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初夏のスイスを優雅にとことん楽しむ旅
〜ワイン、ホテル、登山鉄道、温泉と、スイスを満喫〜
2016年5月27日（金）発

12日間

11回目を迎えた、食通、ワイン通としても知られる辰巳琢郎さんと行く旅。
今回は、意外と紹介されることの少ないスイスのワインと食を楽しみながら、新緑まぶしい初夏に設定しました。

さすがに世界に名だたる観光国だけあって、アルプスはもちろん、美しい湖畔や時が止まったかのような美しい村、そ
して美味しい食事や素晴らしいワインなど、魅力が満載です。スイス政府観光局の全面協力を得て、数多くの見どころを
楽しみながら、優雅なホテル滞在も楽しむ、今まで以上に贅沢なスイスの旅となりました。

移動中には、旅好きの辰巳さんから様々なお話も聞くことができるこの旅、時には途中下車をしてみたり、素晴らしい
村に出会った時には滞在時間を延長するなど、いつもとはちょっと違う旅らしい旅を楽しめるとご好評いただいております。
また食事も今までと同様、昼食、夕食は予め含めず、現地情報をもとに地元のお勧めレストランやワイナリーにて、辰巳
さんおすすめのワインを楽しみながら割り勘でというスタイルでお楽しみいただきます。
旅をゆったりとお楽しみいただくために、今回も18名様までの限定募集としております。この機会にぜひご参加ください。
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観光庁アドバイザーでもある辰巳琢郎さんの旅へのこだわり。
これまで何度も訪れているのに、スイスという国をまだ一度も
ゆっくり楽しんでいないことに気づきました。それぞれ滞在時間が
短かったこともあるのでしょうが、そ
れほど興味がわかなかったというの
が本当のところです。
それが、俄然変わってきました。
理由は、大きく二つあります。一つ
は「観光立国」という言葉が腑に落
ちてきたこと。もう一つは「スイスワ
イン」こそ「日本ワイン」のお手本に
すべきじゃないかという予感です。
相変わらず我が儘なリーダーで
すが、ご一緒に旅を楽しんでくださ
る方を広く募集いたします。

□ 風景の美しさを満喫できる鉄道の旅も、
お楽しみいただけるようにいたしました。

登山鉄道、ローカル鉄道から見る、美しい車窓風景をお楽しみに。

□ ローマ時代から親しまれてきたアルプス最大規模の湯量
を誇る温泉ロイカーバードで2泊
眼前に迫るアルプスを見ながらの温泉も楽しみです。ホテルに
も温泉設備が。水着を忘れずにお持ちください。

スイスでは鉄道の旅も楽しみ

ロイカーバードでは温泉体験も
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【成田・関空発】5月27日（金）〜６月7日（火）…１2日間

初夏のスイスを
優雅にとことん楽しむ旅

……¥625,000
燃油サーチャージ別途目安：￥19,500：2月1日現在

（1名利用追加料金

¥150,000）

ビジネスクラス利用追加料金 ¥280,000 （成田・関空〜イスタンブール往復区間）

ワイン、ホテル、登山鉄道、温泉とスイスを満喫
利用予定航空会社 : ターキッシュ エアラインズ

22：30発 成田・関西空港より、ターキッシュ エアラインズに
21：30発 てイスタンブールへ。
（機中泊）ssk

イスタンブール
28 イスタンブール
イスタンブールH
（土）
チューリヒB
ベルン

05：15着
04：35着
07：05発
09：05着

早朝、イスタンブールに到着。 着後、航空機を乗
り換え、チューリヒへ。
着後、湖畔の美しい街ルツェルンへ。
午後、早めにベルンのホテルにチェックイン。
【3連泊】
（ベルン泊）kss

29 ベルン

午前、世界遺産に登録される美しい街、市場の町
としても有名なベルンを散策し、午後、自由行動で
す。
（ベルン泊）ass

ベルン
30 （ヌーシャテル）

午前、郊外電車にてスイス北部の美しい湖畔の町、
ヌーシャテルを訪ねます。
午後、ヌーシャテル湖周辺のワイナリー訪問を予定
しております。
（ベルン泊）ass

（日）

アヌシー

ツアーコード ： OZ0001

27 成田空港H
（金） 関西空港H
5/

（月）

ベルンB
(レッチェン
31 タール峠)B

現地での食事に関して

（地元の味が毎回好評をいただいております。）

※辰巳さんの希望もあり、昼、夕食はあえて含めておりません。
これは、事前に団体の予約が出来るレストラ

ンではなく、地元で情報を聞き、評判のレスト

09：00発 午前、バスにてレッチェンタール峠を越え、ヴァレー
州へ。 途中、バスを鉄道に載せて走るという、珍
しい体験を楽しみます。
（火）
着後、ヴァレー州ローヌ川沿いのワイナリー訪問を
ロイカーバード 17：00着 予定しております。
【2連泊】
（ロイカーバード泊）ass
終日、自由行動。 ご希望のお客様はバスと鉄道を
利用し、マッターホルンの麓、ツェルマットを訪ね
ます。
また、ロイカーバードの名物、温泉を楽しむのも良
いでしょう。
（ロイカーバード泊）ass

ロイカーバード
1 (ツェルマット)
（水）
6/

ランに行きたいという辰巳さんの
「こだわり」
からです。ですから、現地でおすすめレストラ

ンをご案内し、
「 割り勘」
でお楽しみいただけ
るようにいたしますので、
ご安心ください。

※目安としてランチ 35〜40 スイスフラン、夕食で 50 スイスフラン前後です。
■食事：朝9回、昼0回、夕0回
■添乗員：成田空港出発から成田空港到着まで随行いたします。
（関西空港発着は、イスタンブールにて合
流、離団となります。関西空港〜イスタンブール往復は、添乗員の随行はありません。）
■最少催行人員：12名様
■パスポート必要残存期間：帰国時6か月以上。 ■パスポート査証未使用欄：見開き2ページ以上を含む3
ページ以上。
■旅行代金には海外の空港税と出国税が含まれております（ただし、国内各地空港の施設使用料及び保安
サービス料ならびに燃油サーチャージはお客様のご負担となります）。
■相部屋希望の方で出発日45日前を切ってのお申し込みご入金の場合 ：組み合わせの都合で最終的に客室
がおひとり利用となる場合には、上記1名利用追加料金を申し受けますので、予めお含みおきください。

■以下の日本国内各地より、割引料金でご利用いただけます。
名古屋〜東京（成田または羽田）……………… 往復￥１０,０００
福岡・仙台・札幌〜東京（成田または羽田）…… 往復￥２０,０００

ロイカーバードB 09：00発 午前、スイスを代表する花の村グリメンツ、世界一
(グリメンツ)
小さな葡萄畑と言われる、ジャンルイ・バローが造っ
たサイヨン村に立ち寄ります。
2 (サイヨン村)
（木）
午後は、ヘップバーンゆかりの村トロシュナや、チャッ
16：00着 プリンゆかりの地、ヴェヴェイを散策します。
ローザンヌ
【3連泊】
（ローザンヌ泊）ass
ローザンヌ
(グリュエール村)
(ロシニエール村)
（金）

午前、スイスを代表する鉄道区間、ゴールデン・パ
スルートに乗車しながら、
チーズで知られる村グリュエール、古い木造集落と
して知られる、ロシニエール村を訪れます。
（ローザンヌ泊）ass

3

4

ローザンヌ

午前、モルジュの土曜市へ。 その後、船にてレマ
ン湖を渡り、対岸フランスの花の村イヴォワールへ。
午後、世界遺産ラヴォ―地区のワイナリー訪問を予
定しております。
（ローザンヌ泊）ass

（土）

ご宿泊ホテル
このたびは、ホテルでの滞在もお楽しみいただけるよう、ホテル選びにも
こだわりました。快適な滞在をお楽しみください。
■ ベルン ： シュバイツァーホフ ★★★★★
世界遺産の旧市街、名物の朝市散策に便利な立地にこだわりました。
■ ロイカーバード： ル・ブリストル ★★★★
スイスを代表する温泉リゾート。ホテルでも温泉が楽しめます。
■ ローザンヌ： モーベンピック ★★★★
レマン湖側のレイクビュー・ルームを確保しました。
■ アヌシー郊外：ル・パラス・ド・モントン ★★★★
アヌシー湖を見下ろす城館風ホテルです。
※星の数はHOTELLERIE SUISSE、フランス政府の基準によります

5

（日）

ローザンヌB
アヌシー

09：00発 午前、バスにてフランスのかわいい湖畔の町、アヌ
シーへ。
到着、アヌシーの街の散策を楽しみます。
16：00着 夕刻、アヌシー湖畔に位置する古城風ホテルにてお
過ごしください。
（アヌシー郊外泊）ass

アヌシーB
6 ジュネーブH

12：00発 午前、湖畔のホテルでの滞在をお楽しみください。
18：30発 午後、バスにてジュネーブ空港へ。
（月）
午後、ターキッシュ エアラインにてイスタンブール
イスタンブール 22：40着 へ。
（機中泊）ask
イスタンブールH
7 イスタンブールH
（火） 成田空港H
関西空港H

01：20発 イスタンブール着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
01：35発
kss
19：10着 夜、成田・関西空港に到着。
18：40着

●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書
（全文）
をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

お問い合わせ
お申し込み先
東京支店

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビル4階

大阪支店

〒530-0001

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル29階

営業時間のご案内 ／月曜日〜金曜日 午前9：30〜午後6：00（土・日・祝日は休業日）
ホームページもご覧ください h t t p : / / w w w . w a s t o u r s . j p

名古屋支店

〒460-0008

名古屋市中区栄3-14-7
RICCO栄6階

九州支店

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前2-2-1
福岡センタービル11階

札幌営業所

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2-1
時計台ビルB1階

仙台営業所

藤沢営業所

〒980-0021

〒251-0052

仙台市青葉区中央2-2-10
仙都会舘ビル4階

神奈川県藤沢市藤沢484-1
藤沢アンバービル3階

TEL（03）3501-4111（代） TEL（06）6343-0111（代） TEL（052）252-2110（代） TEL（092）473-0111（代） TEL（011）232-9111（代） TEL（022）726-0111（代） TEL（0466）27-0111（代）
総合旅行業務取扱管理者 古澤 雅史

総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一

総合旅行業務取扱管理者 井芹 健一

総合旅行業務取扱管理者 小島 晃

総合旅行業務取扱管理者 菅井信吾 総合旅行業務取扱管理者 福森 崇

総合旅行業務取扱管理者 篠原 克三

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

旅行企画・実施：（株）ワールド航空サービス 観光庁長官登録旅行業201号

JATA 正会員

旅行業公正取引協議会
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