
ヴァレッタ旧市街

シチリア島周遊とマルタの休日

千歳発着14日間 ㈱世界紀行マルタ島・ゴゾ島にゆったり連泊

洗礼者ヨハネの斬首

ヴァレッタ

ツアーのポイント
　地中海の十字路として、古代からの歴史と伝説が息づくシ
チリア島とマルタの美しい街々を連泊中心の日程でご案内
いたします。紺碧の海に包まれて真珠のように美しく佇む地
中海の島々での滞在をお楽しみください。地中海特産の美
食も楽しみます。

光と影の巨匠カラヴァッジオ
　バロック絵画の先駆者カラヴァッジオは、ルネ
サンス以降の絵画に大きな影響を与えた画家
で、彼の画法はルーベンス、ベラスケス、レンブ
ラントといった17世紀を代表する画家たちに受
け継がれ、のちにバロック絵画として開花してい
きます。彼は写実手法、強烈な明暗法を武器と
した美術界の革命児でした。
　マルタの首都・ヴァレッタにある聖ヨハネ大聖
堂に付属する美術館には輝かしい大作『洗礼者
ヨハネの斬首』が展示されており、修復の成果
により、美術書の黄ばんだイメージが吹き飛ん
でしまうほどの迫力で、洗礼者ヨハネは上方から
の光に白い肌を曝し、その血の鮮明な赤、陰影
の明確なコントラストがさらに印象的な作品と
して復活しました。この作品の他にも、カラヴァッ
ジオのもう一つの名画『執筆する聖ヒエロニム
ス』もご覧いただけます。
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マルタ共和国

世界遺産 ヴァレッタ旧市街
　マルタ共和国の首都・ヴァレッタは、1565年、マルタがトルコ軍に包囲
されたグレートシージ（大包囲戦）ののち、フランス人のヨハネ騎士団長ジ
ョン・ド・ラ・バレッドにより
建設されました。ヨーロ
ッパ屈指の天然港グラン
ドハーバーを一望の下に
見渡せるヴァレッタは、
「宮殿の町」とも呼ばれ、
考古学、歴史、芸術、文化
の豊かな遺産都市です。
街並み全てが世界遺産
に登録されています。

■募集人員／18名様限定
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食12回・昼食10回・夕食11回
■旅券残存期間／イタリア・マルタ入国時3ヶ月以上
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
■旅行代金には海外の空港税、航空保安税、燃
油サーチャージが含まれています。
■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はお問合せください。
※成田発着：￥10,000引き
※大阪・名古屋・福岡発着：千歳発着と同一料金

ご旅行条件ご旅行条件

※右記の時間は、すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ
スをご提供できるよう万全の手配努力を致します。
※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。
※写真提供：マルタ観光局
（注1）悪天候の場合は12日目にご案内します。
（注2）騎士団長の宮殿が予告なく急に閉館し、入場観光

できない場合があります。

ご利用ホテル
■シラクーサ／ヴィラ・ポリティ、グランデ・アル
ベルゴ・アルフェオ、グランド・ホテル、パルコ・
デッレ・フォンターネ、リビングストン
■アグリジェント／グランド・ディ・テンプリ、カオ
ス、デッラ・ヴァッレ、パリィオ・デッラ・ルナ、コレ
■パレルモ／ホリディイン、ポリテアマ、プレジ
デント、ポンテ、NHパレルモ、アストリア・パレ
ス、グランドホテル・フェデリコⅡ、クリスタル・
パレス
■タオルミナ／リド・カパレナ、モンテ・タウロ、
ヴィラ・ディオドーロ、エクセルシオール、ヴィ
ラ・シュラー、シリウス、ヴェルベデーレ、ミラ
マーレ、イサベッラ
■マルタ島／コリンシア・サンジョージ、メリディ
アン、ウェスティン、コリンシア・サンジョージ、
メリディアン、ヒルトン、ウエスティン、ラディソ
ン・ブリュ
■ゴゾ島／セント・パトリック、ケンピンスキー、
タチェンチ、グランド・ホテル
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ご利用ホテル

日次 都市名 スケジュールと見どころ 宿泊地とお食事
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朝、航空機にて、成田空港へ。
午前、フィンランド航空にて、ヘルシンキを経由し、イタリア・シチリア島のカ
ターニアへ［11:00発／19:45着］。
着後、専用バスにて、ギリシャ植民地として繁栄を極めたシラクーサへ。
シラクーサに連泊 です。
─

終日、 世界遺産 シラクーサ 市内観光。考古学地区にて、ギリシャ神殿、デュ
オニソスの耳と呼ばれる人口洞窟、ローマ円形闘技場などをご案内します。
また、旧市街地区・オルティージャ島では、古代アテネ神殿の柱がそのまま利
用されている大聖堂、カラヴァッジオ作『聖ルチアの埋葬』が納められる聖ル
チア教会、アレトゥーサの泉へご案内いたします。
─

午前、専用バスにて、バロック建築と陶器の街 世界遺産 カルタジローネ 
へ。着後、旧市街地区の階段に絵タイルが貼られたサンタ・マリア・デル・モン
テの装飾大階段にご案内します。その後、ピアッツァ・アルメリーナにて、ロー
マ時代の 世界遺産 ヴィラ・カサーレ荘のモザイク をご覧いただきます。
夕刻、アグリジェントへ。
─

午前、 世界遺産 アグリジェントの古代都市 「神殿の谷」にて、ヘラ神殿、コ
ンコルディア神殿、ヘラクレス神殿、ゼウス神殿の神殿群を見学いたします。
その後、パレルモ郊外のモンレアーレへ移動し、黄金のモザイクが素晴らし
い 世界遺産 ドゥオーモ や、小列柱の彫刻が見事な修道院の回廊を見学い
たします。
パレルモに連泊 です。
─

終日、パレルモ市内観光。モザイクが美しいノルマン王宮のパラティーナ礼
拝堂、カテドラーレ、ラ・マルトラーナ教会、サン・カダルト教会の 世界遺産 ア
ラブ・ノルマン様式の教会建築群 、ルネッサンス様式の美しいプレトリア広
場、「死の勝利」の巨大なフレスコ画が展示される州立美術館、カラフルな食
材が並ぶ野外市場へご案内します。
─

午前、専用バスにて、ティレニア海沿いの小さな港町・チェファルーに立ち寄
り、映画『ニューシネマ・パラダイス』の舞台となった町の散策をお楽しみくだ
さい。
夕刻、美しいシチリア・リビエラの町・タオルミナへ。
タオルミナに連泊 です。
─

タオルミナ滞在。終日、自由行動。 世界遺産 エトナ山 を臨み、イオニア海に
面した素晴しい風景に囲まれた町並みの散策をお楽しみください。ご希望の
方は、添乗員がウンベルト通りの散策や、ギリシャ劇場へご案内いたします。

─
早朝、専用バスにて、カターニア空港へ。出国審査ののち、マルタ航空にて、
マルタ共和国へ。着後、入国審査ののち、フェリーにて、マルタ島の西６㎞に
位置するゴゾ島へ。着後、世界最古の建造物といわれる 世界遺産 ジュガン
ティーヤ神殿 、聖母御出現の奇跡のタピーヌ教会、数千年に渡る波の浸食
によって窓のように穴があいたアズール・ウィンドー、ホメロス叙事詩「オデュ
ッセイヤ」でうたわれたカリプソの洞窟をご案内します。
ゴゾ島に連泊 です。
─

午前、ゴゾ島の中心地ヴィクトリアの大城塞・シタデルの展望テラスより、ゴ
ゾ島の眺望をお楽しみいただきます。騙し絵が見事な大聖堂にもご案内しま
す。昼食は、ゴゾチーズと名物の野菜のパイをご用意しました。
午後、自由行動。リゾートホテルでゆっくりとお過ごしください。

─
午前、フェリーにて、マルタ島へ戻ります。着後、マルタ島の中心部、平野を
見守るかのように小高い丘に佇む古都イムディーナ（大聖堂とバスティオン
広場、見張り塔）、古都ラバト（聖パウロの地下墳墓）の見学へご案内します。
昼食は、名物アリオッタ（魚のスープ）や、イカの詰め物など、シーフードをお
召し上がりください。
午後、ヨハネ騎士団の基礎が築かれた町・スリーシティーズへ。マルタ騎士団
最初の城塞都市・ヴィットリオーザ、セングレア（セーフヘブン公園の監視塔
や、第一次世界大戦で戦死した旧日本海軍慰霊碑など）へもご案内します。
マルタ島にはゆったり3連泊 です。
─ 

午前、天候が良ければボートにて、マルタ島の青の洞窟へご案内します。そ
の後、絵画的な漁村マルサシュロックへ。マルサシュロックには美しいエメラ
ルドグリーン色の海にマルタ特有のカラフルで可愛らしい漁船がたくさん浮
かぶ風景が広がります。昼食は、マルタ名物のタコのトマト煮です。
午後、ヴァレッタ旧市街の全景がお楽しみいただけるハーバー・クルーズ（混
載）へご案内いたします。海側からの見事な景観をたっぷりとお楽しみくださ
い。
─

午前、 街全体が世界遺産 に登録された ヴァレッタ旧市街 の観光。マルタ
騎士団長の宮殿、マルタ騎士団の守護聖人である聖ヨハネにささげられた
大聖堂、大聖堂付属美術館［カラヴァッジオ作：洗礼者ヨハネの斬首、執筆す
る聖ヒエロニムス］、「マルタのヴィーナス」を展示する国立考古学博物館、
スリーシティーズの眺望が美しいアッパーバラッカ・ガーデンへご案内しま
す。
昼食は、シーフード・パスタとトマトソースのマルタ風ブラジョーリをご用意
しました。
午後、自由行動。安全でのんびりとしたマルタ島での滞在をお楽しみくださ
い。添乗員もお手伝いいたします。
─

午前、フィンランド航空にて、ヘルシンキを経由し、帰国の途へ［10:00発］。

─
午前、成田到着［08:55着］。入国審査・税関検査ののち、航空機にて、千歳
へ。千歳空港到到着後、解散。

［シラクーサ泊］×ＫＫ

［シラクーサ泊］ＢＬＤ

［アグリジェント泊］ＢＬＤ

［パレルモ泊］ＢＬＤ

［パレルモ泊］Ｂ×Ｄ

［タオルミナ泊］ＢＬＤ

［タオルミナ泊］Ｂ×Ｄ

［ゴゾ島泊］ＢＬＤ

［ゴゾ島泊］ＢＬＤ

［マルタ島泊］ＢＬＤ

［マルタ島泊］ＢＬＤ

［マルタ島泊］ＢＬＤ

［機中泊］ＢＫＫ

Ｋ××

10月21日（土）発～11月3日（金）着…￥538,000
￥76,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金
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　シチリア島のタオルミナは、映画「グラン・ブルー」の舞台となった美しい
街です。この街の歴史は大変古く、旧市街にはギリシャ時代からの建築物
も残っており、その一つギリシャ劇場からは、青い海とエトナ山のパノラマ
がご覧いただけます。メインストリートのウンベルト通りには、お洒落なお
店やカフェが並んでいます。ぶらぶら散策したり、ユネスコ世界無形遺産の
プーピー（操り人形）や、アーモンドワイン、リモンチェッロ（レモンリキュー
ル）などのシチリアのお土産を探してみてはどうでしょうか。また、お天気が
よければ、ロープウェーにて海岸線へ下り、ボートでシチリア島の青の洞窟
へ出かけたり、モンテ・タウロへ登ってみるのもお薦めです。バカンス客が
比較的少ない美しいタオルミナの休日をお楽しみください。

シチリア リビエラ～タオルミナの休日
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