
受付受付受付受付 ０３－３８１８－５１２１　（１０：００　～　１８：００）　にて　６月２０日まで受付０３－３８１８－５１２１　（１０：００　～　１８：００）　にて　６月２０日まで受付０３－３８１８－５１２１　（１０：００　～　１８：００）　にて　６月２０日まで受付０３－３８１８－５１２１　（１０：００　～　１８：００）　にて　６月２０日まで受付
　但し、⑤⑥⑦については現地での定員が満席になり次第受付終了となります

お支払お支払お支払お支払 お申込後、ツアー代金と共にご出発前に全額ご入金をお願いいたします
　但し、⑧⑨は弊社からの手配回答後３日以内に全額入金をお願いいたします

取消料取消料取消料取消料 ７月１０日までは無料。７月１１日以降は１００％となります。（⑧⑨は別途記載）
ご案内ご案内ご案内ご案内 オプショナルツアーは、弊社がご案内をしておりますが、現地旅行会社が企画・実施し、

弊社が企画・実施するものではありません
また旅行条件は、運行事業者がそれぞれの所在する国（州、都市など）又は、
地域の法に準拠して実施するものであり、弊社の旅行条件は適用されません。
運行事業者は催行するツアーに万全を期しておりますが、万が一の時の為に、
海外旅行保険にご加入いただけますようお願いいたします。

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名

代金代金代金代金 ９，４００円９，４００円９，４００円９，４００円
到着日※

２日目・３日目の夜公演を観劇されない方
延泊されてる方

集合予定時間集合予定時間集合予定時間集合予定時間 ２０：３０～２１：３０
集合場所集合場所集合場所集合場所 ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル 楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください
解散場所解散場所解散場所解散場所 ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル 楽々解散：宿泊ホテルまでお送りします楽々解散：宿泊ホテルまでお送りします楽々解散：宿泊ホテルまでお送りします楽々解散：宿泊ホテルまでお送りします
所要時間所要時間所要時間所要時間 約２．５時間

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数 大人２名様（１名様より申込可）
２０：３０～２１：３０頃　ご宿泊ホテルにお迎え
①ロックフェラーセンターのトップオブザロック展望台からの夜景
②ブルックリンハイツから眺めるブルックリン橋の夜景
③ブルックリンプロムナードからダウンタウンの摩天楼のパノラマ夜景
２４：００頃までに宿泊ホテルへお送り
※①②③の順番は変更となる場合があります
※①の展望台へはお客様のみでの登頂となりガイドは同行しません
※到着日希望で、デルタ航空、ユナイテッド航空、２１日出発の全日空をご利用の方は
　航空会社の遅着により集合時間に間に合わなくなる場合があります。その際の扱いは
　お客様都合によるキャンセルとなり返金はありませんのでご了承の上お申込ください

運行催行会社運行催行会社運行催行会社運行催行会社 AT NEW YORK & COMPANY, 　CUE INTERNATIONAL INC　他

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名

代金代金代金代金 ８，２００円８，２００円８，２００円８，２００円
２日目・３日目の昼公演を観劇されない方

延泊されてる方
集合予定時間集合予定時間集合予定時間集合予定時間 ０７：３０～０８：３０

集合場所集合場所集合場所集合場所 ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル 楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください
解散場所解散場所解散場所解散場所 ５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近 宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください
所要時間所要時間所要時間所要時間 約４．５時間

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数 大人２名様（１名様より申込可）
０７：３０～０８：３０頃　ご宿泊ホテルにお迎え
【下車観光】
　グラウンドゼロ、ウォール街、ブルックリンブリッジ、国連本部、
【船上観覧】
　自由の女神　⇒　フェリー船上から観覧　（下船は出来ません）
【車窓観光】
　タイムズスクエア、ミートパッキングエリア、グリニッジビレッジ、ソーホー、
　リトルイタリー、中華街、バッテリーパーク、スタッテン島、５番街、
１３：００～１３：３０頃　５番街付近にて解散

ご注意ご注意ご注意ご注意 ※国連本部は総会時期など要人が訪れる際は車窓になります
運行催行会社運行催行会社運行催行会社運行催行会社 AT NEW YORK & COMPANY, 　CUE INTERNATIONAL INC　他

②　ニューヨーク午前半日観光②　ニューヨーク午前半日観光②　ニューヨーク午前半日観光②　ニューヨーク午前半日観光

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール

現地オプショナルツアー一覧現地オプショナルツアー一覧現地オプショナルツアー一覧現地オプショナルツアー一覧
ブロードウェイミュージカル『シカゴ』宝塚ＯＧバージョン　ニューヨーク公演観劇ツアーブロードウェイミュージカル『シカゴ』宝塚ＯＧバージョン　ニューヨーク公演観劇ツアーブロードウェイミュージカル『シカゴ』宝塚ＯＧバージョン　ニューヨーク公演観劇ツアーブロードウェイミュージカル『シカゴ』宝塚ＯＧバージョン　ニューヨーク公演観劇ツアー

①　ニューヨーク３大夜景ツアー①　ニューヨーク３大夜景ツアー①　ニューヨーク３大夜景ツアー①　ニューヨーク３大夜景ツアー

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール

ご注意ご注意ご注意ご注意



ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名

代金代金代金代金 １０，７００円１０，７００円１０，７００円１０，７００円
２日目・３日目の昼公演を観劇されない方

延泊されてる方
集合予定時間集合予定時間集合予定時間集合予定時間 ０７：３０～０８：３０

集合場所集合場所集合場所集合場所 ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル 楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください
解散場所解散場所解散場所解散場所 ５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近 宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください
所要時間所要時間所要時間所要時間 約７．５時間

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数 大人２名様（１名様より申込可）
０７：３０～０８：３０頃　ご宿泊ホテルにお迎え
【下車観光】
　グラウンドゼロ、ウォール街、ブルックリンブリッジ、国連本部、
　タイムワーナーセンター（自由昼食）、ダコタハウス、
　セントラルパーク、グラント将軍の墓
【船上観覧】
　自由の女神　⇒　フェリー船上から観覧　（下船は出来ません）
【車窓観光】
　タイムズスクエア、ミートパッキングエリア、グリニッジビレッジ、ソーホー、
　リトルイタリー、中華街、バッテリーパーク、スタッテン島、５番街、
　アメリカ自然史博物館、セントジョーン大聖堂、コロンビア大学、リバーサイドチャーチ
　ハーレム、アポロ劇場、グッゲンハイム美術館、メトロポリタン美術館
１６：００～１６：３０頃　５番街付近にて解散

ご注意ご注意ご注意ご注意 ※国連本部は総会時期など要人が訪れる際は車窓になります
運行催行会社運行催行会社運行催行会社運行催行会社 AT NEW YORK & COMPANY, 　CUE INTERNATIONAL INC　他

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名

代金代金代金代金 ８，８００円８，８００円８，８００円８，８００円
２日目・３日目の昼公演を観劇されない方

延泊されてる方
集合予定時間集合予定時間集合予定時間集合予定時間 .０７：４０

集合場所集合場所集合場所集合場所 ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテル 宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください
解散場所解散場所解散場所解散場所 ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテル 宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください
所要時間所要時間所要時間所要時間 約６．５時間

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数 大人２名様（１名様より申込可）
予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール ０７：４５　ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン・ホテルを出発

【下車観光】
　ワシントン広場*、バッテリーパーク、グラウンドゼロ*、ミートパッキングエリア
　ハイライン、チェルシーマーケット（自由昼食）　　　　　*車窓の場合有
【下船観覧】
　自由の女神　⇒　リバティー島上陸　
【車窓観光】
　タイムズスクエア、コリアンタウン、フラットアイアンビル、ソーホー、チャイナタウン、
　官庁街、ウォール街、チェルシーピア、イントレビット博物館
１４：００～１４：３０頃　ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルにて解散

ご注意ご注意ご注意ご注意 ※濃霧や悪天候の場合のフェリー運行中止の際、リバティー島への上陸が出来ません
※チェルシーマーケットにて約一時間程度のランチタイムがあります。
※リバティー島には上陸しますが時間・予約の都合で女神には入りません

運行催行会社運行催行会社運行催行会社運行催行会社 H.I.S. INTERNATIONAL TOURS, INC　他

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

③　ニューヨーク１日観光　　　　　.③　ニューヨーク１日観光　　　　　.③　ニューヨーク１日観光　　　　　.③　ニューヨーク１日観光　　　　　.

④　自由の女神上陸とニューヨーク午前半日観光④　自由の女神上陸とニューヨーク午前半日観光④　自由の女神上陸とニューヨーク午前半日観光④　自由の女神上陸とニューヨーク午前半日観光

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール



代金代金代金代金 １３，８００円１３，８００円１３，８００円１３，８００円
２日目・３日目の昼公演を観劇されない方

延泊されてる方
集合予定時間集合予定時間集合予定時間集合予定時間 .０９：１０

集合場所集合場所集合場所集合場所 ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテル 宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください
解散場所解散場所解散場所解散場所 ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前 宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください
所要時間所要時間所要時間所要時間 約７時間

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数 大人２名様（１名様より申込可）
０９：１５　ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン・ホテルを出発
　市バス又は地下鉄でメトロポリタン美術館へ
１０：００頃　メトロポリタン美術館にて芸術鑑賞
１２：００頃　メトロポリタン美術館のカフェなどで自由昼食休憩
１３：３０頃　ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）へ移動
１４：０５頃　ＭｏＭＡにて芸術鑑賞
１６：００頃　ＭｏＭＡ前にて解散
※移動の基本は徒歩もしくは公共交通機関となります
※ガイドさんのペースでの館内説明となります

運行催行会社運行催行会社運行催行会社運行催行会社 AT NEW YORK & COMPANY　他

代金代金代金代金 ７，０００円７，０００円７，０００円７，０００円
２日目・３日目の昼公演を観劇されない方

延泊されてる方
集合予定時間集合予定時間集合予定時間集合予定時間 .０９：１０

集合場所集合場所集合場所集合場所 ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテル 宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください
解散場所解散場所解散場所解散場所 メトロポリタン美術館前メトロポリタン美術館前メトロポリタン美術館前メトロポリタン美術館前 宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください
所要時間所要時間所要時間所要時間 約３時間

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数 大人２名様（１名様より申込可）
０９：１５　ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン・ホテルを出発
　市バス又は地下鉄でメトロポリタン美術館へ
１０：００頃　メトロポリタン美術館にて芸術鑑賞
１２：００頃　メトロポリタン美術館前にて解散
※移動の基本は徒歩もしくは公共交通機関となります
※ガイドさんのペースでの館内説明となります

運行催行会社運行催行会社運行催行会社運行催行会社 AT NEW YORK & COMPANY　他

代金代金代金代金 ７，６００円７，６００円７，６００円７，６００円
２日目・３日目の昼公演を観劇されない方

延泊されてる方
集合予定時間集合予定時間集合予定時間集合予定時間 .１３：５５

集合場所集合場所集合場所集合場所 ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテル 宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください
解散場所解散場所解散場所解散場所 ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前 宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください宿泊ホテルまでは各自でお帰りください
所要時間所要時間所要時間所要時間 約７時間

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数 大人２名様（１名様より申込可）
１４：００　ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン・ホテルを出発
　徒歩にてＭｏＭＡへ
１４：０５頃　ＭｏＭＡにて芸術鑑賞
１６：００頃　ＭｏＭＡ前にて解散
※移動は徒歩となります
※ガイドさんのペースでの館内説明となります

運行催行会社運行催行会社運行催行会社運行催行会社 AT NEW YORK & COMPANY　他

予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール

ご注意ご注意ご注意ご注意

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール

ご注意ご注意ご注意ご注意

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名

予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール

ご注意ご注意ご注意ご注意

⑥　ニューヨーク美術館ツアーＢ　午前　（限定人数）⑥　ニューヨーク美術館ツアーＢ　午前　（限定人数）⑥　ニューヨーク美術館ツアーＢ　午前　（限定人数）⑥　ニューヨーク美術館ツアーＢ　午前　（限定人数）
美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名

⑤　ニューヨーク美術館ツアーＡ　１日　（限定人数）⑤　ニューヨーク美術館ツアーＡ　１日　（限定人数）⑤　ニューヨーク美術館ツアーＡ　１日　（限定人数）⑤　ニューヨーク美術館ツアーＡ　１日　（限定人数）
美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名
⑦　ニューヨーク美術館ツアーＣ　午後　（限定人数）⑦　ニューヨーク美術館ツアーＣ　午後　（限定人数）⑦　ニューヨーク美術館ツアーＣ　午後　（限定人数）⑦　ニューヨーク美術館ツアーＣ　午後　（限定人数）

美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内美術専門日本人ガイドがご案内



ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名

代金代金代金代金 ６５，０００円６５，０００円６５，０００円６５，０００円
観劇放棄で終日自由行動の方

延泊されてる方
集合予定時間集合予定時間集合予定時間集合予定時間 ０５：００～０７：００

集合場所集合場所集合場所集合場所 ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル 楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください楽々集合：宿泊ホテルでお待ちください
解散場所解散場所解散場所解散場所 ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル 楽々解散：宿泊ホテルまでお送りします楽々解散：宿泊ホテルまでお送りします楽々解散：宿泊ホテルまでお送りします楽々解散：宿泊ホテルまでお送りします
所要時間所要時間所要時間所要時間 約１６時間

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数 大人２名様（１名様より申込可）
０５：００～０７：００頃　ご宿泊ホテルにお迎え
ニューヨークからナイアガラへ飛行機移動　（飛行機へのガイド同行はありません）
ナイアガラで現地係員がお待ちしております
＊遊覧船で滝壺へ
＊幅670ｍあるカナダ滝を眼の前に見ることのできるテーブルロックへご案内
＊ナイアガラの滝を見下ろせる展望レストランにてバイキングの昼食
＊カナダ名産メイプルシロップやカナダ産アイスワインなどのショッピング
ナイアガラからニューヨークへ飛行機移動　（飛行機へのガイド同行はありません）
２０：３０～２２：００頃　ご宿泊ホテルまでお送り
※ご予約時にパスポート番号・有効期限・生年月日が必要となります
※ご予約と同時に１２，０００円のデポジットが必要となりコチラの返金は一切ありません
※ご利用４５日前から７０％、２５日前からは１００％の変更・取消料となります
AT NEW YORK & COMPANY, 　JTB TRAVEL NETWORK,COMPANY
H.I.S. INTERNATIONAL TOURS, INC, CUE INTERNATIONAL INC　他

ツアー名ツアー名ツアー名ツアー名

シカゴ　目安　約１８，０００円シカゴ　目安　約１８，０００円シカゴ　目安　約１８，０００円シカゴ　目安　約１８，０００円 ライオンキング　目安　約２１，０００円ライオンキング　目安　約２１，０００円ライオンキング　目安　約２１，０００円ライオンキング　目安　約２１，０００円
オペラ座の怪人　目安　約１７，０００円オペラ座の怪人　目安　約１７，０００円オペラ座の怪人　目安　約１７，０００円オペラ座の怪人　目安　約１７，０００円 アラジン　目安　約２１，０００円アラジン　目安　約２１，０００円アラジン　目安　約２１，０００円アラジン　目安　約２１，０００円

到着日※

２日目・３日目の夜公演を観劇されない方
延泊されてる方

開演予定時間開演予定時間開演予定時間開演予定時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各公演による　　夜公演は１９：００～　か　２０：００～　が多い
集合・解散場所集合・解散場所集合・解散場所集合・解散場所 各公演会場各公演会場各公演会場各公演会場 宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください宿泊ホテルからは各自でご集合ください

所要時間所要時間所要時間所要時間 各公演による
最少手配枚数最少手配枚数最少手配枚数最少手配枚数 大人１名様

※リクエストでお預かりさせていただき後日回答となります
　　手配完了正式回答後は、お客様の買取となり返金は一切ございません

お客様がご宿泊のホテルとなります
マリオット、ホリディインそれぞれ
５４ストリートの６番街と７番街の間
マリオットから徒歩約１５分

集合・解散場所集合・解散場所集合・解散場所集合・解散場所 ホリディインから徒歩約１８分
５６ストリートと５７ストリートの間の５番街

についてについてについてについて マリオットから徒歩約２２分
ホリディインから徒歩約２０分
イースト８２ストリートの５番街付近
マリオットから徒歩約４５分
ホリディインから徒歩約４１分
５３ストリートの５番街と６番街の間
マリオットから徒歩約１７分
ホリディインから徒歩約２０分

※ご宿泊ホテル以外のご集合場所にはお客様ご自身でご移動ください
※ご案内します確定集合時間には遅れない様に余裕を持ってご移動ください
※混載ツアーの為出発時間になりましたらツアーは出発となりますのでご注意願います

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

代金代金代金代金
上記は平日公演の目安となり週末は３，０００円ほど高くなります上記は平日公演の目安となり週末は３，０００円ほど高くなります上記は平日公演の目安となり週末は３，０００円ほど高くなります上記は平日公演の目安となり週末は３，０００円ほど高くなります

座席位置は１階オーケストラ席又は２階メザニン席のエリアの予定座席位置は１階オーケストラ席又は２階メザニン席のエリアの予定座席位置は１階オーケストラ席又は２階メザニン席のエリアの予定座席位置は１階オーケストラ席又は２階メザニン席のエリアの予定

ご注意ご注意ご注意ご注意

ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル

ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテルニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンホテル

５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近５番街ティファニー付近

メトロポリタン美術館前メトロポリタン美術館前メトロポリタン美術館前メトロポリタン美術館前

ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前ＭｏＭＡ（ニューヨーク近代美術館）前

申込可能条件申込可能条件申込可能条件申込可能条件

予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール予定スケジュール

ご注意ご注意ご注意ご注意

運行催行会社運行催行会社運行催行会社運行催行会社

⑧　ナイアガラの滝　日帰り観光　（昼食付）⑧　ナイアガラの滝　日帰り観光　（昼食付）⑧　ナイアガラの滝　日帰り観光　（昼食付）⑧　ナイアガラの滝　日帰り観光　（昼食付）

⑨　ミュージカルチケット手配代行　　⑨　ミュージカルチケット手配代行　　⑨　ミュージカルチケット手配代行　　⑨　ミュージカルチケット手配代行　　　リクエスト受け・手配完了後買取　リクエスト受け・手配完了後買取　リクエスト受け・手配完了後買取　リクエスト受け・手配完了後買取


