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メテオラ
　紺碧の空と白い家々と青い屋根の教会、そして神話と歴史に彩ら
れた遺跡の国・ギリシャ。乾いた空気に眩く輝く太陽は、世界中から
訪れる人々をいつも魅了します。今回のコースでは、アレキサンダ
ー大王ゆかりのテッサロニキで連泊します。ギリシャ北部のカラン
バカでも連泊し、切り立った奇岩の上に修道院が聳えるメテオラを
じっくりと巡ります。また、ギリシャ文明の故郷・ペロポネソス半島で
は、オリンピア、スパルタ、ミケーネといった歴史的にも重要な遺跡
群を訪ねます。さらには、アトランティス大陸の伝説が息づくアクロ
ティリの古代遺跡や白壁の家並みが美しいイアの町などを有する
エーゲ海に浮かぶ白い宝石サントリーニ島には3連泊の滞在です。
陽光に満ちた美しい街並みと幻想的なメテオラ、エーゲ海に沈む夕
陽。海が青い6月に訪れる、皆さんがイメージされるギリシャらしい
ギリシャの旅です。

　ギリシャの偉大な世界遺産として知られるメ
テオラの険しい地形は、祈りと瞑想に生きるキ
リスト教の修道士にとって理想の環境とみなさ
れ、9世紀には既に奇岩群の洞窟や裂け目に修
道士が住み着きました。古代ギリシャ語で「空中
に吊り上げられた」を意味するメテオラは、長い
歴史の中で人を寄せつけないビザンチン芸術
の中心を築きあげてきました。風光明媚なギリ
シアの観光地の中でも特に、これら修道院とそ
れを支える奇岩群が織り成す幻想的な景観が、
世界中からの観光客を引き付けています。

 メガロ・メテオロン修道院
　メテオラの地名のもとになった修道院の中心
的存在です。現在は石段をのぼって修道院にむ
かいますが、かつては石段はなく、滑車に吊した
縄袋やはしごを使ってのぼるなど、隔絶された
修行生活を送っていました。フレスコ画やイコ
ンなどが数多く収蔵され、公開されています。標
高534ｍからの眺望もお楽しみください。

■テッサロニキ／ツーリスト・シティ、アストリ
ア、エルグレコ
■カランバカ／ディヴァニ・メテオラ、アマリア、
ゼニア、エーデルワイス、レックス
■オリンピア／ネダ、オリンピック・ビレッジ、エ
ウロパ・オリンピア
■スパルタ／マニアティス、ディオスコーリ
■コリントス／エフィーラ、コリントス
■サントリーニ／サントリーニ・パレス、アナム
ネシス
■アテネ／ディヴァニ・アクロポリス、エスペリ
ア、ノボテル、ノーバス
※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

■募集人員／18名様定員
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食11回・昼食8回・夕食11回 
■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おります。
■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（国際線のみ）：￥300,000
※成田発着：￥20,000引き／大阪発着:同一料金

ご旅行条件ご旅行条件

エーゲ海で最も白壁が美しい島・サントリーニ島に3連泊とギリシャの9つの世界遺産

サントリーニ島サントリーニ島

夕暮れのサントリーニ

ツアーマップ

ギリシャ
エーゲ海

イオニア海 ペロポネソス半島

　サントリーニ島の魅力は、エーゲ海から昇る朝日から始まります。この島
の午前中の顔と午後の顔は、太陽の光に左右され、真っ白な白壁の色も、
街角の色も、街角の花々も一日を通して異なった姿を見せてくれます。メイ
ン通りから外れて、入り組んだ小径へと歩くと、島の人が日陰にイスを置い
て楽しそうに話をしている姿や子供たちが夢中になって遊んでいる姿な
ど、サントリーニ島の日常の生活をご覧いただけます。道の突き当たりに
は、おしゃれなベンチが置かれた展望台があり、そこからはエーゲ海の景色
を時間を忘れて楽しめます。
　夕陽がエーゲ海へと沈む頃、街は淡い光に包まれます。そして、残照が空
を紅く染めると町では「サンセットバー」が開きます。ギターの音色やジャズ
の柔らかなリズムが町を包み、ゆったりとした時間が流れて行きます。サン
トリーニ産のワインや島ならではの味覚に舌鼓を打ちながらおしゃれな時
間を過ごします。
　そして、海へと流れ落ちるように島の斜面に灯される街灯の明かりは宝
石をちりばめたような夜景を演出してくれ、昼間とは違うサントリーニ島の
姿にきっと感動を覚える事でしょう。通常のエーゲ海クルーズで訪れるサン
トリーニ島の滞在時間はわずか3時間。一日の美しい変化を天に与えられ
たこの島は、立寄るだけでは、太陽の光によって雰囲気を変える町の姿や、
島人が集う町角の魅力を感
じるのが難しいでしょう。ま
た、島の名物にもなっている
「サンセットバー」のように、
夜の美しさに触れていただ
くこともできません。エーゲ
海で最も魅力溢れるこの島
は宿泊しなければ、その真の
魅力を触れていただけない
のです。
　時間を忘れ、海の風、潮の
香りを楽しみ、そして夜の音
色に耳を傾ける、そんなゆと
りが、ギリシャの旅をより思
い出深いものにしてくれま
す。 サントリーニ島サントリーニ島

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

午後、航空機にて、成田空港へ。
夜、エティハド航空にて、アブダビへ［21:25発］。
─

早朝、アブダビ着後、エティハド航空を乗継ぎ、アテネを経由して、北部ギリ
シャ・マケドニアの中心地・テッサロニキへ。
テッサロニキに連泊 です。
─

午前、アレキサンダー大王生誕の地・ペラへ。着後、床モザイク画が美しい
ペラ遺跡と遺跡博物館をご案内します。
昼食には新鮮なシーフード料理をお召し上がりください。
午後、テッサロニキ市内観光。ギリシャ最大の教会 世界遺産 アギオス・
ディミトリオス教会 、ペラの出土品を中心としたアレキサンダー時代の黄
金の装飾品を展示する考古学博物館を見学します。

─
午前、専用バスにて、古代マケドニア王国の都 世界遺産 ヴェルギナ （古代
名アルガイ）へ。着後、アレキサンダー大王の父・フィリッポス2世の墓と考
えられる墳墓へご案内します。その後、聖なる山オリュンポスの麓に位置す
る町リトホロに立ち寄ります。
夕刻、メテオラ観光拠点のカランバカへ。
メテオラの麓・カランバカに連泊 です。
─

ビザンチン美術の宝庫で、垂直な奇岩の上に築かれたメテオラの修道院
へご案内します。最大のメガロ・メテオロン修道院、アギオス・ステファノス
修道院、ヴァルラーム修道院など、 世界遺産 メテオラの修道院群 をご案
内します（見学する修道院は変更となる場合がございます）。

─
午前、専用バスにて、アポロンの神託で有名なデルフィへ。着後、 世界遺産 
デルフィ 観光。「汝自身を知れ」の格言で有名な神託所として繁栄したア
ポロンの聖域、デルフィ遺跡から発掘された黄金や象牙、青銅が展示され
る博物館へご案内します。その後、ペロポネソス半島に渡り、オリンピック
発祥の地として知られるオリンピアへ。
─

午前、 世界遺産 オリンピア遺跡 と遺跡博物館へご案内します。その後、ビ
ザンチン帝国時代の重要拠点として栄えた 世界遺産 ミストラ遺跡 を見
学します。
夕刻、スパルタへ。
─

午前、スパルタ遺跡とレオニダスの像をご案内します。その後、ミケーネへ
移動し、 世界遺産 ミケーネ文明の重要な遺構 を見学します。
午後、専用バスにてペロポネソス半島の中心都市コリントスへ。着後、ロー
マ時代に建てられた旧コリントス遺跡をご案内します。

─
午前、コリント運河の遊覧をお楽しみいただいたのち、専用バスにてアテ
ネへ。着後、航空機にて、エーゲ海の白い風景・サントリーニ島へ。
サントリーニ島に3連泊 です。
─

サントリーニ島滞在。2日間にわたり、自由行動。
｢エーゲ海に浮かぶ白い宝石｣と呼ばれるサントリーニ島で、ゆったりとお
過ごしください。添乗員が島内散策や、昼食のお手伝いもいたします。
サントリーニ島は、火山活動が造りだした不思議な島で、三日月型の島が
造り出す湾の絶壁は高さ300ｍ。その絶壁の頂上に白壁の家々がまるで
鳥の巣のように並ぶ景観は、まさに幻想的です。絶壁をジグザグに登る坂
道の石段は580段もあり、楽ではありませんが、可愛らしいロバに乗るか、
ケーブルカーを使ってフィラの町まで登れるので心配はいりません。また、
町からの眺めも素晴らしいの一言に尽きます。眼下に見える紺碧の湾は太
古の火口が陥没してできたもの。その中央に赤黒い溶岩の島が盛り上がっ
ています。海に沈んだアトランティス大陸の伝説は、ここから生まれたと言
われます。町には色とりどりの民芸品を売る店屋、親しみやすい感じのタベ
ルナ（ギリシャ料理店）が多く、シーフード料理などをお楽しみいただけま
す。湾内の火山島を巡るミニクルーズなども、添乗員がご希望の方を実費
にてご案内します。
─

朝、航空機にて、アテネへ。
着後、パルテノン神殿が聳え立つ 世界遺産 アクロポリス や古代ギリシャ
美術の数々が収められている考古学博物館へご案内します。
夕食は、シーフード料理をご用意いたしました。
─

午前、アテネ郊外の 世界遺産 ダフニ修道院 へご案内します。ビザンチン
様式の見事な装飾をご覧いただきます。
午後、エティハド航空にて、アブダビへ［14:15発］。
着後、エティハド航空を乗継ぎ、帰国の途へ。
─

午後、成田到着［13:05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。
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［機中泊］×××
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エーゲ海の宝石・サントリーニ島

メテオラ

※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
スがお受けになられ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。
※9日目のサントリーニ島～アテネの航空機のスケジュー
ルが変更になった場合、前日にアテネへ移動し宿泊しま
す。ギリシャ国内のオリンピック航空を利用した場合の
時刻です。他の航空会社、スケジュールの変更の場合
は、発着時刻、宿泊地が異なります。
※利用航空会社：エティハド航空、カタール航空、エミレー
ツ航空
※表記はエティハド航空を利用した場合の時間帯です。他
の航空会社利用の場合は時間帯が前後します。

Ｋ××

古代ギリシャの遺産と
エーゲ海の楽園サントリーニ島の旅

6月19日（月）発～7月2日（日）着…￥542,000
￥69,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金
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