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株式会社 阪急交通社
株式会社 阪急コミュニケーションズ
阪急コミュニケーションズ
阪急交通社×
阪急交通社×雑誌『
雑誌『フィガロジャポン』
フィガロジャポン』共同企画
「フィガロ・
フィガロ・ヨーロッパ ＆フィガロ・
フィガロ・ハネムーン」
ハネムーン」
雑誌に
雑誌に広がる世界
がる世界を
世界を旅する夢
する夢のツアー フィガロツアーが
フィガロツアーが誕生！
誕生！

株式会社 阪急交通社と株式会社 阪急コミュニケーションズは、旅行、出版それぞれの事業のノウハウを活かして雑
誌『フィガロジャポン』に広がる世界を旅する夢のツアー“フィガロツアー” 全 12 コースを共同プロデュース、2013
年 5 月 27 日（月）より販売をスタートいたします。
大人の女性たちにパリシックなライフスタイルを提案する雑誌『フィガロジャポン』で特に人気の高い旅特集のコンテン
ツ力を活かし、編集部が企画協力を行ったパッケージツアー“フィガロツアー”
。ホテルやレストラン、スパや街歩き、
憧れのブティックや雑貨やさん巡りなど、フィガロのホームグラウンドであるパリはもちろん、イタリアや北欧などをお
しゃれに旅する「フィガロ・ヨーロッパ」の 8 コースと、ふたりだけのオリジナルなハネムーンを実現する「フィガロ・
ハネムーン」の 4 コースを販売します。

ここがポイント
ここがポイント！
ポイント！フィガロツアー

『フィガロジャポン』
フィガロジャポン』に掲載されたおしゃれな
掲載されたおしゃれなホテル
されたおしゃれなホテルに
ホテルに宿泊。
宿泊。
参加者全員に
参加者全員にフィガロオリジナルの
フィガロオリジナルの旅アイテムを
アイテムをプレゼント！
プレゼント！
団体観光客向けのお
団体観光客向けのお土産店
きません。
けのお土産店には
土産店には行
には行きません。
ハネムーナーには
ハネムーナーには、
には、フィガロ編集部
フィガロ編集部より
編集部より結婚式
より結婚式に
結婚式に祝電をお
祝電をお届
をお届け。
編集部が
編集部が監修！
監修！街歩きが
街歩きが楽
きが楽しくなるフィガロパスポート
しくなるフィガロパスポートを
フィガロパスポートを進呈。
進呈。
（フランスコースのみ
フランスコースのみ）
のみ）

雑誌『
雑誌『フィガロジャポン』
フィガロジャポン』について

パリ生
パリ生まれ、
まれ、東京育ち
東京育ち。パリシックな
パリシックなライフス
タイルを
タイルを提案する
提案する大人
する大人の
大人の女性のための
女性のためのモード
のためのモード誌
モード誌。
ファッションだけでなく
ファッションだけでなく、
だけでなく、パリ案内
パリ案内をはじめと
案内をはじめと
した旅特集
した旅特集は
旅特集は特に人気が
人気が高く、旅好きの
旅好きの女性
きの女性た
女性た
ちのバイブル
ちのバイブルになっている
バイブルになっている。
になっている。

毎月 20 日発売・定価 650 円（税込）／阪急コミュニケーションズ刊
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http://madamefigaro.jp/

～「フィガロ
～「フィガロ・
フィガロ・ヨーロッパ」
ヨーロッパ」 全 8 コース～
コース～
※2 名様一室・エコノミークラス利用のおひとりさま料金（燃油特別付加運賃込み）

PARIS
乙女なプチホテルにステイ、話題のショコラティエ訪問…お洒落なパリをとことん楽しむ。
●フィガロな
フィガロなパリ 7 日間 \369,800～￥
369,800～￥599,800
～￥599,800

FRANCE
南仏のワイナリー訪問、アンティークマーケットでお買いもの。田舎町も憧れのパリも。
●緑と石畳に
石畳に注ぐ優しい日差
しい日差し
日差し フランス 8 日間￥
日間￥399,800～￥
399,800～￥499,
～￥499,800
499,800

ITALY
ローマ、フィレンツェ、水の都・ベネチア。ルネサンス芸術をたっぷり堪能しよう。
●緑の大地と
大地と古き栄光の
栄光の街並み
街並み イタリア 8 日間￥
日間￥429,800～￥
429,800～￥639,800
～￥639,800

GREECE
陽光を浴びてのんびり島散策、断崖絶壁の美景レストランでのディナーもお楽しみ。
●エーゲ海
エーゲ海に煌めく サントリーニ島
サントリーニ島とミコノス島
ミコノス島 ギリシャ 7 日間￥
日間￥399,800～
399,800～589,800

CENTRAL EUROPE
ザグレブ名門ホテルに泊まって、アールデコ様式のミシュラン 1 つ星店ディナー！
●今もなお 紡がれる数百年
がれる数百年の
数百年の物語を
物語を歩く 中欧 8 日間￥
日間￥439,800～￥
439,800～￥579,800
～￥579,800

SPAIN
アンダルシアの 3 都巡り。普通のツアーでは訪れない“とっておきの”白い街を一望して。
●太陽と
太陽と情熱と
情熱と郷愁に
郷愁に包まれる スペイン 8 日間 \399,800～￥
399,800～￥549,800
～￥549,800

NORDIC COUNTRIES
大好きなヘルシンキ、ストックホルム、コペンハーゲン。あのマリメッコの社食でランチ?!
●モダンデザインあふれる
モダンデザインあふれる理想
あふれる理想の
理想の暮らし・
らし・ 北欧三都めぐり
北欧三都めぐり 8 日間 \369,800～￥
369,800～￥529,800
～￥529,800

TURKE
TURKEY
エキゾチックな風に吹かれて、東西、新旧の混沌を体験する。世界三大美食の国。
●混沌の
混沌の中に輝く遙かなる宝物
かなる宝物 トルコ 8 日間 \299,800～￥
299,800～￥399,800
～￥399,800

２／３

～フィガロ・
フィガロ・ハネムーン 全 4 コース～
コース～
専任の担当者と思い思いに行程をアレンジ、空港のラウンジ利用など、ハネムーン特典も満載です。
※2 名様一室・エコノミークラス利用のおひとりさま料金（燃油特別付加運賃込み）

憧れのエレガントな老舗ホテルではシャンパンと花束の演出。20 区のナイトスポットにもご案内。

●パリ 6 日間 ￥760,000
760,000～￥
,000～￥1,130
～￥1,130,000
1,130,000

送迎は専用リムジン、ロコも憧れる海辺のファイン・ダイニングでロマンチックディナー！

●ハワイ 6 日間 ￥298,000～￥
298,000～￥508,000
～￥508,000

砂漠のオアシスに広がるアラビアンリゾートで過ごす、神秘的でエレガントな時間。

●ドバイ 7 日間 ￥280,000～￥
280,000～￥39
～￥390
390,000

珊瑚礁の海に浮かぶスーパーデラックスな水上ヴィラで、カップルスパを楽しんで。

●モルディブ 8 日間 ￥478,000～
～568,000
478,000
◆「フィガロ・
・ヨーロッパ」「
フィガロ
ヨーロッパ」「フィガロ
」「フィガロ・
フィガロ・ハネムーン」
ハネムーン」◆
各コースの
コースの詳しいツアー
しいツアー内容
ツアー内容は
内容は…

◆「フィガロ・
フィガロ・ヨーロッパ」「
ヨーロッパ」「フィガロ
」「フィガロ・
フィガロ・ハネムーン」
ハネムーン」ＨＰ◆
ＨＰ◆
http://www.hankyuhttp://www.hankyu-travel.com/tyotravel.com/tyo-i/figaro/
（5/27公開予定
5/27公開予定）
公開予定）

＜ツアーに関するお問い合わせ先＞
㈱阪急交通社 東日本営業部 メディア営業二部 商品開発係
ヨーロッパ TEL：03-6745-1800 ハネムーン TEL：03-6745-1888
【受付時間】 月～土 9：30～17:30 日祝日 9:30～15:00

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
株式会社 阪急交通社 広報部
東京

TEL：03-6745-7333 ／ FAX：03-6745-7351

大阪

TEL：06-4795-5711 ／ FAX：06-4795-5724

株式会社 阪急コミュニケーションズ 営業推進部
TEL:03-5436-5726

FAX:03-5436-5760

３／３

