
千歳発着12日間 ㈱世界紀行
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ザーンセ・スカンス

マーストリヒト（泊）

トールン

ブリュッセル（泊）

モンス

ゲント（泊）

0 0

デン・ハーグ
ロッテルダム

ベルギーベルギー

デュルビュイデュルビュイ

ゲントの夜景

■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6回
■旅券残存期間／帰国時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、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はお問い合わせください。
※大阪発着：同一料金
※成田発着：￥10,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

■アムステルダム／ディ・ポート、バルビゾン・パ
レス、ヴォンデル、ブルータワー
■マーストリヒト／NHマーストリヒト、ノボテル、
バスティオン
■ルクセンブルク／ノボテル、ソフィテル、メル
キュール、ベストウエスタン
■ナミュール／メルキュール、アルヴィス・パー
ク、ル・ロワイヤル、ノボテル、レオナルド
■ブリュッセル／メトロポール、チャーチュパレ
ス、イビス、ノボテル、ヒルトン
■ゲント／エクスプレス、ベストウエスタン、ゲ
ントリバー、ノボテル
■ブルージュ／アカデミー、マルティンズ・ブ
ルージュ、オウド・ハイス・ペラート

※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

オランダ・ベルギー・ルクセンブルクの旅 
　　　　　　　　美術館巡りと世界で一番小さな街

中世の佇まいが残るゲントに宿泊し、ベルギーらしい水辺の夜景を楽しみます 日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

朝、千歳空港より、航空機にて、成田空港へ［07:05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、オランダ
の玄関口・アムステルダムへ［17：45着］。
アムステルダムに3連泊 です。
─

終日、アムステルダム観光（ダム広場、アンネ・フランクの家、レンブラント
の「夜景」を展示する国立美術館、ゴッホ美術館）。
アムステルダム郊外の風車の町・ザーンセスカンスへもご案内いたします。
夜は、ライトアップされた運河をディナー・クルーズでお楽しみください。

─
午前、バスにて、オランダ第2の都市ロッテルダムへ。ブリューゲル作「バベ
ルの塔」や20世紀最大の贋作事件で知られるフェルメールの雁作「エマ
オの食事」などが展示されるボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館を見
学します。
午後、オランダの政治の中心・デンハーグにて、フェルメール作『デルフトの
眺望』やレングラント作『真珠の首飾りの少女』などが展示されるマウリッ
ツハイス美術館を見学します。
─

午前、専用バスにて、ゴッホの代表作『夜のカフェテラス』や『アルルの跳ね
橋』が展示されるデ・ホーヘ・フェルウェ国立公園内のクレラー・ミュラー美
術館へご案内いたします。その後、町全体が白で統一されたトールンに立
寄り、オランダ最南部のマーストリヒトへ。
─

午前、オランダ最古の町・マーストリヒト市内観光。ストラホフ広場、聖セル
ファース教会、市庁舎、地獄門などを訪ねます。
午後、専用バスにて、ルクセンブルク大公国の首都ルクセンブルクへ。着
後、丘の上に築かれた 世界遺産 ルクセンブルク旧市街 の観光へご案内
します。
─

午前、専用バスにて、ベルギーへ戻り、世界で一番小さな町・デュルビュイ
にて、昼食をお召し上がりください。
午後、5つの塔を持つ可愛らしいヴェーブ城（外観）や、絵のような町・ディ
ナンをご案内します。　
夕刻、ムーズ川の真珠と称えられるナミュールへ。
─

午前、専用バスにて、フランスの影響を色濃く残す石畳の坂道が印象的な
古都モンスへ。着後、町の中心のグランプラスや、ベルギー屈指の美しさ
を誇る聖ウォードリュ教会などへご案内します。ベルギーの首都・ブリュッセ
ルへ。
昼食は、名物のムール貝の白ワイン蒸しです。
午後、ブリュッセル市内観光。 世界遺産 グランプラス や小便小僧など街
を散策します。お買い物もお楽しみください。
夜、ご希望の方は、実費にて美しくライトアップされたグランプラス、また名
物のビアカフェへもご案内します。
─

午前、ブリューゲルやルーベンスの作品を展示するベルギー王立美術館
へご案内いたします。
午後、専用バスにてアントワープへ。ネロとパトラッシュが天に召された、ル
ーベンス作「キリストの降架」が展示されるノートルダム大聖堂などへご
案内します。
夕刻、専用バスにて、フランダース地方の花の都・ゲントへ。
ゲントに宿泊することで、夜には、ライトアップされ黄金色に輝く建物や石
畳、水面に揺れる光の影など、このうえなく美しく幻想的な旧市街の光景
がお楽しみいただけます。また、ご希望の方は名物のビアカフェへご案内し
ます。
─

午前、ゲント旧市街の観光（フランドル美術の最高傑作「神秘の子羊」の祭
壇画が美しい聖バーフ大聖堂、旧市街の眺めが美しい聖ミヒール橋、鐘楼
など）。
昼食はゲントの名店「カルロス・キント」にて名物料理ワ－テルゾーイ（クリ
ームシチュー）です。
午後、専用バスにて、水の都・ブルージュへ。着後、中世の面影を色濃く残す 
世界遺産 ブルージュ の観光（マルクト広場、市庁舎、ミケランジェロの聖
母子像があるノートルダム教会、 世界遺産 ベギン会修道院 など）。
ブルージュに連泊 です。
─

ブルージュ滞在。終日、自由行動。「屋根のない博物館」と呼ばれる美しい
旧市街の滞在をお楽しみください。運河クルーズや名物のチョコレートの
ショッピングなど添乗員もお手伝いいたします。
─

午前、専用バスにて、ブリュッセル空港へ。着後、フィンランド航空にて、ヘ
ルシンキで乗継ぎ、帰国の途へ［11：40発］。
─

午前、成田空港到着。入国後、リムジンバス（実費：￥3,000）にて羽田空港へ。
午後、羽田より国内線にて、千歳空港へ。
夕刻、千歳空港到着後、解散。
※日系航空会社利用の場合は、千歳到着が夜になります。
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［アムステルダム泊］×Ｋ×

［アムステルダム泊］ＢＬＤ

［アムステルダム泊］Ｂ×Ｄ

［マーストリヒト泊］ＢＬＤ

［ルクセンブルク泊］ＢＬＤ

［ナミュール泊］ＢＬＤ

［ブリュッセル泊］ＢＬ×

［ゲント泊］ＢＬ×

［ブルージュ泊］ＢＬ×

［ブルージュ泊］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。
※現地の都合でスケジュールは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」を示してます。
※利用予定航空会社：フィンランド航空、ルフトハンザ・ドイ
ツ航空、KLMオランダ航空、エール・フランス、スカンジ
ナビア航空、全日空

※利用航空会社により、経由地が変わります。

　オランダ・ベルギー・ルクセンブルクのベネルクス三国をゆっくり
と巡り、中世の佇まいそのままの美しい町や村を訪ねます。
　アムステルダムには３連泊し、風車と運河の国・オランダの魅力を
ご紹介いたします。また、アムステルダムの２大美術館はもちろん、
国立美術館と並び、オランダ3大美術館のデン・ハーグのマウリッツ
ハイス美術館とロッテルダムのボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術
館、ゴッホの傑作を有するクレラー・ミュラー美術館などオランダの
地方美術館も訪れ、絵画鑑賞を楽しみます。
　小国ルクセンブルクでは、世界遺産に指定される首都に宿泊しま
す。
　ベルギーでは、ブリュッセル、ゲント、ブルージュといった中世に栄
華を極めた個性豊かな古都をはじめ、南ベルギー・アルデンヌ地方
の童話から抜け出したような可愛らしい町や村を訪ねます。美食の
国ベルギーでは、お食事の内容にもこだわりました。

　ゲントは、ブルージュと並ぶフランドル地方の古都です。中世から織物貿易で
繁栄し、旧市街には、当時の栄華を感じさせる歴史的建造物が多く残っていま
す。運河沿いにはギルドハウスが並び、メルヘンチックなブルージュの町とは異
なり重厚な雰囲気を漂わせています。この町は聖バーフ教会のファン・アイク兄
弟が描いた祭壇画『神秘の子羊』が大変有名で、毎年多くの観光客が訪れてい
ます。しかし、通常のコースですとブリュッセルからブルージュへ移動する途中に
立寄り、この教会を見学し、すぐ
に移動してしまう場合がほとん
どです。ゲント旧市街の夜景は
ベルギー国内のコンテストで一
番になったこともあり、とても美
しく幻想的です。このたびはゲ
ントに宿泊いたしますので、教
会見学はもちろん、旧市街の散
策と夜景もお楽しみいただけま
す。

ツアーマップ

ブルージュ

中世都市ゲントに宿泊

　1945年、オランダの画家ハン・ファン・メーヘレンは、国家財産であるフェル
メールの宗教画を、敵国のナチス幹部に売却した容疑で、オランダ警察に逮捕
されました。彼は取調べの最中、ナチスへの協力者という疑いを否定し、売却し
た作品はフェルメールのものではなく、自らが描いた贋作だと供述しました。も
ちろん、研究者が認定するフェルメールの作品に対する彼の主張を誰もが信じ
ません。そこで彼は法廷にて実際に「フェルメール」を描いて見せました。その
完成度に人々はまさに声を失い、売却した絵は贋作だと言う彼の主張を認めざ
るを得ませんでした。このことをきっかけに、メーヘレンがフェルメールの贋作
を多数作成して世間を欺いてきたことも明らかにされ、すでにそれらは高額な
値段でいろいろな美術館に収められてたのです。その中の一つが「エマオの食
事」でした。このフェルメール作とされていた「エマオの食事」はロッテルダムの
ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館が、オランダ絵画としては過去最高金額
で購入したものだったのです。その「エマオの食事」は、贋作ということが判明し
た今もボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館に飾らています。この度の日程
では同日に、マウリッツハイス美術館も訪ね「本物のフェルメール」もご覧いた
だきますので、実際に見比べて20世紀最大といわれる贋作事件をたどってみ
てはいかがでしょうか。

20世紀最大の贋作事件

　デュルビュイはベルギー南部アルデンヌ地方
にあり、「村」ではなく、中世から法制と交易シス
テムが確立された「都市」として登録されていま
す。中心部人口500人足らずの世界で最も小
さなこの都市は、寄り添うように建つ石造りの
家々、玄関や窓辺を彩る草花、曲がりくねった石
畳の細い路地など、中世の頃とほとんど変わら
ない町並みが魅力です。また、この町は2007
年、欧州観光フォーラムにおいて、「卓越した欧
州の旅行先・EDEN賞」を受賞しました。今回は、
同じベルギーでも、ゴシック建築やバロック建築
が並ぶ華やかな北部フランダースの都市とはま
た異なった魅力を持つ、素朴で美しい南部ワロ
ン・アルデンス地方の町や村へご案内いたしま
す。中世の佇まいそのままの路地をぶらぶらと
散策してみてはいかがでしょうか。

世界で一番小さな都市
デュルビュイとアルデンヌ地方
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フランダース地方

ワロン地方

ツアーのポイント

9月20日（水）発～10月1日（日）着…￥498,000
￥68,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金

ルクセンブルク
　　　　  （泊）

2017年

★★
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