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フィンランド航空佃郵－ヘルシンキ間）ビジネスクラス利用

慕紡診塾＝砂

出国手続き後、空路ヘルシンキへ

国際線を乗り継ぎローマへ
ローマ着。ホテルにて軽食をご用意します。

⑥＝入場観光　こ＝下車観光

［ローマ泊］

聞耳前田1両田口山口　　園薗且う…

ミケランジェロの壁画「最後の審判」で有名なシステイーナ礼拝堂がある⑮バチカン

博物館、芸術的価値も高いバチカン市国にある世界最大の教会⑲サンピエトロ寺院、
紀元80年に完成した円形闘技場（、コロツセ才、コインを投げるとまた戻ってこれると
言い伝えの＿“トレどの泉、映画でも有名な　スペイン階段などにご案内します。

昼食はサルテインポッカ。

ローマよりフィレンツェへ。

フィレンツェのホテルにて夕食。　　　　　　　　　　　［フィレンツェ泊］

朝食後、田園睡出田咽四四円同朋

ルネッサンス美術の傑作を集めた◎ウフイツイ美術館、花の聖母寺◎ドゥオモ、
ベッキオ橋、二シニヨーリア広場、ショッピングにご案内します。

昼食は季節のパスタ。

フィレンツェよりベニスへ。

ベニス着後、○サンマルコ広場の散策にご案内します。　　　　　［ベニス泊］

朝食後、サンダルチア駅へ

牌廠虚聞四囲旧聞
華麗なフランス料理とスチュワードによる心温まるサービスをご堪能下さい。

［オリエント急行泊］

各キャビンにて朝食

到着後、0握I証紅潮R

世界の至宝が集う⑲ルーブル美術館、初期ゴシック建築の傑作＜ノートルダム寺院、
△凱旋門、エッフェル塔を望む二シャイヨ一宮、ショッピングにご案内致します。

［パリ泊］

朝食後、ベルサイユへ

フランス王政の象徴世界遺産⑥ベルサイユ宮殿と（〕庭園にご案内致します。

観光後、パリへ

昼食後、自由行動

空港へご案内します。

空路ヘルシンキへ

国際線を乗り継ぎ中部へ

中部空港到着後、解散
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世界の人々を魅了し続ける

オリエント急行
～100年以上もの歴史を乗せて～

オリエント急行は1883年10月4日、現在のパリ東駅のプラットホームから人々の夢と期待をのせて

その歴史の幕を開けました。美しい車両はもとより、アールヌーボー様式のインチ）ア、

行き届いたサービスは「レール上の宮鹿」「列車の貴婦人」と貰質され、まさにオリエント急行は

ヨーロッパの歴史、伝就、そして文化そのものであり、走る宮殿となりました。

昨今、日本でも人気のある案華寝台列車「北斗星」や「トワイライトエクスプレス」もこのオリエント急行に

大変強いインパクトを受けてJR各社が誕生させてた列車達です。100以上もの歴史を残しながら今も尚

人々を魅了し続け、映画「オリエント急行殺人事件」やCMなどの題材に利用されています。

更に、その美しいロイヤルブルーの車両の姿と走行距離1799kmという世界鉄道史上殿長距離の樹立

【ギネスブックの認定】によりその人気は高く、一世紀を経たロマン紀行を求める世界中の

人々の絶賛を集め続けています。今回乗車頂く別エント急行は戦後の航空横等の台頭に㌢「Li

より衰退しやがでは姿を消すことになりましたが、1982年かつてのオリエント急行の車両を 園田
利用し新たに運行を開始致しました。それがベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレスVSOEです。尋

寮輩な内装と最高のお食事など往時さながらの優雅な旅をお楽しみいただきます。

11－

isTA町il：00

LUNCH
12：00

Afle．∩。。nT。。

16：30

気品溢れるロイヤルブルーの

車両とホスピタリティに優れ

た客室乗務員（スチュワード）

が皆様をお出迎え！

ウエルカムドリンクサービスをお楽しみ頂き

ながら、フレンチランチをお召し上がりください。

《〆

ディナー、そして車窓に流れる感動的な班色を満喫、／‾

諾謀議認諾鷲警護三〈
」へ、－ノ

フランス〇二1ノ

‾1ヽ一「‾「子

〆霊這蒔結，
一生に一度の賞重な体験

〆：非日常的な感動をお届け致します

く窃群繭稀薄）
アフタヌーンティーは各キャビン（客室）へお持ち致します。

情緒あふれる欧州の景色を眺めながらゆっくりとした時間をお過ごしください。

DINNER　オリエント急行の醍醐味である【ディナータイム】
18：30　　そこはまるで、100年もの歴史と雰囲気が

輝かしく戻ってくる様な感覚

様々な国から訪れた旅人たちとの交流もまた魅力的です。

男性はタキシードまたはダークスーツ（要タイ）を、

女性はイブニングドレスなどの盛装でお楽しみください

F摸。Tm。　食後はキャビン（客室）でゆっくり克くのもよし！
20：30　　またtlt一・カー】でお酒を飲みながら専属ピアニストの演奏に酔いしれるのもよし！

多忙な日々の喧騒から離れ居心地のよい空間がみなさまを包み込みます
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ふさわしい感動の料理を
ヨーロッパ料理の二大巨頭は、フランス料理とイタリア

料理です。この2つの料理は歴史の中で華麗なる接点

を持ち、世界に美食文化を広める役割を担ってきました。

裏革な旅にふさわしい忘れられない味をご提供します。

イタ単ア○○

面のみでシャワーなし、化粧室は車両1か所を共
用になります。狭い空間ながら快適にお過ごし頂
けるようなデザインです。

快適な旅を演出する ホテルをご紹介します。 

．軍営喜　一 

i国璽　　∴ 

「二1十時三魁＼嶽 
－ ∴ノ・＿∴／ 全都市バスタブ付の」 

「ホテルをご用憩1 ☆ローマ：観光に便利な市内中心部のデラックスホテル 

☆フィレンツェ：朝の散歩にも向いているフィレンツェ歴史地区のデラックスホテル

☆ペニス：オリエント急行の出発駅　サンダルチア駅があるローマ広場に建つ4ツ星ホテル

☆バリ：オペラ座や老舗デパートプランタンに程近い、抜群の立地にあるマリオット系のホテル
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中部一ヘルシンキ間はビジネスクラス利用

imヽ〟ヽ〝71〝さ
快適さの追求、柔軟な対応、最高の飛行機の旅を

ビジネスクラスの機内食は、地元の新鮮な食材を使用して

作る極上の北欧料理でお客様の味覚を楽しませてくれます。

一一－韓議

主上享勝一

「検 

・機材は新型のA350を使用 
・シート配列は1－2－1 

・シートピッチは全長2mの180度フルフラットシート 
・機内食はメインを2種類からお選びいただけます 

日本発のフライトではシグネチャーシェフのり力・マエザワによる日本料理も 
提供しております。更に、軽食やお飲み物もご自由にお楽しみ頂けます。 

世界の人々を魅了し続ける

非日常的な空間を体験頂けます。

国土全体が世界通産で　照醤紹車中日日十日∵高畠と、

主上予工　　　や　」主語雷などローマの有名観光地を巡ります。

芸術の街・フィレンツェでは、

茸　1　凧iや本吉帝王　へご案i和いたします。

すべての人を魅了する麗しき街・パリでは、　員i　や

垂　一　　　　、、など誰もが知っている定番観光地を詰め込みました。

お食事はピッツァやパスタなど、表敬宮　　　　　を満喫して頂ける
内容にしました。

世界一小さい国の世界最大級の展示

バチカン美術館／バチカン市国

世界遺産バチカン市国にある歴代ローマ教皇の
収集品を収蔵展示する世界最大級の美術館です。

カトリック教会の総本山

サン・ピエトロ書院／バチカン市国

聖ペテロ殉教の地に建つヴァチカン市国を代表する

大聖堂。堂内にはミケランジェロ作「ピエタ」などの

傑作が揃います。ローマの街並を一望できます。

81

メティチ家の膨大な美術収集品

ウブイツイ美禰館／フィレンツェ

ルネサンス絵画で有名な美術館です。1591年より

部分的に公開されており、近代式の美術館として
ヨーロッパ最古のものの1つです。

88

「アドリア海の女王」とも言われる水の都

ベニス／ベネッイア

中世のたたずまいをそのまま残し、絵画のように美

しい街。「ベニスを見て死ね」といわれるほど死ぬま

でに一度は訪れたい憧れの場所です。

88

シャルル・ドゴール広場

凱旋89／バリ

lmの象徴的な建造物の一つで、単に凱旋門と言

えばこのエトワール凱旋門を指すことも多く、世界

有数の観光名所となっています。

国許蕊
、裏

蝿告∴∴泣
′マルトik向暑∴∴∴∴うつィレフト

フランス随一の豪華絢爛さを誇る

ベルサイユ宮殿／バリ郊外

華麗な貴族文化をもたらした場
所でありながら、王族が民衆の
力に屈したフランス革命の歴史
となった場所でもあります。
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燃油価格の異常な高騰、変動に対し、一定の水準、一定の期間の条件において名航空各社が国土交通省航空局に申請を行い、認可された付加運賃です。
航空会社、路線によって額は異なりますが、全ての利用旅客に課金されるものです。

l募集型企画旅行契約

（l）この旅行は、㈱澄脇観光中部統括車策那（名古屋市中区舘3－3－8JAあいちビル西賠9階観光庁長
官登録旅行業第939号、以下「当社」といいます。）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。

（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（勅、、別途お渡しする旅行条件春（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（募集型企画旅行契約の那）によります。

2お申し込み・契約成立の時期
当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は「旅行代金」「取′削「違約
料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。寵話、郵便、ファクシミリ等の通信手段にてお申込
みの場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支

払をしていたたきます。旅行契潮気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（お一人さま）

申込金（お一人臓） 旅行代金の20％以内

4旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行代金からお申込金を差し引いた残金を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iこ含まれるもの

旅行日程に明示した運送俄関の運賃料金（注釈のないか馨り普通席）（この運賃料金には、遅速機関の
課す付加通貨料金（原価の水準の異常な変酬こ対応するため、一定の期間および一定の条件下に限り
あらゆる旅行者に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′白税の対象となる場合の宿泊税を含む）、′恭乗員同行コース
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。

添旅行企画・実施

旅行代金に含まれないもの（一都例示）　　　　　　　　　　　　　　　　　●保健衛生iこついて　渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホーム
旅行中の個人細生質諸費用（お客さまこ自身の電報電話料、ホテルでの小物代、追　　ページ」にてこ確認ください。http／／WWWforthgo的／

加飲食料、運送機関の定める有料手荷物粗、心付け等）、遥遠機関の紋す付加運賃　8旅行案件の基準　本旅行条件（よ2018年12月01日を基準日として作成しております。
料金、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、　9その他（l）旅行代金はお一人さま分を表示しています。（2）当社はいかなる場合も旅行の
旅行日程中の空港税等。（ただし、空港施設使用料、空港税等を含んでいることを明
示したコースを除きます。）

7取消料

契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、また（訓旅行代金が所定
の朔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
さまにつき次の料率で取′削斗または同鞭の違約料をいただきます。なお下記表に
おける「特定日」とは〔4／27－5／6、7／20－8／31、12／20－1／7〕を施します。

区　分 �� 

旅行舶鉛白 の前日から 起篇して � � � 

無料 
主力のぼって � � 

＼ � � 
ン出発日コース等の変更また当社の責圧とならないローン等の増田によるお取消しの場合も上記取

消粕の利恵となります∪′畏敬ノ踏1の灼熱となる旅郁代合とは喪1．己の強行代金に取引条件説明富的TB迫
川代金」を加えた合計輔です。※オプショナルプランおよび面白雷名極道加科金も上記料率による取′粧I

観光庁長官登録旅行業第939号

化Ur株式会社農協説光
中部統括事業部

〒460－0003　名古屋市中区錦3－3－8JAあいちビル西館9階

新譜柴捨　鰹新書警　護

十，添萌葱がお閏庫合せ

）

一つ

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氏名（フリガナ）をご記入される

場合は、間違えのないようにご記入ください。万が一氏名に問通いがあった場合は、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、お客さまの交替の場合に準じ
て交番手数料をいただきます。なお、運送宿泊機関等の碧帽により、氏名の訂正が認められ
ず、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。

お客伐の扶刑こよっTは当初の手配内割こ含まれていない特別な配慮掴溝が必要にはる可能性があり素91

講矧言明iI姶お渡しする「旅行取引条件説明書喩」の「3お申込み条件」を確認のうえ、緯別な配慮植田が強堅と

〈スケジュール表内の　　●観光　◎入場観光○下車観光△車窓触光
マークのご案内〉　　●時間の表示　早課目，朝　午前午後夕刻　夜∴信深夜

（おおよその目安〉　400　600　8001200160018002300　40〈

〈Nツアーからのお願い〉　衛呈中に一般観光及びショッピングへご葉肉しております。旅程の安全
管理上、観光及びショッピングの放棄はご漬慮いただいております。

1㌧㍑亨‾‾事欝
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