
ロンドンデスク

ロンドンデスクロンドンデスク

ロンドンデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

人気の3大スポットを1日で！　ウィンザー、バース、ストーンヘンジ

観光1日ツアー（入場、パックランチ付）

MBL3T 111ポンド 101ポンド

4つも行っちゃう！

コッツウォルズの欲張り村巡り１日観光ツアー

MBL3WA 55ポンド 45ポンド

「貴婦人の城」と世界遺産を訪問！

リーズ城、カンタベリーとドーバー 観光1日ツアー

（リバークルーズ、パックランチ付）

MBL3L 101ポンド 91ポンド

2大人気スポットに大学街も散策！

ウィンザー、ストーンヘンジ、オックスフォード 観光1日ツアー

（入場、パックランチ付）

MBL3N 102ポンド 92ポンド

パリデスク

パリデスクパリデスク

パリデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

モンサンミッシェルとノルマンディの港町オンフルール

1日ツアー（自由見学）

9F 118ユーロ 62ユーロ

【先着限定】先端部プレミアム席！

セーヌ川ディナークルーズツアー

（ディナー、ドリンク、パリホテルお送り付）

10G 290ユーロ 190ユーロ

モンマルトル散策付き！パリ市内観光午前ツアー

1A 49ユーロ 20ユーロ

セーヌ川ディナークルーズツアー

(ディナー、ドリンク付)

10 160ユーロ 90ユーロ

フランクフルトデスク

フランクフルトデスクフランクフルトデスク

フランクフルトデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

【ミュンヘン発】

欲張り観光！ノイシュバンシュタイン城・リンダーホーフ城・ヴィース

教会1日観光ツアー

 (日本語観光ガイド付き、入場料込み)

MBFB1

89ユーロ

44ユーロ

【フランクフルト発】

古城街道沿いの古都ハイデルベルク日帰り観光

（英語ガイド同行※日本語音声ガイドあり／ボックスランチ付き）

MBF18 79ユーロ 60ユーロ

【フランクフルト発】

ベテラン日本語観光ガイドと巡るフランクフルト旧市街散策ツアー

MBFW1 89ユーロ 89ユーロ

【共通のご案内・ご注意事項】

・優待利用は海外アシスタンデスクへ来店または電話でのお申込、セゾン/UCカードでのお支払いに限ります。

ツアーWEBサイト、および日本窓口からのお申込は優待適用にはなりませんのでご注意ください。

・お申し込み時、セゾン/UCカード優待利用の旨申し込み時にお申し出ください。

お申し出がない場合は優待対象外となりますのでご注意ください。

・優待はやむおえず中止または変更となる場合がございます。予めご了承ください。

・カード会員ご本人様からの申し込みが必要となります。

　詳細は直接海外アシスタンスデスクへお問い合わせください。

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

海外オプショナルツアー割引ご優待一覧海外オプショナルツアー割引ご優待一覧海外オプショナルツアー割引ご優待一覧海外オプショナルツアー割引ご優待一覧

各デスクまでお電話またはご来店にてセゾン・UCカードご優待適用希望の旨お申出いただきお申し込

みください。（WEBページからの申込は対象外です。）ツアーの詳細は対象ツアー名をクリックすると確

認できます。

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より10％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より10％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=GB&cityCode=LON&itemCode=MBL3T
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=GB&cityCode=LON&itemCode=MBL3WA
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=GB&cityCode=LON&itemCode=MBL3L
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=GB&cityCode=LON&itemCode=MBL3N
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=FR&cityCode=PAR&itemCode=MBP9F
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=FR&cityCode=PAR&itemCode=MBP10G
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=FR&cityCode=PAR&itemCode=MBP1A
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=FR&cityCode=PAR&itemCode=MBP10
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=DE&cityCode=MUC&itemCode=MBFB1
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=DE&cityCode=FRA&itemCode=MBF18
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=DE&cityCode=FRA&itemCode=MBFW1


ウィーンデスク

ウィーンデスクウィーンデスク

ウィーンデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

公認日本語ガイドと巡るウィーン市内観光午前ツアー

（パノラマビューを満喫できる5つ星ホテルランチ付）

MBV1ALL 200ユーロ 100ユーロ

ウィーンの森半日観光ツアー＜午後＞

2名様より

MBV2

180ユーロ

＜11月以降＞

185ユーロ

90ユーロ

＜11月以降＞

95ユーロ

ウィーン美術史美術館観光

（ハプスブルク家が収集した美術品にふれる）

MBV14 105ユーロ 55ユーロ

マドリードデスク

マドリードデスクマドリードデスク

マドリードデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

ユーロ（大人）

通常価格

ユーロ（子供）

プラド美術館入場！

午前マドリード市内見どころ巡りと欲張り市場散策

MBM1 59ユーロ 47ユーロ

!!展望台からの眺めは絶景!!

世界遺産の街 トレド半日観光 (午後)

MBM2 64ユーロ 51ユーロ

世界最古の水道橋！世界遺産セゴビア古都観光 午前散策

（アルカサル入場付）

MBM3 68ユーロ 58ユーロ

バルセロナデスク

バルセロナデスクバルセロナデスク

バルセロナデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

サグラダファミリアエレベーター搭乗付き！王道のバルセロナ市内

観光 午前ツアー

MBM7E 73ユーロ 58ユーロ

【プライベート】専用車でらくらく！モンセラットとコロニアグエル観光

午後ツアー(観光ガイド・専用車付）

MBM8P

【プライベート】

プレミアム・バルセロナ市内観光午前ツアー+パエリヤランチ!

(観光ガイド、専用車付)

MBM55

ニューヨークデスク

ニューヨークデスクニューヨークデスク

ニューヨークデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

ウッドベリーコモンニューヨークアウトレットショッピングツアー

1080 69ドル 69ドル

オーランドデスク

オーランドデスクオーランドデスク

オーランドデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

デイトナ1日観光

6308 285ドル 275ドル

ダリ美術館とクリアウォーター･ビーチ1日観光

6309 295ドル 285ドル

セント･オーガスティン1日観光

6310 295ドル 285ドル

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

4名様参加時/お一人様 120ユーロ

3名様参加時/お一人様 160ユーロ

2名様参加時/お一人様 180ユーロ

1名様参加時/お一人様 320ユーロ

4名様参加時/お一人様 230ユーロ

3名様参加時/お一人様 255ユーロ

2名様参加時/お一人様 355ユーロ

1名様参加時/お一人様 585ユーロ

有効利用期限2020年3月31日まで

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より3％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=AT&cityCode=VIE&itemCode=MBV1ALL
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=AT&cityCode=VIE&itemCode=MBV2
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?cityCode=VIE&itemCode=MBV14&itemTypeCode=MB
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=ES&cityCode=MAD&itemCode=MBM1
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=ES&cityCode=MAD&itemCode=MBM2
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=ES&cityCode=MAD&itemCode=MBM3
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=ES&cityCode=BCN&itemCode=MBM7E
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=ES&cityCode=BCN&itemCode=MBM8P
http://mybus-europe.jp/mybus-jp/eBroucher.do?countryCode=ES&cityCode=BCN&itemCode=MBM55
https://www.looktour.net/Tour/1080
https://www.looktour.net/Tour/6308
https://www.looktour.net/Tour/6309
https://www.looktour.net/Tour/6310


サンフランシスコデスク

サンフランシスコデスクサンフランシスコデスク

サンフランシスコデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

カニナイトツアー

OP-DNR-SD1-19 160ドル 160ドル

トロントデスク

トロントデスクトロントデスク

トロントデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

ナイアガラ1日観光

V000 230カナダドル 200カナダドル

ホノルルデスク

ホノルルデスクホノルルデスク

ホノルルデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

天使の海ピクニック・セイル

HNLOMATEN011 137ドル 116ドル

オアフ島一周よくばり観光

HNLOSSCIY001

127ドル

 117ドル

３スター・サンセット・クルーズ（送迎付き）

HNLOCR3ST011

166ドル

106ドル

香港デスク

香港デスク香港デスク

香港デスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

香港定番観光1日コース

HKGOMBLKHSSI 650香港ドル 450香港ドル

バンコクデスク

バンコクデスクバンコクデスク

バンコクデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

バンコク市内観光(午前・午後）

BKKOKBKKHDAM

BKKOKBKKHDPM

 1700バーツ 1200バーツ

アユタヤ観光（午前・午後）

BKKOKAYUHDAM

BKKOKAYUHDPM

1500バーツ 1000バーツ

南国情緒を味わう水上マーケット観光＆象乗り体験

BKKOKDAMELEP 2000バーツ  1200バーツ

シンガポールデスク

シンガポールデスクシンガポールデスク

シンガポールデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

日本語音声トラム確約！ナイトサファリ・アニマルナイト

SINOSAAI01SN 150シンガポールドル 130シンガポールドル

シンガポールフライヤーにも乗車！

シンガポール魅力満載市内観光

（飲茶ランチつき！！）

SINOSSAI01SS 100シンガポールドル 70シンガポールドル

開園20分前から優先入場！ユニバーサル･スタジオ･シンガポール

FREE＆EASY

SINOUSSI05SS 108シンガポールドル 78シンガポールドル

【ジュエルボックス】夜景観賞＋リバーボート＋光のショー＋レッド

ハウス夕食付

SINOBOXI01SS 138シンガポールドル 98シンガポールドル

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5＄

＄＄

＄OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5CA$割引

割引割引

割引

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より3％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より10％

％％

％OFF

http://www.sfdream.us/opencart/index.php?route=product/product&path=3&product_id=139
http://www.jtb.ca/JWeb/Tour/V000
https://www.hawaiioption.com/tour/309521
https://www.hawaiioption.com/tour/200003942
https://www.hawaiioption.com/tour/309613
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p250352/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p200002695?areaCd=&countryCd=TH&aff=AP_TH001&utm_medium=affiliate&utm_term=ap_opt_api&utm_campaign=fit_opt&utm_source=ap_THA_api
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p200002702?areaCd=&countryCd=TH&aff=AP_TH001&utm_medium=affiliate&utm_term=ap_opt_api&utm_campaign=fit_opt&utm_source=ap_THA_api#sic__modal-calendar
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p200004910?areaCd=&countryCd=TH&aff=AP_TH001&utm_medium=affiliate&utm_term=ap_opt_api&utm_campaign=fit_opt&utm_source=ap_THA_api
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p289487/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p268168/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p295192/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p200007685/


クアラルンプールデスク

クアラルンプールデスククアラルンプールデスク

クアラルンプールデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

見どころクアラルンプール

KULOSSFDCITY 350リンギット 250リンギット

ヒンズー教の聖地バツー洞窟観光

（食事あり）

KULOSSBATUCV 280リンギット 190リンギット

世界遺産マラッカと名物ニョニャ料理

（食事あり)

KULOSSMKZ1DY 470リンギット 350リンギット

マレーシア三大宗教の旅

（食事あり）

KULOSSBLUEMQ 350リンギット 280リンギット

北京デスク

北京デスク北京デスク

北京デスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

定番の見どころを全部まわっちゃえ！パワフル北京 八達嶺万里の

長城・明の十三陵（車窓）/昼食は北京の名物・ジャージャー麺（炸

酱面）・頤和園/鳥の巣・水立方（車窓）

【土・日・祝日出発プラン】

PEKOFSSNW8H3

【毎日出発専用車プラン】

PEKOFSSNW8H4

【土・日・祝日出発プラン】 599元

【毎日出発専用車プラン】 1100元

【土・日・祝日出発プラン】

599元

【毎日出発専用車プラン】

1100元

半日でも、八達嶺長城だけはハズせないデショ！（半日/昼食なし）

【土・日・祝日出発プラン】

PEKOFBSSS424

【毎日出発専用車プラン】

PEKOFBSSS426

【土・日・祝日出発プラン】

450元

【毎日出発専用車プラン】

680元

【土・日・祝日出発プラン】

450元

【毎日出発専用車プラン】

680元

長城も市内観光も制覇しよう！

よくばり北京観光　天安門広場・故宮・八達嶺長城

【土・日・祝日出発プラン】

PEKOFBSSS806

【土・日・祝日出発プラン】690元

【土・日・祝日出発プラン】

690元

大連デスク

大連デスク大連デスク

大連デスク

対象ツアー

ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

旅順1日観光

DLCOOSSRYJ8H 850元 850元

大連町歩き

DLCOFSSMAKK1 650元 650元

専用車チャーター郊外（旅順）へ行く　（セダン5時間）

DLCOOJWSDN5H

ソウルデスク

ソウルデスクソウルデスク

ソウルデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

ソウル午前半日観光

Aプラン： 指定場所にて集合・解散

Bプラン： 宿泊ホテル送迎付き

SELOSELGOZEN

ソウル終日観光

Aプラン： 指定場所にて集合・解散

SELOSELSHUJI

A：55,000ウォン

B：69,000ウォン

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2019年11月30日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

3名様までセダン1台 1300元

有効利用期限2020年3月31日まで

98,000ウォン

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より10％

％％

％OFF

http://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p200002493?areaCd=ASI&countryCd=MY&cityCd=KUL&parentCategoryId=1
http://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p192508?areaCd=ASI&countryCd=MY&cityCd=KUL&parentCategoryId=1&aff=AP_MY001
http://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p160461?areaCd=ASI&countryCd=MY&cityCd=KUL&parentCategoryId=1&aff=AP_MY001
http://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p200002519?areaCd=ASI&countryCd=MY&aff=AP_MY001
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p310219/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p310153/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p310223/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p309992/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p309909/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p309898/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p311426/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p311274/


ホーチミンデスク

ホーチミンデスクホーチミンデスク

ホーチミンデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

悠久の大河メコン川とミトー1日観光

SGNOMYTHOCRZ 50ドル 30ドル

ホーチミン半日市内観光

（午前発／午後発）

【午前】SGNOHCMCSSAM

【午後】SGNOHCMCSSPM

30ドル 20ドル

水上人形劇とベトナム料理の夕食

SGNOWPSVNDNR 45ドル 45ドル

シェムリアップデスク

シェムリアップデスクシェムリアップデスク

シェムリアップデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

密林に眠る大遺跡  ベンメリア遺跡観光

（食事なし・午前発）

REPOBEMALAAM 75ドル 55ドル

雄大! アンコールワットの朝日鑑賞

REPOAKRWTSUN 25ドル 20ドル

定番！世界遺産 アンコールトム＆アンコールワット1日観光

（昼食付き）

REPOATAWFDSS 70ドル 50ドル

オークランドデスク

オークランドデスクオークランドデスク

オークランドデスク

対象ツアー ツアーコード

通常価格

（大人）

通常価格

（子供）

ワイトモ＆ホビトン1日観光（日本語ガイドつき）

GS16HWJ

421ニュージーランドドル 210ニュージーランドドル

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

有効利用期限2020年3月31日まで

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より5％

％％

％OFF

通常価格より

通常価格より通常価格より

通常価格より10％

％％

％OFF

https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p311614/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p311598/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p311599/
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p311462?areaCd=&countryCd=KH&aff=AP_KH001&utm_medium=affiliate&utm_term=ap_opt_api&utm_campaign=fit_opt&utm_source=ap_KHM_api
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p311465?areaCd=&countryCd=KH&aff=AP_KH001&utm_medium=affiliate&utm_term=ap_opt_api&utm_campaign=fit_opt&utm_source=ap_KHM_api
https://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p311468?areaCd=&countryCd=KH&aff=AP_KH001&utm_medium=affiliate&utm_term=ap_opt_api&utm_campaign=fit_opt&utm_source=ap_KHM_api
http://www.jtb.co.nz/tour/tour_day.php?id=612

