
 

旅 ⾏ 名 ローマ・トスカーナ・フィレンツェ・ベネチア・ミラノ　１０日間　
　 　

朝 昼 夕
 ご出発の約２時間前までに下記チェックインカウンターにて各自ご搭乗お手続きをお済ませください

1115迄 成田空港　第一ターミナル　国際線出発ロビー４階 アリタリア航空チェックインカウンター
北ウィング　Aカウンター　

1315 成田空港発、アリタリア航空785便にてローマへ

4⽉27⽇(⾦)

　 　
日にち 時間 日  程

食事

1315 成田空港発、アリタリア航空785便にてローマへ
1900 ローマ・フィウミチーノ空港着後、各自にてスーツケースをお受け取り下さい。

 税関出口にてプライベートガイドがお待ちしております
担当ガイド︓MS △△△　 電話︓ 000-0000000
空港よりホテルへ送迎　（専⽤⾞とプライベートガイドにてご案内）

ローマ泊　　 × × ×
0830 ホテルロビーにてお待ち合わせ4⽉28⽇(土) 0830 ホテルロビーにてお待ち合わせ

担当ガイド︓MS △△△　 電話︓000-0000000
ホテルからバチカン市国まではタクシーにて

0900 午前中はバチカン博物館とサンピエトロ寺院の⾒学
1230 昼食はレストランにて　

　 午後は引き続きローマ市内観光へご案内します　(専⽤⾞とプライベートガイドにて）
　 (コロッセオ、真実の口、スペイン広場など）

4⽉28⽇(土)

　 (コロッセオ、真実の口、スペイン広場など）
1700 観光終了　　

　 夕食は各自にて
ローマ泊　　 ○ △ ×

0900 ホテルロビーにてお待ち合わせ (チェックアウトをお済ませの上お待ちください）
※スーツケースはフロントへ預け散策観光へ出かけます。
担当ガイド︓MS ☆☆☆　 電話︓000-0000000

4⽉29⽇(⽇)

担当ガイド︓MS ☆☆☆　 電話︓000-0000000
朝、ローマ市内散策観光へご案内 （プライベートガイドが徒歩にてご案内します）

　 (トレビの泉、パンテオン、ナヴォーナ広場）
　 その後、トスカーナへ向けて出発 （専⽤⾞とプライベートガイドにてご案内）

（所要時間約2時間半）
　 昼食はレストランにて

昼食後、ピエンツァ散策観光 （16.00-16.30 頃）昼食後、ピエンツァ散策観光 （16.00-16.30 頃）
1700 その後、アグリツーリズモへ

夕食はピエンツァ市内のレストランにて
アグリツーリズモ泊　　 ○ △ ×

0900 ホテルにてお待ち合わせ
担当ガイド︓MS ☆☆☆　 電話︓000-0000000

4⽉30⽇(⽉)

アグリツーリズモ発、トスカーナの⽥舎の観光　(プライベートガイドと専⽤⾞にて）
(オルチャ渓谷、バーニョヴィニョーニやサンクイリコドルチャ、糸杉群のパノラマなど）
その後、シエナへ（プライベートガイドと専⽤⾞にてご案内）（所要時間1時間）

　 シエナ市内散策へご案内します。　（プライベートガイドが徒歩にてご案内します）
（大聖堂、カンポ広場、マンジャの塔、旧市街散策など　約2時間）

　 昼食はレストランにて　 昼食はレストランにて
1700頃 フィレンツェホテル着

　 夕食は各自にて
フィレンツェ泊　　 ○ △ ×

0800 ホテルロビーにてお待ち合わせ5⽉1⽇(火)



担当ガイド︓MS ☆☆☆　 電話︓000-0000000
午前中フィレンツェ市内観光へご案内します　（プライベートガイドが徒歩にてご案内します）
(ウフィッツィ美術館をゆっくりご⾒学、その後は2日目の観光箇所を⼀部観光）

1200 昼食はレストランにて
1220 ※ガイドは昼食のメニュー選びのお手伝い後、サービスを終了します。

　 午後は⾃由⾏動　のんびりと散策などをお楽しみください。　 午後は⾃由⾏動　のんびりと散策などをお楽しみください。
夕食は各自にて

フィレンツェ泊　　 ○ △ ×
0920 ホテルロビーにてお待ち合わせ (チェックアウトをお済ませの上お待ちください）

※スーツケースはフロントへ預け散策観光へ出かけます。
担当ガイド︓MS ☆☆☆　 電話︓000-0000000
午前中フィレンツェ市内観光へご案内します　（プライベートガイドが徒歩にてご案内します）

5⽉2⽇(水)

午前中フィレンツェ市内観光へご案内します　（プライベートガイドが徒歩にてご案内します）
(大聖堂(入場）、ジョットの鐘楼(外観)、洗礼堂(入場）、ヴェッキオ宮殿）
昼食はレストランにて

1345 その後、駅へ送迎 （プライベートガイドと専⽤⾞にて）
1430 フィレンツェ・サンタマリアノヴェッラ駅発、⾼速列⾞フレッチャアルジェント8434号にてベネチアへ
1635 ベネチア・サンタルチア駅着後、セキュリティ出口を出たところにてガイドがお待ちしております。

担当ガイド︓MS ◎◎◎　 電話︓000-0000000
ホテルへ送迎 （プライベートガイドと専⽤水上タクシーにてご案内）
夕食は各自にて

ベネチア泊　　 ○ △ ×
0830 ホテルロビーにてお待ち合わせ　

担当ガイド︓MS ◎◎◎　 電話︓000-0000000
5⽉3⽇(木)

担当ガイド︓MS ◎◎◎　 電話︓000-0000000
　 ベネチア観光へご案内 （プライベートガイドが徒歩にてご案内します）

（サンマルコ寺院、ドゥカーレ宮殿、ため息の橋など）
1030 観光終了、その後ベネチア⾃由⾏動　をお楽しみください

昼食・夕食は各自にて
ベネチア泊　　 ○ × ×

0800 ホテルロビーにてお待ち合わせ (チェックアウトをお済ませの上お待ちください）5⽉4⽇(⾦) 0800 ホテルロビーにてお待ち合わせ (チェックアウトをお済ませの上お待ちください）
担当ガイド︓MS ◎◎◎　 電話︓000-0000000

　 駅へ送迎 （プライベートガイドと専⽤水上タクシーにてご案内）
0901 ベネチア・サンタルチア駅発、イタロ8976号にてミラノへ
1126 ミラノ中央駅着後、到着ホーム先端のセキュリティー出口にてお待ち合わせ

担当ガイド︓MS △△△　 電話︓ 000-0000000
　 ホテルへ送迎　（プライベートガイドと専⽤⾞にてご案内）

5⽉4⽇(⾦)

　 ホテルへ送迎　（プライベートガイドと専⽤⾞にてご案内）
その後、昼食とミラノ市内観光へご案内します （プライベートガイドが徒歩にてご案内）
（最後の晩餐、大聖堂、ヴィットーリオエマヌエレ2世のアーケード、スカラ座広場）

1545 最後の晩餐のご予約をしています
中⼼地から最後の晩餐の絵があるサンタマリア・デッレ・グラツィエ教会までは往復タクシーをご利⽤下さい。

1630 観光終了
夕食は各自にて夕食は各自にて

ミラノ泊　　 ○ △ ×
　 出発まで自由⾏動 （お部屋は12時までご利⽤いただけます。チェックアウトの後も

スーツケースはフロントへお預けいただけます）
各自にて空港へお越しください （ご出発時刻の2時間前までにチェックインをお願いします）

1525 ミラノ・マルペンサ空港発、アリタリア航空786便にて成田へ
機中泊　　 ○ × ×

5⽉5⽇(土)

機中泊　　 ○ × ×
1045 成田着

　 × × ×
5⽉6⽇(⽇)



ご旅⾏条件

航空便 ○ アリタリア航空　エコノミークラスご利⽤

ホテル ○ トリプルルーム　1室　ご利⽤ 

食事 ○ 朝８回、昼０回、夕0回

○印　料⾦に含まれております

△印　料⾦は含まれませんが、観光の途中にレストランへご案内致します。

×印　各自にて

*観光中に昼食を挟む場合は、ガイドの食事代はお客様ご負担とさせて頂いています。

列⾞ ○ フィレンツェ〜ベネチア〜ミラノ　⾼速列⾞　1等席列⾞ ○ フィレンツェ〜ベネチア〜ミラノ　⾼速列⾞　1等席
送迎＆観光 ○ ⽇程表に記載されている送迎サービス＆観光ガイド料が含まれます

⼊場料 △ バチカン博物館、ローマ・コロッセオ、シエナ大聖堂、ウフィッツィ美術館、ベネチア・ドゥカーレ宮殿、最後の晩餐、

ミラノ大聖堂の⼊場料が含まれます。

交通費  4/28 ホテル〜バチカン市国までの⽚道タクシー代は現地にて実費をお⽀払いください

5/1 フィレンツェ観光は基本的に徒歩観光ですが、タクシー移動をご希望の場合は現地にて実費をお⽀払い下さい。5/1 フィレンツェ観光は基本的に徒歩観光ですが、タクシー移動をご希望の場合は現地にて実費をお⽀払い下さい。

5/4 ミラノ観光の際、サンタマリアデッレグラツィエ教会までのタクシー代は現地にて実費をお⽀払い下さい

宿泊税 × 各都市ホテルにて宿泊税が掛ります。チェックアウト時に下記料⾦をご精算下さい　
宿泊税詳細 ローマ︓３星ホテル　お一⼈様1泊につき　５ユーロ

トスカーナ︓アグリツーリズモ　お一⼈様1泊につき　１ユーロ

フィレンツェ︓４星ホテル　お一⼈様1泊につき　4.8ユーロフィレンツェ︓４星ホテル　お一⼈様1泊につき　4.8ユーロ

ベネチア︓４星ホテル　お一⼈様1泊につき　４ユーロ

ミラノ︓４星ホテル　お一⼈様1泊につき　４ユーロ

チップ × 含まれません。　強制ではございませんが、サービスが良かったとお感じになられた際は⼼付けとしてお渡しください。

ホテル案内

ローマ HOTEL FORTE 　ホテル・フォルテ
住所 Via Margutta 61  Roma
電話番号　　06 320 7625

ピエンツァ Agriturismo Marinello　アグリツーリズモ・マリネッロ
住所 Strada Provinciale del Monte Amiata, Pienza住所 Strada Provinciale del Monte Amiata, Pienza
電話 338 394 5452

フィレンツェ Strozzi Palace Hotel　ストロッツィ・パレス
住所 Via dei Vecchietti 4 Firenze
電話 055 283898

ベネチア Hotel Kette　ホテル・ケッテ
住所 Piscina S. Moise, 2053  Venezia 住所 Piscina S. Moise, 2053  Venezia 
電話 041 520 7766

ミラノ Hotel Brunelleschi Milan　ホテル・ブルネレスキ・ミラン
住所 Via Flavio Baracchini, 12 Milano 
電話 02 88431

YU
鉛筆
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鉛筆



免責事項

以下の場合は免責となります。

２．    運送機関（⾶⾏機、列⾞、バス、専⽤⾞）、宿泊機関の事故もしくは火災により発⽣する損害。
３．    運送機関（⾶⾏機、列⾞、バス、専⽤⾞）、宿泊機関、その他のサービス機関のサービス提供の中⽌またはこれらのために
　　　⽣ずる旅⾏⽇程の変更もしくは中⽌。
４．    食中毒、盗難。
５．　 運送機関（⾶⾏機、列⾞、バス、専⽤⾞）の遅延、不通、スケジュール変更、路線変更など、またこれらによって

以下の場合は免責となります。
１．    天災地変、戦乱、暴動またはこれらの為に⽣ずる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌。

　　　⽣ずる旅⾏⽇程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
６．  航空便利⽤の際の荷物の受け取り遅延、紛失、損傷。

イタリアエクスプレス　緊急連絡先

５．　 運送機関（⾶⾏機、列⾞、バス、専⽤⾞）の遅延、不通、スケジュール変更、路線変更など、またこれらによって

イタリアエクスプレス・イタリア事務所　︓　（イタリア国番号39）-０００－０００００００  （担当︓△△）イタリアエクスプレス・イタリア事務所　︓　（イタリア国番号39）-０００－０００００００  （担当︓△△）

YU
雲形

YU
タイプライター
この見本では、個人名と携帯電話番号の掲載は控えさせて頂いています。




