BELGIUM
ブリュッセル発
NEW

BE310

貸切ガイドと歩くブリュッセル・ハイライト
半日ウォーキングツアー

金

催行日
出 発
所要時間
解 散

NEW

BE313

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL

アールヌーボー好きの貸切ガイドと歩く
ぶらっと半日ウォーキングツアー

日本語ガイド

1名催行

1名 248ユーロ、2名 130ユーロ、3名 95ユーロ、
4名 77ユーロ、5名 65ユーロ

料

※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。
毎日
9:00、13:00 ブリュッセル中央駅または市内ご宿泊ホテル
約3時間
ブリュッセル中央駅または市内ご宿泊ホテル

金

1名催行

1名 253ユーロ、2名 136ユーロ、3名 100ユーロ、
4名 83ユーロ、5名 71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 毎日 （4/20〜5/20を除く）
出 発 9:00、13:00 ブリュッセル中央駅または市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解 散 ブリュッセル中央駅または市内ご宿泊ホテル

アールヌーヴォー建築発祥の地ブリュッセル

出発▶9:10/13:40

グランプラス、小便小僧、王
宮、サン・ミッシェル大聖堂、サンチュベール商
店街、途中名物ワッフルをお召し上がりいただき
ます。▶12:00/16:30 終了

出発▶9:10 楽器博物館など、徒歩でブリュッセ
ル市内のアールヌーボーの見どころを巡ります。
▶11:30 アールヌーボー・カフェにてコーヒータ
イム▶12:00 終了

※天候や現地事情によりルートが変更になる場合があります。※ベビーカーや折り畳み式車椅子
でのご参加は可能ですが、一部通れない箇所（グランプラス付近）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）7日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

※天候や現地事情によりルートが変更に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）7日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

NEW

BE312

金

催行日
出 発
所要時間
解 散

NEW

料

※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。
毎日 （4/20〜5/20、12/24・25、1/1を除く）
8:45 ブリュッセル中央駅スターバックス前
約9時間
ブリュッセル中央駅

ブリュッセル発

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ガースベー
ク城とブリューゲル街道の村 半日観光

NEW

BE315

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
ラ・ユルプ城とフォロンの世界 半日観光

日本語ガイド

1名催行

1名 537ユーロ、2名 263ユーロ、3名 191ユーロ、
4名 147ユーロ、5名 121ユーロ

料

1名 537ユーロ、2名 263ユーロ、3名 191ユーロ、
4名 147ユーロ、5名 121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 毎日 （4/20〜5/20、12/24・25・31、1/1、フォロン美術館閉館日を除く）
出 発 9:00 ブリュッセル市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解 散 ブリュッセル市内ご宿泊ホテル

きっとどこかで見たことあるはずのフォロン作品をたっぷりと

出発 ▶9:40/14:10 ガースベーク城（入場） ▶
10:40/15:10 ガースベーク城発▶11:00/15:30
ブリューゲル街道の村（約20分）▶12:00/16:30
ブリュッセル着

出発▶9:45 ラ・ユルプ城前の公園入口で下車▶
10:25 ラ・ユルプ城（外観）
、ベルギーで最も美
しいといわれるお城の写真撮影など▶10:30 フォ
ロンミュージアム（入場）
、世界的アーチスト・
フォロンの多種多様な作品をご堪能ください。▶
11:15 ミュージアム発▶12:00 ブリュッセル着

※車とガイドの拘束時間は3時間です。拘束時間を超えるリクエストの場合は超過料金が発生いたします。※天候や交
通状況など現地事情により、行程やルートの変更が生じる可能性があります。※4〜10月の月曜と11月以降は、ガース
ベーク城はクローズするため外観観光となります。※ガースベーク城は城門から城の入口まで徒歩10分程度かかりま
す。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から50％、5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

※天候や現地事情によりルートが変更になる場合があります。※ベビーカーや折り畳み式車椅子でのご参加は可能ですが、
一部通れない箇所（公園の芝生付近など）があります。※ラ・ユルプ城は外観見学です。公園入口から城までは徒歩15-20
分です。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から50％、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

夕食
︵飲物付︶

フランダース様式のお城と16世紀そのままの美しい田園風景

夕食
︵飲物無︶

※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。
毎日 （4/20〜5/20、12/24・25・31、1/1を除く）
9:00、13:30 ブリュッセル市内ご宿泊ホテル
約3時間
ブリュッセル市内ご宿泊ホテル

金

1名催行

昼食
︵飲物付︶

催行日
出 発
所要時間
解 散

※列車スケジュールは変更される場合があります。※各都市の観光箇所のオープン状況や混雑度合、天候などによりルート変
更となる場合があります。※列車の遅延などにより観光時間が短縮される可能性がありますが、予めご了承ください。※タイ
ヤの大きい折り畳み式ベビーカー、折り畳み式車椅子はご参加いただけますが、一部通れない箇所があります。(石畳の路地、
トラムの線路等)観光の範囲が限られますのでご了承ください。※催事等により聖バーフ教会がクローズする場合は、鐘楼に入
場します。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

昼食
︵飲物無︶

金

列車で出発▶10:00 ゲント着後、トラムで市内中心部
、鐘楼、聖ニコラス教会
へ▶聖バーフ大聖堂（入場）
など観光 ▶11:30 列車でブルージュへ▶12:30 着
後、自由昼食時間、ベギン会修道院、ブルグ広場、
マルクト広場など観光▶15:30 ブルージュ発▶17:00 ブリュッセル着

mikiNet
予約可

料

1名 453 ユーロ、2名 259 ユーロ、3名 195ユーロ、
4名 160 ユーロ、5名 140 ユーロ

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︒

※列車スケジュールは変更される場合があります。※各都市の観光箇所のオープン状況や混雑度合、天候などによりルート変更となる場合
があります。※列車の遅延などにより観光時間が短縮される可能性がありますが、予めご了承ください。※タイヤの大きい折り畳み式ベビ
ーカー、折り畳み式車椅子はご参加いただけますが、一部通れない箇所があります。(石畳の路地、トラムの線路等)観光の範囲が限られ
ますのでご了承ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

日本語ガイド

金

1名催行

「神秘の子羊」で有名なゲントと水の都ブルージュ

列車で出発▶9:30 アントワープ着後、トラムで市内
、マル
中心部へ▶10:00 ノートルダム大聖堂（入場）
クト広場や市庁舎など観光▶12:05 列車でブルージュ
へ▶13:30 ブルージュ着後、街中まで徒歩（約30分）
▶14:00 自由昼食時間、ベギン会修道院、
ブルグ広場、
マルクト広場など観光▶
16:30ブルージュ発▶17:45 ブリュッセル着

NEW

日本語ガイドと列車で行く
ゲントとブルージュ 1日観光

※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 （4/20〜5/20、12/24・25、1/1を除く）
出 発 9:00 ブリュッセル中央駅スターバックス前
所要時間 約8時間
解 散 ブリュッセル中央駅

「フランダースの犬」の舞台アントワープと水の都ブルージュ

BE311

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL

日本語ガイド

1名催行

1名 453 ユーロ、2名 259 ユーロ、3名 195ユーロ、
4名 160 ユーロ、5名 140 ユーロ

ブリュッセル発

BE314

ブリュッセル

日本語ガイドと列車で行く
アントワープとブルージュ 1日観光

日本語ガイド
料

ブリュッセル発

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL

ベルギー

BELGIUM

効率よく見どころ観光 名物ワッフルも！

ブリュッセル発

S

SIGHTSEEING

観光︑乗り物︑チケット

日本語ガイド
料

ブリュッセル発

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL
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