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スロベニア・クロアチア～アドリア海の国々へ

千歳発着12日間 ㈱世界紀行ボスニア・ヘルツェゴビナとモンテネグロの世界遺産も訪問 日次 都市名 スケジュールと見どころ 宿泊地とお食事
スーツケース無料託送サービス　ご自宅～空港

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅
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「スロベニアの瞳」と形容されるブレッド湖。ユリアン･アルプス
に囲まれた静かな湖畔の絶壁に、周りの自然に溶け込むように
してブレッド城が建ち、湖の真ん中には、スロベニア唯一の小島
が聖母マリア被昇天教会を乗せて浮かんでいるかのように見え
ます。その景色は、まるで絵から飛びだしてきたかのようなメル
ヘンの世界です。小島へは、ブレッド湖特有の手漕ぎボードに
て、のんびりと湖を遊覧しご案内いたします。また、ブレッド湖に
はゆったり連泊し、美しいヴィントガル渓谷にもご案内します。

■ブレッド湖／ベスト・ウェスタン、リブノ、パー
ク、ゴルフ、アストリア、サヴィツァ
■オパティヤ／ブリストル、アンバサダー、オパ
ティヤ、アストリア・デザイン
■プリトヴィツェ国立公園／イェゼロ、プリトヴィツェ
■スプリット／グロボ、アトリウム、アート、パー
ク、ダルミナ
■ドブロブニク／プレジデント、ラクロマ、ヒルト
ン、グランド・ホテル・パーク、ホテル・フロアテ
ア・ソアブタット
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

　クロアチアは、内陸部には緑豊かな山々や湖があり、海岸
部に出ると驚くほど透き通ったエメラルドグリーンとコバルト
ブルーのアドリア海が広がっています。この変化に富んだ自
然に加え、東西文化の十字路として、多様な文化の影響を受
けた中世そのままの街々が点在しています。
　当社の定番コースとなりましたが、今年もツアーの質と内
容にこだわった１2日間の日程でご案内いたします。
　アルプスの瞳・ブレッド湖、イーストラ半島のリゾート地･オ
パティヤ、古代ローマの遺跡が残るスプリットに2連泊、そし
てアドリア海の真珠と称されるドブロブニクには３連泊で
す。ボスニアの世界遺産モスタールや、モンテネグロの世界
遺産・中世都市コトールへも足をのばします。

■募集人員／18名様定員
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食10回・昼食7回・夕食9回 
■成田空港使用料／￥2,610
■旅券残存期間／帰国時3ヶ月以上
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
しません。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅～空港～ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金（成田・ヘルシン
キ間のみ）￥330,000
※大阪・福岡発着：同一料金
※成田発着：￥10,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

ドブロブニク

ブレッド湖･聖母マリア被昇天教会

イーストラ半島

ブレッド湖

　イーストラ半島は、クロアチアで最も長くベ
ネチアと歴史･文化を共有してきた地域です。
そのため、街並み、文化、料理などに中世ベネチ
アの影響が色濃く残っています。海岸線には、
ローマ時代からの歴史ある港町やビーチ･リゾ
ートが多く、内陸の丘陵地帯には中世の面影を
残す石造りの町や村が点在し、美しい景観をご
覧いただけます。世界遺産のビザンチン時代の
荘厳なモザイクがあるエウフラシス・バジリカで
有名なポレチ、世界で6番目の規模を誇るプー
ラの円形闘技場、また、小舟が浮かぶ港と中世
の街並みがそのまま残るロヴィーニなど、魅力
溢れる街々を訪ねます。
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■朝、千歳空港より日本航空国内線にて、成田空港へ［07:50発］。
■午前、成田空港よりフィンランド航空にて、ヘルシンキで乗継ぎ、 スロベニ
ア の首都リュブリャーナ［18:30着］へ。着後、専用バスにて、ディナール･
アルプスに佇む「アルプスの瞳」と称されるブレッド湖へ。

ブレッド湖に連泊 です。
─

■午前、手漕ぎボートにて、ブレッド湖の小島に渡り、願いが叶うといわれる
鐘がある聖母マリア被昇天教会を訪ねます。また、断崖にそびえ立つブレ
ッド城へもご案内します。
■昼食はブレッド湖名産の新鮮なマスのグリルをお召し上がりください。
■午後、トリグラウ山の麓のヴィントガル渓谷へ。エメラルドグリーン色の美
しい小川を見ながらの散策をお楽しみください。
─

■朝、専用バスにて、世界有数の規模を誇るポストイナ鍾乳洞へ。途中、スロ
ベニアの首都・リュブリャーナに立寄り、旧市街を散策します。

■ポストイナ到着後、トロッコ列車にて鍾乳洞奥深くまで入り、その後、徒歩
にて鍾乳洞内部を見学します。
■午後、専用バスにて、 クロアチア に入国し、イーストラ半島のリゾート地･
オパティヤへ。
オパティヤに連泊 です。
─

■終日、専用バスにて、ベネチア統治の影響により、クロアチアとイタリアの
混合文化を持つイーストラ半島西部を巡ります。

■午前、ポレチの 世界遺産エウフラシス･バジリカ を見学したのち、イース
トラ半島で最も美しく絵になる港町・ロヴィーニにて、ベネチア風の旧市街
を散策します。昼食は、シーフード料理です。
■午後、半島先端に位置するプーラへ。保存状態の良いローマ時代の円形
闘技場をご案内します。
─

■午前、専用バスにて、 世界遺産プリトヴィツェ国立公園 へ。
■途中、いくつもの滝が美しい、『小プリトヴィツェ』とも呼ばれるラストケ村
に立寄ります。
■午後、16のエメラルドグリーンとコバルトブルーの湖が滝で連なっている
プリトヴィツェ国立公園の美しい自然の中を、徒歩とボートにて、のんびり
と散策します。
─

■午前、専用バスにて、トロギールへ。途中、アドリア海に浮かぶ中世都市プ
リモシュテンのビューポイントへご案内します。
■トロギール着後、 世界遺産トロギール にて、レリーフが美しい聖ロブロ大
聖堂や迷路のような旧市街を散策します。
■夕刻、クロアチア最大の港町・スプリットへ。
スプリットに連泊 です。
─

■午前、 世界遺産ディオクレティアヌス帝の宮殿跡 であるスプリット旧市街
を見学します。ディオクレティアヌス帝時代にユピテル神に捧げられ、のち
にその姿を変えた世界最小の大聖堂、プレロマネスク様式の洗礼堂、かつ
てワイン倉庫等として利用された宮殿地下、黄金の門、ヴェネチア時代の
中心地・ナロドニ広場などへご案内します。
■午後、自由行動。ご希望の方は、添乗員がメシュトロヴィッチ美術館へご案
内します。
─

■午前、専用バスにて国境を越え、 ボスニア・ヘルツェゴビナ の古都・モス
タールへ。着後、内戦後に再建されたネレトヴァ川に架かる石橋 世界遺
産スタリモスト 、モスクやトルコの家などオリエンタルな雰囲気が漂うモ
スタール旧市街をご案内します。
■その後、国境を越え クロアチア へ戻り、アドリア海を走り、「アドリア海の
真珠」ドブロブニクへ。

ドブロブニクに３連泊 です。
─

■午前、国境を越え、 モンテネグロ へ入国し、迫り来る山々とフィヨルドの
景観が美しいコトール湾沿いを走り、コトールへ。聖トリフォン大聖堂など 
世界遺産コトール旧市街 をご案内いたします。
■午後、ドブロブニクへ戻り、夕刻、旧市街を海から眺めるボートクルーズを
お楽しみください。夕食は、ドブロブニク旧市街のレストランにて、エビの
グリルです。
─

■午前、 世界遺産ドブロブニク旧市街 の観光。大聖堂、フランシスコ会修道
院、レクター宮殿などをご案内いたします。
■その後、自由行動。コバルト･ブルーの海とオレンジ色の家並みが美しい
旧市街の散策をお楽しみください。添乗員も城壁の散策や旧市街を上か
ら見渡せるスルジ山（実費）などへご案内いたします。

─
■午前、フィンランド航空にて、ヘルシンキへ［10:45発］。着後、フィンラン
ド航空を乗継ぎ、帰国の途へ。
─

■午前、成田空港到着［08:55着］。
■入国審査・税関検査ののち、日本航空にて、千歳へ。千歳空港到着後、解散
［12:10着］。※予約状況により、羽田経由となる場合がございます。

［ブレッド湖泊］×Ｋ×

［ブレッド湖泊］ＢＬＤ

［オパティヤ泊］ＢＬＤ

［オパティヤ泊］ＢＬＤ

［プリトヴィツェ国立公園泊］ＢＬＤ

［スプリット泊］Ｂ×Ｄ

［スプリット泊］ＢＬＤ

［ドブロブニク泊］ＢＬＤ

［ドブロブニク泊］ＢＬＤ

［ドブロブニク泊］Ｂ×Ｄ

［機中泊］Ｂ×Ｋ
※右記の時間は､すべて現地時間で表示されております。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
※利用予定航空会社：フィンランド航空、オーストリア航
空、ルフトハンザ・ドイツ航空、全日空、日本航空、エール
フランス（利用航空会社により経由地、及び発着時間帯
が変わります）

Ｋ××

5月12日（金）発～5月23日（火）着…￥498,000
￥64,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金
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