アテネ発着

オプショナルツアー

ツアー名
[プライベート]アテネ半日
専用車ツアー
（日本語ガイド付き）
お一人様 EUR175
*日本語ガイド
*催行人数 2 名
*毎日
*午前又は午後
*約 3 時間
*催行会社 Marisol Tours

[プライベート]アテネ半日
ウォーキングツアー
（日本語アシスタント付き）
お一人様 EUR63
*日本語アシスタント
*催行人数 2 名
*毎日
*午前又は午後
*約 4 時間
*催行会社 Marisol Tours

[プライベート]観光列車で
巡るアテネ市内半日観光散策
（日本語アシスタント付き）
お一人様 EUR125
*日本語アシスタント
*催行人数 2 名
*日曜日を除く毎日
*午前又は午後
*約 4 時間
*催行会社 MyBus Greece

ご当地グルメをつまみ食い！
アテネ下町散策体験（よりどり
試食付き）

ツアー内容
アテネ市内の観光スポットを専用車で観光します。現地ならではの情報を、じっくり聞けるチ
ャンスも！他のツアーではいけない場所、地元で人気のスポットなど、自分だけのアテネが楽
しめます。
※出発時間は指定可能
09:15 ご宿泊ホテルロビーにて集合・出発
09:30 市内のお好きなところにご案内します。
遺跡巡り、ショッピングはもちろん、ツアーでは行けない場所、
地元で人気のスポットなど、自分だけのアテネをお楽しみ下さい。
モデルプラン：アゴラ遺跡又は国立博物館どちらかへ入場、
フィロパポスの丘
12:30 お客様ホテルまでお送りします。
料金に含まれるもの：ツアー中の移動費用、日本語ガイド、チップ
■観光地での入場料は含まれておりませんので、現地でお客様のご負担となります。
日本語アシスタントが観光やショッピングのお供をします。現地ならではの情報を、じっくり
聞けるチャンス！他のツアーではいけない場所、地元で人気のスポットなど、自分だけのアテ
ネが楽しめます。知識豊富な日本人アシスタントとアテネの名所等を徒歩、地下鉄を利用し約
４時間のウォーキングツアー。お薦めのレストラン、フォトスポットもご案内、地下鉄１日使
用券付。
※出発時間は指定可能
08:15 ご宿泊ホテルロビーにて集合・出発
08:30 市内のお好きなところにご案内します。
遺跡巡り、ショッピングはもちろん、ツアーでは行けない場所、
地元で人気のスポットなど、自分だけのアテネをお楽しみ下さい。
12:30 お客様ホテルまでお送りします。
料金に含まれるもの：日本語アシスタント、チップ、１日地下鉄乗車券
■アシスタントは、遺跡や美術館のご案内はできません。
■移動は原則として公共の交通機関となり、タクシーを利用する場合はお客様のご負担となり
ます。
■観光地での入場料は含まれておりませんので、現地でお客様のご負担となります。
プライベート！現地に詳しいアシスタントと巡る半日観光。観光列車付き！現地に詳しいアシ
スタントが、観光やショッピングのお手伝いをします。現地ならではの情報をじっくりと聞け
るまたとないチャンスです。ご希望に合わせてご案内いたしますので、ツアーではいけない場
所、地元で人気のスポットなど、好みに合わせて観光しましょう。ギリシャ風カフェにてのコ
ーヒータイムもお楽しみに！
08:15（13:15）ご宿泊ホテルへお迎え・出発
市内のお好きなところをご案内いたします
王道観光地はもちろん、
、ショッピングやツアーでは行けない場所、地元で人気のスポットなど、
自分だけのアテネをお楽しみください。
08:30-08:50（13:30-13:50）シンタグマ広場訪問
広場に面する国会議事堂にて衛兵の見学（写真ストップ）
09:00（14:00）シンタグマ駅発市内観光列車（Happy Train）乗車にて観光（約 1 時間）
10:15（15:15）ティータイム
ギリシャ風コーヒー、クリークコーヒーでほっと一息♪
11:15（16:15）お客様のご要望にあわせ、市内散策、写真タイムなど
12:30(17:30）市内のお好きな所にて解散
料金に含まれるもの：日本語アシスタント、チップ、観光列車 HAPPY TRAIN のチケット、
グリークコーヒー
■移動は原則として公共交通機関となり、その運賃（アシスタント分も含め）はお客様のご負
担となります。
■観光地での入場料は含まれておりませんので、現地にてお客様のご負担となります。
■訪問箇所のご希望がある場合は事前にお知らせ下さい。
■アシスタントは、遺跡や美術館のご案内はできません。
■観光列車がメンテナンスなどの理由で運行していない場合にはダブルデッカーバスにご案内
することもございます。
アテネっ子に人気のエリアを散策しながら、本場のギリシャでつまみ食い♪
アテネっ子に人気のエリアを徒歩で観光します。
散策中は、ギリシャならではのローカルフードを約 15 種類試食ができます！

お一人様

EUR100

*日本語アシスタント
*催行人数 2 名
*日曜日を除く毎日
*午前
*約 3 時間 30 分
*催行会社 MyBus Greece

[プライベート]
日本語アシスタント共にギリ
シャオリジナル食材を紹介し
ながら散策（徒歩）
お一人様 EUR55

通常の観光では知ることのできない、地元ならではのおすすめ食材やソールフードについて知
る良いチャンス。日本語アシスタント付きです！
09:15 メトロ：パネピスティミュウ駅前向かい、ZARA ショップ前集合
地下鉄：Panepistimio 下車、KORAI STREET 出口から地上へでると、KORAI 歩行者天国通
りです。その通りにある ZARA ショップ前にて日本語アシスタントとツアーガイドがお待ちし
ております。
9:30 ローカルフード試食体験へ出発♪
さぁ、B 級グルメを楽しみましょう。日本人アシスタントがお手伝いいたします!
地元人の生活に根付いた、肉市場、魚市場も見学します
目に飛び込む新鮮な食材たちと、市場の活気を楽しみましょう!
13:30 頃 プシリ地区、タベルナ（レストラン）にて解散
■ATHENS WALKING TOURS と JTB GREECE E.P.E の共同運行となります。他の言語の
お客様とと日本語のツアーが混乗になりますが、日本語アシスタントがご案内します。
■現地事情により全ての試食を提供できない場合もございます。

*試食（4～5 種類) 一口サイズの試食付.
クルーリー、伝統的なギリシャスイーツ、オリーブ、野菜/果物、干しイチジク、ルクマデス、
ギリシャヨーグルトなど

*日本語アシスタント
*催行人数 2 名
*日曜日を除く毎日
*午前又は午後
*約 2 時間 30 分
*催行会社 Marisol Tours

乗り降り自由！ ホップオ
ン・ホップオフ・バスで巡る
24 時間乗車券
（レッドライン・日本語音声ガ
イド付き）
お一人様 EUR20
*日本語音声ガイド
*催行人数 1 名
*毎日
*1 周約 90 分
*催行会社
City Sightseeing Europe

最高の見晴らしを約束する、屋根なし 2 階建てバスオープンツアー！アテネの観光名所近くに
ある 15 箇所の停留所より自由に乗り降り可能。バスの中では日本語のオーディオガイドがつ
き、ルートマップもわかり易く安心です。
お好きな時間に、お渡ししたバウチャーをバス会社の係員又はバスのドライバーに提示し、チ
ケットに交換してご利用ください。 ATHENS CITY SIGHTSEEING 社のバスは、赤色でバス
の車体に City Sightseeing と書かれています。
アテネの街を走る鮮やかな赤い「City Sightseeing Athens」バス！24 時間パス 1 枚で自由に乗
り降り出来ます。
★☆停車ポイント☆★
＜Red Line＞
運行時間：08:30-21:00
所要時間：90 分
運行間隔：15 分
1. シンタグマ広場（郵便局前）
2. メリナメルクーリ/プラカ（ゼウス神殿向かい）
3. 新アクロポリス博物館
4. アクロポリスとパルテノン
5. ゼウス神殿
6. アテネ国立庭園
7. ベナキ博物館
8. パナシナイコ・スタジアム
9. アテネ国立庭園
10. 国立図書館
11. アテネ国立考古学博物館
12. オモニア広場
13. カライスカキ広場
14. モナスティラキ広場
15. コジア広場
料金に含まれるもの：バス料金、多言語オーディオガイド
■現地事情により予告なくコース・運行時間が変更される場合がございます。予めご了承下さ
い。
■日曜祝日は交通渋滞により、バスが遅れる場合もあります。
■パスを交換した時間から翌日の最終運行までご利用いただけます。

ミールクーポン
アテネゲートホテルル－フガｰ
デンにてご夕食
（セットメニュー）
お一人様 EUR57
*催行人数 2 名
*毎日
*催行会社 Marisol Tours

アテネゲートホテルのル－フガｰデンにてご夕食
セットメニューをご用意
徒歩にてご自身で
アテネゲートホテルのルーフガーデン（デイバニパレスホテルより徒歩約５分）
ATHENS GATE HOTEL:ゼウス神殿前
屋上レストラン/夜景がきれい!アクロポリス・ゼウス神殿・リカベトスの丘のライトアップ
アテネの街の想い出をいっぱい詰め込んだディナータイム。
アテネの街の絶景を楽しみながらのお食事はいかがでしょうか？
メニュー例
◎お肉のコース
SALAD / フェタチ－ズ＆クリスピ－のレ-ズン、カラメル、ラキのソ－ス
APPETIZER/ ミコノス産スパイシ－ポ－クのほうれん草サラダ
MAIN DISH/ テンダ－ポ-ク＆マッシュル－ムアスパラソテDESSER/チョコレ－トタルト＆ラベンダ－アイスクリ－ム
◎お魚コースSALAD /タコとケッパ-のあえ物＆ルッコラ添え
APPETIZER / グリル野菜とトラガ二チ－ズのバ－ガ－サラダ
MAIN DISH/ 本日のお魚＆ベジタブル添え
DESSERT/ヨーグルトパンナコッタのハニ-ウゾソ－ス
■お飲み物は料金に含まれておりません。現地にて直接お支払い下さい。
※１１月１１日は今現在満席のため予約不可です

