ICELAND

S

SIGHTSEEING

空港トランスファー

空港シャトルバス
（FLY BUS）

ホテルと一緒にお申し込みください

空港と市内の主要ホテルを結ぶシャトルバスです。
［催行会社］Reykjavik Excursions

観光︑乗り物︑チケット

ケプラヴィーク国際空港⇔レイキャビック市内ホテル
料

金

定員3名 167 ユーロ（1台あたり/片道）
定員7名 207 ユーロ（1台あたり/片道）

［催行会社］Iceland Travel
※10月以降は料金・詳細が変更される場合があります。※車種は選べません。送迎は市内の主要ホテル
に限ります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

レイキャビック発着

運行時間

早朝（3:30頃）〜深夜（22:30頃）まで30分〜1時間30
分おきに運行。出発時はフライトの4時間前のバスに
ご乗車ください。

※10月以降は料金・詳細が変更される場合があります。※出発時は前日に各自ホテル
でサービスのリコンファームが必要です。

※出発時（市内発・空港着）
も同条件で催行しています。

［催行会社］Reykjavik Excursions
（お1人様）

大人 （片道）24ユーロ （往復）43ユーロ
子供 （片道）12ユーロ （往復）22ユーロ

空港→ブルーラグーン→レイキャビック市内
移動シャトルバス（入浴料、タオル込）

ブルーラグーン往復送迎シャトルバス（入浴料、
タオル込）

料金

料金

（お1人様）

（英語ドライバー）

大人［4〜5月、9〜3月］82ユーロ ［6〜8月］93ユーロ
子供［4〜5月、9〜3月］68ユーロ ［6〜8月］79ユーロ

料金

［催行会社］Reykjavik Excursions

大人［4〜5月、9〜3月］82ユーロ ［6〜8月］93ユーロ
子供［4〜5月、9〜3月］68ユーロ ［6〜8月］79ユーロ

（お1人様）

催行日

毎日（ブルーラグーンが閉館する場合を除く）

催行日

毎日（ブルーラグーンが閉館する場合を除く）

出発時間

(市内、
ブルーラグーン発共通）午前〜夕方まで1時間毎に出発

出発時間

(市内、
ブルーラグーン発共通）午前〜夕方まで1時間毎に出発

出発・解散

市内ご宿泊ホテル

※出発時は前日に各自ホテルでサービスのリコンファームが必要です

※10月以降は料金・詳細が変更される場合があります。※ブルーラグーンに入浴する際は水着が必要となります。当日レンタルも可能ですがご持参することを推奨します。
アイスランド

ICELAND

【空港送迎シャトルバス、ブルーラグーンシャトルバスの共通条件】
※子供料金は2〜15歳が対象です。
1歳以下の幼児はブルーラグーンに入浴できないため参加不可となります。
※混載バスとなりますので多くのホテルに立ち寄ります。※ホテルへのお迎えはピッ
クアップ専用のバスとなる場合があります。その場合、途中、ツアーバスのターミナルでバスを乗り換えていただきます。※人的サービスはございません。※送迎はレイキャビック市内の主要ホテ
ルに限ります。送迎サービスを承ることができない場合は最寄りの対象ホテル、もしくは各自バスターミナル（市内中心部）までご集合いただきます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末
年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

レイキャビック発

IS301

［運行会社］Grayline Iceland

レイキャビック

NEW ゴールデンサークル 1日観光

英語ガイド
料 金
催行日
出 発

NEW

※10/1以降は料金・詳細が変更される場合があります。※送迎はレイキャビック市内の主要ホテ
ルに限ります。送迎サービスを承ることができない場合は最寄りの対象ホテル、もしくは各自バ
スターミナル（市内中心部）にご集合いただきます。※天候不順等によりツアーが不催行となる
場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%
を申し受けます。

昼食
︵飲物無︶
昼食
︵飲物付︶
夕食
︵飲物無︶
夕食
︵飲物付︶

お申込みの際は巻末の﹁ご利用時の注意事項﹂を必ずご確認ください︒

mikiNet
予約可

2016.04
2017.03
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1名催行

送迎バスでホテル発▶バスターミナルでツアーバ
スに乗り換え▶セリャランスフォス滝（下車）▶ヴ
ィーク村（散策）▶スコーガル民族博物館（入場）
▶ミールダルスヨークトル氷河（下車）

送迎バスでホテル発▶バスターミナルでツアーバ
スに乗り換え▶地熱発電所（下車）▶ゲイシール
間欠泉（下車）
、グトルフォスの滝（下車）
、シ
ングヴェトリル国立公園（地球の割れ目「ギャウ」）

［運行会社］Grayline Iceland

NEW ヨークルスアゥルロゥン氷河湖と

※10/1以降は料金・詳細が変更される場合があります。※送迎はレイキャビック市内の主要ホテ
ルに限ります。送迎サービスを承ることができない場合は最寄りの対象ホテル、もしくは各自バ
スターミナル（市内中心部）にご集合いただきます。※天候不順等によりツアーが不催行となる
場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%
を申し受けます。

レイキャビック発
NEW

美しき裏見の滝 1日観光

料 金
催行日
出 発
所要時間
解 散

美しき裏見の滝へ アイスランド南海岸 1日観光

アイスランドの大自然

絶景のオンパレード

英語ガイド

［運行会社］Reykjavik Excursions

料 金 大人 100ユーロ 子供
（12〜15歳）50ユーロ
催行日 毎日
出 発 8:30頃 レイキャビック市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間
解 散 レイキャビック市内中心部、または市内ご宿泊ホテル

毎日
8:00頃、9:00頃、10:00頃 ※季節によってツアーの便数が異なります。
レイキャビック市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解 散 レイキャビック市内中心部、または市内ご宿泊ホテル

IS303

IS302

英語ガイド

1名催行

大人 71ユーロ 子供（12〜17歳）36ユーロ

レイキャビック発

レイキャビック発

料 金
催行日
出 発

大人 212ユーロ 子供（12〜15歳）106ユーロ

1名催行

大人 49ユーロ 子供（12〜17歳）25ユーロ

毎日 （9月〜2017年4月15日まで催行）
18:30〜21:30頃 ※シーズンにより異なります。
レイキャビック市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3〜5時間
解 散 レイキャビック市内中心部、または市内ご宿泊ホテル

毎日 （5月中旬〜10月の限定催行。10月は減便されます）
7:30頃 レイキャビック市内ご宿泊ホテル
約15時間
レイキャビック市内中心部、または市内ご宿泊ホテル

夏期限定！ 氷河湖の大パノラマ

壮大なオーロラ

送迎バスでホテル発▶バスターミナルでツアーバ
スに乗り換え▶スコガフォスの滝（下車）▶ヨー
クルスアゥルロゥン氷河湖（下車、ボート遊覧を
含みます）▶セリャランスフォス滝（下車）

送迎バスでホテル発▶バスターミナルでツアーバ
スに乗り換え▶オーロラ鑑賞へ

※氷河湖でのボート遊覧は天候等の現地事情により乗船できない場合があります。※防寒着や雨
具等のご準備を推奨します。※送迎はレイキャビック市内の主要ホテルに限ります。送迎サービ
スを承ることができない場合は最寄りの対象ホテル、もしくは各自バスターミナル（市内中心部）
にご集合いただきます。※天候不順等によりツアーが不催行となる場合があります。※変更取消
料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

http://www.myu-info.jp/d-catalog

［運行会社］Grayline Iceland

秋から見られる！ オーロラ鑑賞へ

英語ガイド

1名催行

日本円の料金はデジタルカタログで（ 00000 は料金表の対応番号）

IS304

※10/1以降は料金・詳細が変更される場合があります。※防寒具をご準備ください。※オーロラ
は自然現象のためご覧いただけない場合があります。※天候不順等によりツアーが不催行となる
場合があります。※送迎はレイキャビック市内の主要ホテルに限ります。送迎サービスを承るこ
とができない場合は最寄りの対象ホテル、もしくは各自バスターミナル（市内中心部）にご集合
いただきます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を
申し受けます。

mikiNet（旅行会社専用）でのご予約は

https://www.myu-world.com/mNet/home.do

IRELAND
ダブリン発

IE301

専属ガイドがご案内
「ケルズの書」と国立博物館
金

IE302

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL

日本語ガイドと専用車で行く「7つの教会の町」
グレンダロッホ午前観光 〜大自然ウィックロウ渓谷の聖地！

午後観光

日本語ガイド

1名催行

1名 203ユーロ、2名 108ユーロ、3名 77ユーロ、4名 61ユーロ

料

金

1名催行

1名 462ユーロ、2名 231ユーロ、3名 163ユーロ、4名 122ユーロ

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火・水・木・金・土・日 （12/24〜1/3を除く）
出 発 14:00 トリニティ大学正門前
所要時間 約2時間30分
解 散 グラフトン通り周辺

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日 （12/24〜26・31、1/1を除く）
出 発 9:00 ダブリン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解 散 ダブリン市内ご宿泊ホテル

日本語ガイドのプライベートツアー

日本語ガイドと専用車のプライベートツアー

トリニティカレッジ・オールドライブラリーにて
「ケルズの書」見学▶徒歩で国立博物館へ移動
▶15:15 国立博物館(考古学・歴史)にて国宝
「タラのブローチ」
「アーダの聖杯」等、アイルラ
ンドの宝といえる工芸品の数々をガイドの説明付
きで見学

10:30 グレンダロッホ下車観光（ランドタワー、
ハイクロスの遺跡群、渓谷の2つの湖）▶11:45
ダブリンへ向け出発▶サリーギャップと呼ばれる
草原と泥炭地の地域も通ります。

※ビジターセンターへの入場は含まれていません。※天候、交通、現時事情により、ルート変更
の可能性があります。そのため、サリーギャップを通過できない場合があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100%を申し受けます。

IE307

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL

料

金

1名 699ユーロ、2名 356ユーロ、3名 248ユーロ、
4名 189ユーロ

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火・水・木・金・土・日 （12/24〜1/3を除く）
出 発 9:00 ダブリン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解 散 グラフトン通り周辺

プライベート観光の決定版
ダブリン郊外の人気観光スポット「グレンダロッホ」は、アイルランドの初期キリスト教の聖
地であり「7つの教会の町」と呼ばれる神秘的な場所。ひっそりとたたずむ教会遺跡群とアイ
ルランド屈指の景観を誇るウィックロウ山麓の大自然をお楽しみください。ダブリンでは、トリ
ニティカレッジのオールド・ライブラリーに入場、アイルランドの至宝「ケルズの書」をご覧
いただいた後、国立博物館に徒歩で移動して世界に誇る金細工の数々、ケルトの国宝「タラ
のブローチ」等をご紹介します。終了はグラフトン通りとなりますので、そのままショッピング
もおすすめです。ダブリン市内と郊外の見所を凝縮したプライベートツアーの決定版です。

スケジュール（目安）
09:00
10:30

11:45
13:00
15:00

16:00
17:00

IE306

出発
グレンダロッホ下車観光
（ランドタワー、
ハイクロスの 遺 跡 群、 渓 谷 の2つ の
湖）
※ビジターセンターの入場は含まれ
ていません。
ダブリンへ向け出発
ダブリン 市 内 にて自由 昼 食 時 間 の
後、市内観光
トリニティカレッジ・オールドライブ
ラリー（入場）
※専用車サービスはここで終了し、以
降は徒歩移動となります。
国立博物館（入場）
終了

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL

日本語ガイドと専用車で行く 世界遺産ニューグレンジ、モナスターボイスと心の故郷タラの丘 1日観光
金

1名 714ユーロ、2名 357ユーロ、3名 247ユーロ、
4名 185ユーロ

車でしか行けないニューグレンジも、タラの丘も、専用車ならアク
セスの不安はありません。日本語ガイド付きでさらに安心です。

世界遺産ニューグレンジは5000年以上前に作られたとされる巨大古墳。イギリ
スのストーンヘンジよりも古いといわれる石の建造物です。モナスターボイスで
は、田園風景の中のケルトの十字架と先端が破壊された尖塔のある教会跡をご
覧いただき、その後アイルランド人の心の故郷と言われる「タラの丘」を訪れ
ます。ケルト人の聖地とされ、丘からは雄大な景観もお楽しみいただけます。

11:30
12:00
12:30
14:15
15:30
17:00

出発
ニューグレンジ到着、観光
※タイムスロット制のため入場までお
待ちいただくことがあります。入場料
は各自お支払いください。
ニューグレンジ出発
モナスターボイス着後、観光
モナスターボイス出発、途中休憩（自
由昼食）
タラの丘着後、観光
タラの丘出発
ダブリン着後、終了

※ニューグレンジ入場料は含まれていませんので、その場でお支払いください。※天候、交通、現時事情により、ルート
変更の可能性があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100%を申し受けます。
日本円の料金はデジタルカタログで（ 00000 は料金表の対応番号）

http://www.myu-info.jp/d-catalog

mikiNet（旅行会社専用）でのご予約は

https://www.myu-world.com/mNet/home.do

夕食
︵飲物付︶

世界遺産ニューグレンジとケルトの聖地

08:00
09:30

夕食
︵飲物無︶

利便性抜群のプライベートツアー

スケジュール（目安）

昼食
︵飲物付︶

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日 （12/24〜26・31、1/1を除く）
出 発 8:00 ダブリン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解 散 ダブリン市内ご宿泊ホテル

1名催行

昼食
︵飲物無︶

料

日本語ガイド

mikiNet
予約可

ダブリン発

1名催行

お申込みの際は巻末の﹁ご利用時の注意事項﹂を必ずご確認ください︒

※グレンダロッホビジターセンターへの入場は含まれていません。※天候、交通、現時事情により、ルート変
更の可能性があります。※博物館・美術館の都合により展示物・作品の一部がメンテナンスのため見学できな
い事があります。あらかじめご了承ください。※専用車サービスは15:00のトリニティ大学までとなります。その
後は徒歩での移動となります。※昼食代は料金に含まれていません。ガイドがレストラン等をご紹介します。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100%を申し受けます。

日本語ガイド

ダブリン

日本語ガイドと専用車で行く 決定版「7つの教会の町」グレンダロッホとダブリン市内1日観光 〜ケルズの書とタラのブローチ見学付

アイルランド

IRELAND

※博物館・美術館の都合により展示物・作品の一部がメンテナンスのため見学できない事があり
ます。あらかじめご了承ください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは100%を申し受けます。

ダブリン発

S

SIGHTSEEING

観光︑乗り物︑チケット

日本語ガイド
料

ダブリン発

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL

2016.04
2017.03
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