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■募集人員／18名様定員
■最少催行人数／8名様
■お食事／朝食12回・昼食8回・夕食11回
　含まれていないお食事は添乗員が現地にて
　ご案内いたします。
■成田空港使用料／￥２,610（別途必要）
■旅行代金には、海外の空港税・航空保安税・燃
油サーチャージが含まれております。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅～空港～ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問い合わせください。
※大阪・福岡発着：千歳発着と同一料金
※成田発着：￥10,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

■ルーアン／メルキュール・サントル、ベストウ
エスタン、シャン・ド・マルス
■モン・サン・ミシェル／ラ・ディーグ、サンオ
ベール、ドュ・ロイ、ヴェール、フォーミュラ・
ヴェール、メルキュール、テラスプラール、
メールプラール、モートンブラン、ルレサン
ミッシェル
■トゥール／クオリティー、ベストウェスタン、
トゥールセンター、ホリディ・イン
■ボルドー／メルキュール、ノボテル、ベストウ
エスタン、クオリティ・サントル、プルマン・ボル
ドー、イビス・サントル
■ルルド／アストリア、アメリカ、デラバレー
■アルル／フォーラム、ニューアルル、アトリウ
ム、メルキュール
■ニース／アンバサダー、パーク、プラザ、ベス
トウェスタン、クオリティー、メルキュール
■リヨン／メルキュール、ベストウエスタン、
カールトン、グランド・ホテル、オッコーホテル
※各都市郊外泊となる場合がございます。
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

秋のフランス周遊～聖地ルルドとリヨンの旅

ノルマンディー、ロワール、ピレネー、プロヴァンス、コートダジュール、ローヌ・アルプを巡るフランス紀行 日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス　ご自宅～空港

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅
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■朝、千歳空港より、国内線にて、成田空港へ[07:50発]。
■午前、ヨーロッパ主要都市にて、航空機を乗継ぎ、パリへ［※］。
■着後、専用バスにて、かつてのノルマンディー公国の東の首都・ルーアン
へ。
─

■午前、ルーアン市内観光。モネが描いた大聖堂、大時計通り、ジャンヌダ
ルク教会をご案内します。その後、専用バスにて、画家たちに愛された絵
のような港町・オンフルールへ。旧港の散策をお楽しみいただきます。
■昼食は、ムール貝の白ワイン蒸しです。
■夕刻、ノルマンディーとブルターニュの境界にあるモン・サン・ミシェル
へ。
■夕食後、ライトアップされたモン・サン・ミシェルをご覧ください。

─
■午前、 世界遺産 モン・サン・ミシェル の観光。海に浮かぶ要塞のような
大建築をご案内いたします。昼食は、名物モン・サン・ミシェル・オムレツ
です。
■午後、専用バスにて、ブルターニュ地方の都・レンヌへ。木骨組の家々が
かわいらしい旧市街の散策をお楽しみください。
■その後、ロワール地方のロワール川の町・トゥールへ。
トゥールに連泊 です。
─

■終日、ロワール流域の古城巡りへご案内します。シェール川に浮かぶシュ
ノンソー城（入場）、ソローニュの森に佇むシャンボール城（外観）、ルネッ
サンスの粋を集めたアンボワーズ城（入場）など 世界遺産 ロワールの
古城 を観光します。
■また、ロワール・ワインの試飲もお楽しみください。
─

■午前、ＴＧＶ（フランス新幹線）にて、アキテーヌ地方のボルドーへ。
■着後、 世界遺産 月の港ボルドー 、 世界遺産 サンタンドレ大聖堂 へご
案内します。
─

■専用バスにて、ワインの里 世界遺産 サンテミリオン へ。その後、ピレ
ネー山脈の麓に位置するカトリックの聖地ルルドへ。
■ルルド到着後、聖母ご出現の洞窟へご案内します。
■夜は、ロウソク行列をご覧いただきます。ロウソクを手にした人々が広場
を行進し、祈りを捧げるその神聖な空気は、信者以外の方でも圧倒され
ることでしょう。
─

■午前、専用バスにて、ヨーロッパ最大の城壁を持つ町カルカッソンヌへ。
■着後、シテと呼ばれる 世界遺産の城壁都市 をご案内します。
■午後、プロヴァンス地方のゴッホが愛した町アルルへ。
アルルに連泊 です。

─
■午前、ローマ時代の水道橋 世界遺産 ポン・デュ・ガール 、中世の佇まい
がそのまま残る静かな村レ・ボー・ド・プロヴァンスへご案内します。
■午後、アルル市内観光。 世界遺産の円形劇場やサン・トロフィーム教会 、
ゴッホが描いた『夜のカフェテラス』、跳ね橋などをご案内します。

─
■午前、専用バスにて、フランス最古の港町・マルセイユに立寄り、コート・
ダジュールの中心地・ニースへ。
■ニース到着後、マチス美術館、シャガール美術館へご案内します。
■夕食には、本場のラタトゥイユ（お野菜の煮込み料理）をお楽しみくださ
い。

ニースに連泊 です。
─

■午前、専用バスにて、「リヴィエラの真珠」モナコ公国へ。グレース・ケリー
妃が眠る大聖堂、王宮地区をご案内します。
■その後、ニースに戻り、自由行動。狭く入り組んだ旧市街の散策などをお
楽しみください。添乗員もお手伝いいたします。
─

■午前、TGV（フランス新幹線）にて、ローヌ・アルプ地方の中心地・リヨン
へ。

リヨンに連泊 です。
─

■午前、 世界遺産 リヨン旧市街 の観光。フルヴィエールの丘展望台から
リヨンの眺望、サンテグジュベリの像があるベルクール広場、ヨーロッパ
最大規模の収蔵を誇るリヨン美術館をご案内します。
■午後、自由行動。美しい古都での滞在をお楽しみください。添乗員もお
手伝いいたします。
■夕食は、美食の街リヨンが誇る『ポール・ボキューズ』系列のレストランに
てお召し上がりいただきます。
─

午前、ヨーロッパ主要都市を経由して、帰国の途へ。
─

成田空港到着［※］後、リムジンバス（実費：￥3,100）にて羽田へ。
羽田空港より国内線にて、千歳へ。千歳空港到着後、解散。
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［ルーアン泊］×Ｋ×

［モン・サン・ミシェル泊］ＢＬＤ

［トゥール泊］ＢＬＤ

［トゥール泊］ＢＬＤ

［ボルドー泊］Ｂ×Ｄ

［ルルド泊］ＢＬＤ

［アルル泊］ＢＬＤ

［アルル泊］ＢＬＤ

［ニース泊］ＢＬＤ

［ニース泊］Ｂ×Ｄ

［リヨン泊］Ｂ×Ｄ

［リヨン泊］ＢＬＤ

［機中泊］Ｂ××

※右記の時間は、すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合でスケジュールは変更される場合がござい
ます。その場合でも極力日程に従って旅行サービスを
ご提供できるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示してます。
※利用航空会社：ルフトハンザ・ドイツ航空、全日空、フィン
ランド航空、エールフランス航空、KLMオランダ航空、
スカンジナビア航空
※国際線は羽田便になる場合がございます。

　地方によって大きく異なる風土、歴史、文化を持つ国・フランス。芸術
家たちを魅了した美しい風景と華麗なる文化を生んだ歴史の舞台を
巡る旅です。北部ノルマンディーから南部のコートダジュール、そして
中部のローヌ・アルプまでを効率よく巡り、変化に富んだ自然と歴史遺
産、美しい町や村をご案内します。　　　　
　周遊ツアーではありますが、トゥール、アルル、ニース、リヨンの各都
市にて計4回の連泊を組み込んでおりますので、ゆっくりとフランス各
地の魅力をご紹介いたします。フランスを代表する名所旧跡はもちろ
ん、ワインの里サンテミリオンや、岩山に築かれた独特な景観と中世の
面影を色濃く残す村レ・ボー・ド・プロヴァンスなど、個性的な地方の町
や村も訪れます。フランス新幹線「ＴＧＶ」を利用した列車の旅もお楽
しみいただきます。フランス各地の名物料理もお楽しみいただきま
す。

モン・サン・ミシェル（イメージ）

カルカッソンヌ（イメージ）

 ノルマンディー
英仏海峡に面したフランス北部一帯のバイキングゆかりの
地。美しい海岸線と緑豊かな田園風景に恵まれ、ノルマンデ
ィーの光は印象派の画家たちを魅了しました。
 ロワール
全長1000km以上にわたって流れる大河・ロワール川流域
に広がる地域。歴代のフランス王の保養地として好まれ、河
岸には王族たちが建てた優美な城が数多く残っています。
 ピレネー／ラングドック
南西フランス、ピレネー山脈と地中海を背景に山、大地、渓
谷、海岸線と変化に富んだ手つかずの自然が魅力の地。キリ
スト教の聖地ルルドには、世界中から奇蹟を求める人々が訪
れます。
 プロヴァンス
温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、歴史と伝統文化が息づ
くフランス屈指の観光地。円形劇場や水道橋など数々のロ
ーマの遺跡が残り、ゴッホ、ゴーギャンやセザンヌなど印象
派の画家たちはこの地で数々の名作を描きました。
 コートダジュール
眩しい光が降り注ぐフランス屈指のリゾート地。世界有数の
高級リゾート地ニースや世界で二番目に小さい国モナコな
ど世界中から注目を集めています。

ノルマンディー公国の東の都として栄えたルーア
ンは、ローマ時代からセーヌ川を利用した水運の拠
点として発展しました。旧市街には、モネが光の変
化をとらえて連作を描いた大聖堂があります。ルー
アンは1431年にジャンヌ・ダルクが火刑に処せら
れた街でもあり、火刑が行われたビュー・マルシェ広
場にはジャンヌ・ダルク教会があります。また、この
広場の周辺にはノルマンディー地方特有の木組み
の建物が軒を連ねており、中世そのままの雰囲気
を醸し出しています。
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10月17日（火）発～10月30日（月）着…￥589,000
￥88,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金
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