシュ着後ツェルマットへ。 
ツェルマット着。 

夕飯はホテルにてスイス名物のラクレット＿iSg櫛○‘的pS国氾音 

7 � �午前 午後 �列車 ロープウエイ � �奉 ブ ル �ソ i セ i ジ 料 理 �ス 

コルナーグラート グルシヤーI帝ダイス ���コルナーグラード鉄道にて　コルナーグラード展望台（3130メー 

トル）へ。マックーホルンのパノラマは圧巻です。 ���ネ 

患回田国四mその後、リッフ工ルベルグの駅まで下山しながらの ���ガ 展 望 ＿Lヽ ロ レ 
ハイキングをお楽しみ下さい。 

昼食はソーセージ料理／＿i昼食後はツェルマットの街並み散策もお楽 しみ頂けます。 

ロープウエイにてマックーホルン・グレッシャ一・パラダイスへ。 ���ス ト 

〃国璽日田ED　一m間 置もマックーホルンをバランスよく見る事の出来るi‾マックーホルン・ ���ラ ン 

グレッシャ一・パラダイスにてマックーホルンの景色をお楽しみ下さい。 ���に 

夕食はスネガ展望台のレストランにて．（天気がよければマックーホルン ���て 
を眺めながらのお食事をお楽しみいただけます）看囲…音 

8 � �午前 午後 �専用車 TK1910 �列車にてデーシ工へ。その後ベルンへ。（約2時間30分） �在 ブ ル �ベ ル �お 

ベルン ���困 
世界道産ベルン旧市街散策、からくり時言†で有名な時計台に ご案内します。 

又 は B 0 X 弁 当 �ナ i フ ラ ッ プ‾ 

田圃 ���弁 
ラインフアル ���ヨーロッパ最大の水量をぽこる大迫力の大湊布　ラインの滝にご案内 ���当 

チューリッヒ �19：30 ��します。観光後、チューリッヒ空港へ。（約1時間） 夕食は軒中にてお弁当。 
チューリッヒ発 ���空路、イスタンブールへ。（所要時間約2時間55分） 
イスタンブール着 �23：25 ��イスタンブール着。　　　　　　　　　　　　SSSS納期＝SSSS 

9 �イスタンブール発 �l：40 �TKO52 �空路、成田へ。（所要時間約11時間30分） �× �機 内 食 �機 内 食 
成田着 �19：10 ��成田着。 

※上記フライトスケジュールは2018年12月現在のものですので目安として下さい。最新フライトスケジュールは必ずご確認下さい。

看山雪＝霊三とま的細田案通常行かないスポットのため2回目以降の方に特におすすめのポイントです。
〃8mHOrt雪国SSSOハイキングをお楽しみいただけます。

書簡術勝間2019年9月12日（木）～9月と0日（金）
HH689D6－001

エコノミークラス利用 一人一部屋追加代金（6油分）

495，000円 70，000円 380，000円
※上記旅行代金の他に下記の料金が別途かかります。※子供代金は大人旅行代金の10．000円引きとなります。

■燃油サーチャージ32．500円（大人・子供同額※2018年12月1日現在）
漢空港税：成田空港諸税（大人2，610円、子供1．570円）、現地空港諸税約5．410円（大人・子供同額）

（謂鶴轢諜糀灘籠諜擬誤鮨諾諜謀議蕊・50即す子供7仰・）
○国際観光旅客税：1，000円（大人・子供同額）鵜渡航手続手数料：4．320円
○食事：朝食6回／昼食7回／夕食7回（機内食は回数に含みません）○最少催行人員：20名　書募集人員：80名
書添乗員：成田空港より同行し旅程管理業務を行います。〇日本出発時利用予定航空会社：トルコ航空
鵜申込締切日：7月26日（金）※定員になり次第締め切ります。

※空港までの交通機関及び後泊が必要な場合、別途手配致しますので販売店へお問い合わせください。



スイスを楽しむため、服諒の一例と持っていくと便利拡もの

【箭候）
9月に入るとスイスの各地で色づ
き始まる季節です。日中は20℃を
超えやや汗ばみますが、朝晩は
10℃近くまで下がる日もありま
すのでアウターなどを用意してお
くとよいでしょう。気温の変化に対
応した重ね着ができる服装を用意
しましょう。

【パスポート犠存期間】
シェンゲン協定加盟国出国時3ケ月
以上必要

【言葉】
公用語はドイツ語、フランス語、イタリ
ア語、ロマンシュ語の4つ。観光の主

要な場面では英語が通じます。

【通貨】
スイスフラン（CHF／SFr）。補助単位はサン

チーム（Ct）またはラツベン（Rp）。CHFl＝

Ctl00＝約113円（2018年12月現在）

※スイスフランが流通しています。スイス国

鉄、主要デパート、ホテルなどではユーロ

での支払いが可能な場所もあります。

【時差1
9月はサマータイム（3月未～10月

末）の期間で時差は7時間です。日本
の方が7時間進んでいます。スイス
の正午は日本では19時となります。

【チップ】
一部のタクシーを除き、レストラン

やホテルなどではサービス料が含
まれているので、基本的にはチップ
は不要です。

【電圧・プラグタイプ】
電圧は220V、周波数は50Hz。プラ
グはCタイプ（丸2ピン）またはSEタ
イプ（丸3ピン）のため、変圧器やプラ
グ変換アダプタが必要になります。

お縛な追加代金でビジネスクラスにグレードアップ！！
「欧州のベストケータリングサービス質」受賞の機内食をはじめ格別こ心地良い旅をご提供。

幽閉幽囚日劇田川憫悶
（ビジネス区間は
成田－チューリッヒ全区間となります）

観光中について
●皆様の安全を確保する為に、バス走行中は必ず着席し、ドラ

イバー（ガイド）の案内等を尊重頂きますようお願い申し上
げます。

観望続・バス尊の運送機関について
●日経表に記載された発意時刻は2018年12月1日現在のもの
●日程表内の所要時間ihあくまで予定時間であり、航空会社
のスケジュール変更や遅延、交通状況等によって異なる場
合があります。目安として参照ください。

●空港への送迎や観光に利用するバスは少人数の場合、セダ
ン、ミニバス、リムジン等を利用する場合があります。

●マイレージに関しては頻繁に規則が変わります。群しくは航
空会社へ直接お問い合せください。

ご鷹泊ホテルについてのご簾内
●2人用のお部屋はベッド2台のツインルームと、大型ベッドl

380，000円

台のダブルベッドルームがあります。できる限りツインルーム
をご用憲いたしますが、ご夫婦等カップルでご参加の際は、ダ
ブルベッドルームとなる場合がありますのでご了承ください。

●トリプル利用は基本的にお受けできません。（お子様など添
い寝の場合は可）

●グループ、ご家族参加で2部屋以上をご利用になる場合、お
隣またiま、近くのお部屋をご用意できない場合があります。

cクラス（ビジネスクラス）のご震内
●別手酷（リクエスト）にてCクラス利用のご希望を承ります。
●お申し込み後の手配のため、ご希望に沿えない場合があります。
●当該クラスが確保できず、このことにより、コース本体をお取り消

しになられても、取消料は免除致しかねますのでご注意ください。

食事について
●旅行代金には、各コースごとの日程表に明示した食事の料

金・税iサービス料が含まれています。但し、お客様が個人的

【服装】
脱着が容易で調整のしやすい服装を。長袖のシャツ＋カー
ディガンや薄手のセーター、フリース類、一番上は風を通

しにくいウインドブレーカーやダウンジャケットなどがよい

でしょう。ツェルマットなど山麓の観光地は9月でも最低気

温がl桁台になります。手袋もあった方が良いでしょう。

●日差し対策
標高が高いため、気温は低くても紫外線重が多いで
す。帽子、サングラス、日焼け止めは忘れずIこ。

【荷物】
湿度が低いので乾燥しています。リップクリームや保
湿用品は必携。
ハイキング時はナップザックか斜めがけにできるショ
ルダーなど、手があげられるような鞄を。

【靴】
行程の中にはハイキングもございますので、履き慣れ
た歩きやすい靴でご参加ください。

上記以外の空港をご利用の蟻合は販売店へお問い合わせください。

に注文された飲物や追加料理はお客様のご負担となります。
●日程表に明示した食事回数に機内食は含まれていません。
●利用予定レストランやメニューは現地事情により、他の内容

に変更となる場合があります。

市内観光・オプショナルツアーIこついて
●施設の休館・その他事情や天候などにより、観光箇所の変更

または実施日が変更になる場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。

●日華呈は、現地ホテルの都合上、宿泊i観光i食事等の順序が
入れ替わることがありますが、その場合でも条件・内容は変
わらないよう配慮いたします。

●当社はお客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと
同等価格以上の物品・サービスの提供に替えて行うことが
あります。但し、サービス提供の日時及びサービス提供につ
いての順序の前後は対象外となります。

必ずお読みください！

●矯期間の滞在をより有効にお楽しみいただくためiこ、またト
イレ休憩も兼ね、土産物店のご案内がめります。ご購入はご
本人の責任でお買いいただき、品物のお受け取りに関して
は、再度ご確認ください。

●ワシントン条約や国内講法令により日本への持込みが禁止
されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意願
います。

最終廉行日程Iこついて
●ご出発10－7目前（遅くとも前日）までに集合時刻、場所、利
用運送機関、宿泊機関等の確定内容および現地連絡先を記
載した「最終旅行日程表」を交付します。但し、旅行お申込み
力旅行開始日の前日から起算して7日前以降の場合、お客
様の承認を得て旅行開始日当日に交付することがありま
す。パンフレット記載の日程は変更となる場合がありますの
で、最終旅行日程表でご確認ください。

旅行代金に燃油サーチャージは含まれておりません。記載されている燃油サーチャージの金額ih記載日における目安金額となります。旅行代金とあわせてお申し込みの販売店に日本円でお支払いください。なお、ご出発前にご利
用の航空会社において燃油サーチャージの新設・増頬が認可された場合は、航空会社に代わりご参加の皆様から追加で収受させていただきます。また、廃止・減額された場合は、差額分をご返金いたしますのでご了承ください。
・’・燃油サーチャージとは、隣由原価水準の興幅広変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限り航空合社が国土交通省航空局に申請し認可を受iナる、航空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会

社、利用区間によって異なり、利用するすへての旅行者に課せられます。

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。詳細i胡り途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「3お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性
がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。

1．募集型企画旅行契約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．旅行代金に含まれないもの（一部例示）
（l）この旅行は㈱農協観光（観光庁長官登録旅行楽939号。以下「当社」といいま∴∴旅行中の個人的性質の話費用（お客さまご自身の電話料、ホテルでの小物代、追加
す。）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅　　飲食華人運送横間の定める有料手荷物圏、心付等）、運送機関の鞭す付加運賃・料
行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。　　　　　　　　　金、ご自宅から集合・解放地点までの交通費・宿泊費、日本国内の空港施設使用料、

（2）契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のiまか、別途お渡しする　旅行日程中の空港諸税等（ただし、空港施設使用料・空港税等を含んでいることを明
旅行条件合（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款（寡　示したコ‾スを除きます）。
集型企画旅行契約の郡）によります。　　　　　　　　　　　　　　　　　7．取；削争

2．お申し込み・契約成立の時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約成立後、お客様のご都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定

当社所定の申込書iこ下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金の額は、原　の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人

雑器詔書畿盤誌諾崖諾籠嵩等柴雪　讐l義認器詑荒屋弊誌響諾諾窓表iこおけ
区　　　　分 �� 

旅行間勉日 の前日から 遁要してさ かのはって � � 

＼ � � 

ミリ等の通侶手段にてお申し込みの場合、当社が予約を款韓した日の翌日から起算
して3日以内に申込書の提出と申し込み金のお支払いをしていただきます。旅行契
約は、当社が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立いたします。

3．お申込金（お一人機）

旅行代金 � 

4．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行lや金からお申込金を差し引いた残金を、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって60日目に当る日以降、7取消料に記載の該当する取消料収受
期間の前日まで、または当社が定める日までにお支払いください。

5．旅行代金に含まれるもの
旅行日経に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかきり普通席）（この運賃・料
金には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、
一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者（こ一律に課されるものに限り

ます。以下同様とします。）を含みません。）、宿泊費、食事代、および特に明示したその
他の費用（宿泊税の対象となる場合の宿泊税を合をう）、添乗員同行コースの同行費
用等。上記費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたし
ません。

う：く出発日・コース等の変更料も上記取消料の対象となります。
・：くオプショナルプランおよび宿泊等吾種進劫口料金も上記料率による取消料が利用日

を基準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100％となります。

8．旅行条件の婁端
本旅行条件は、2018年11月l日を基準日として作成しております。

9．その他
（l）旅行代金はお一人様分を表示しています。
（2）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（3）当社所定の申込書にお客さまのご指名（ブリカナ）をご記入される場合（な間違えのない

ようにご記入ください。万が一氏名に間違いがあった場合は、運送・宿泊機関等への氏名

訂正などが必要になります。この場合、当社はお宮さまの交替の場合に準じて交替手数
料をいただきます。なお運送・宿泊楼閣等の事†割こより、氏名の訂正が認められす、旅行
契約を解除いただく場合もあります。この場合当社は所定の取消料をいただきます。

存。Ur

観光庁長官登録旅行楽第939号

株式会社農協説光㊤
一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行事業部海外事業課
TELO3（5297）0308

〒101－8613　東京都千代田区外神田1－16－8Nツアービル

総合旅行業務取扱管理者　坪川祥宏

蜜驚監禁鐙驚謀殺　轡 ’－、●‾－〔：

語I……脚患ii諾

・－海外旅行保険加入のおすずめ・－ 
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験にお宮 弊社社員 � 

Sスケジュール表内のマークのご案内
●観光（＿）＝入場観光、二三下車鯛光　／、二書家観光
●時間の表示（おおよその目安）
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a OO e‘00　　800　1と‘00　1600　1800　　2300　　400
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総合旅行業携取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う販売店での取引きに関する責任者です。
この旅行契細こ関し、担当からの説明にご不明な点があれば、こ遠慮なく上記の取扱管理者にお辱ねください。 作境目12／1


