民俗色豊かなマラムレシュ地方から黒海の古代都市へ

千歳発着12日間 ㈱世界紀行

日次

1

春のルーマニア周遊と黒海の街へ

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

シギショアラ

2

千歳
■朝、千歳空港より国内線にて、成田空港へ。
成田
■午後、成田より、航空機にて、
ヨーロッパ主要都市を経由し、ルーマニアの
ブカレスト
首都・ブカレストへ［23:50着］。
［ブカレスト泊］×ＫＫ
─
ブカレスト
■午前、専用バスにて、吸血鬼ドラキュラのモデルとなったヴラド・ツェペシュ
シギショアラ
スナゴフ
が眠る島・スナゴフへご案内します。
シナイヤ
■その後、2000m級の山々が連なるカルパチア山脈を越えて、
カルパチア
の真珠と称されるシナイヤにて、ルーマニアで最も美しい城と称される
ペレシュ城を見学します。
ブカレストから北西約300㎞のトランシル
ブラショフ
■夕刻、
ルーマニア第二の都市で中世の街並みを残した美しい古都ブラシ
ヴァニア地方の中心に位置するシギショアラ
ョフへ。
は、今尚、
ドイツ文化が色濃く残る、職人が築い
た中世城塞都市です。
ブラショフに連泊 です。
［ブラショフ泊］ＢＬＤ
11世紀にトランシルヴァニア地方はハンガ ─
リー領となり、
ハンガリー王は、
モンゴルなどの
（ブラン城） ■午前、
「吸血鬼ドラキュラ」伝説の舞台として知られるブラン城をご案内し
辺境国からの防衛のため、ザクセン地方からド
ます。その後、
ポスタヴァルル山麓の風光明媚なポイアナ・ブラショフに立
（ポイアナ・ブラショフ）
イツ系の職人や商人を入植させました。彼ら
ち寄り、
ブラショフへ戻ります。
は、職人組合「ギルド」を中心に、商工業を発展
■午後、
ブラショフ市内観光。
トランシルバニア地方最大のゴシック様式の
ブラショフ
させながら、街の防衛に努めました。城壁に
黒の教会［外観］、昔ながらの雰囲気を今に伝える旧市街などをご案内し
沿って、各ギルドが他民族の侵入を防ぐための
見張り台として建てた「靴屋の塔」、
「毛皮屋の
ます。
［ブラショフ泊］ＢＬＤ
塔」
「肉屋の塔」などの塔は14塔あったうち、9 ─
塔が今でも残っています。中でも1番高い時計
ブラショフ
■午前、専用バスにて、 世界遺産ビエルタン要塞 へ。その後、
トランシルバ
の塔は、今尚、街のシンボルとなっています。
ビエルタン
ニア地方の中心地・シギショアラへ。
1999年に世界遺産に登録された丘の上に
トランシルバニア ■午後、 世界遺産シギショアラの歴史地区 をご案内します。街のシンボル
ある城壁で囲まれているシギショアラのオレン
である時計塔や旧市街の散策をお楽しみください。
シギショアラ
ジ色 の 三 角 屋 根が連なる美しい 街 並 みは、
■夕食はドラキュラ伯爵の生家「カサ・ヴラド・
ドラクル」にて、お召し上がりく
「ルーマニアの宝石」と呼ばれています。中世
ドイツの典型的な建築様式が残る街の散策を
ださい。
［シギショアラ泊］ＢＬＤ
お楽しみください。
─
シギショアラ ■午前、専用バスにてウクライナとの国境近くに位置するサプンツァ村へ。
サプンツァ村 ■着後、独特な墓地で知られる陽気な墓へご案内します。
■募集人員／18名様限定
マラムレシュ地方 ■夕刻、伝統的なルーマニアの風景が残るマラムレシュ地方のバイア・マー
■最少催行人数／8名様
レへ。着後、世界遺産マラムレシュ地方の木造教会群 を見学します。
バイア・マーレ
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ご旅行期間とご旅行代金

2018年

一人部屋利用追加料金 ￥48,500

ペレシュ城（イメージ）

ツアーのポイント
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◆ルーマニア北部のマラムレシュ地方とブコヴィナ地方で、
昔ながらの素朴な風景と世界遺産群をご覧いただきま
す。スチャバからコンスタンツァへは列車の旅です。

スコ画が残るモルドヴィツァ修道院付属教会、最大の規模を誇るスチェヴ
ィツァ修道院付属教会へご案内します。
［スチャバ泊］ＢＬＤ
■ブラショフ／アンビエント、アロー・パレス、
カ ─
ピトル、
クルティア、
ラマダ、
クロンウェル
スチャバ
■朝、スチャバ駅より特急列車にて、
ブカレストを経由し、
ドナウ下流域・
ドブ
■シギショアラ／ビンダー・ブビ、
シギショアラ、
ロジャ地方最大の都市で黒海沿岸のコンスタンツァへ。
鉄道の旅
レックス、
コロナ、セントラルパーク、
カーサ、
コンスタンツァ コンスタンツァに連泊 です。
［コンスタンツァ泊］ＢＬＤ
ヴァグネル、ペンシウネ・シタデラ
─
■バイア・マーレ／カルパチア、
シークレット・ガ
コンスタンツァ市内観光。国立考古学博物館、
ジェノヴァの灯台、遺
コンスタンツァ ■午前、
ーデン、
リビュルス、
マラ、ユーロ、ベスト・ウエ
跡公園、
モザイク博物館などへご案内します。
黒海
スタン、
ディアファン
■午後、
自由行動。黒海沿いの古代都市での滞在をお楽しみください。
■スチャバ／ソネノフ、
デイリー・プラザ、
インプ

ご利用予定ホテル

◆ドラキュラ伯爵のモデルとなったヴラド・ツェペシュが埋葬
される島・スナゴフにもご案内します。
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◆普段はなかなか訪れることの少ないルーマニア最大の港
町・古代都市コンスタンツァに連泊します。
ツアーマップ

ウクライナ
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ハンガリー

バイア・マーレ
（泊）

モルドバ

スチャバ
（2泊）

マラムレシュ地方

ブコヴィナ地方
トランシルヴァニア地方

ブラン城

ブラショフ
（2泊）
シナイア

ワラキア地方

スナゴフ

ブカレスト
（計2泊）

コンスタンツァ
（2泊）
ドナウ川

ブルガリア

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

黒海

セルビア

ブコヴィナ地方・ヴォロネツ

ポイアナ・ブラショフ
ドブロジャ地方

ルーマニア

ヴォロネツ

シギショアラ
（泊）

ビエルタン

■全食事付／朝食10回・昼食9回・夕食9回
［バイア・マーレ泊］ＢＬＤ
■旅券残存期間／出国時3ヶ月以上
─
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
■午前、昔ながらの民族衣装を身につけた村人たちが日曜ミサに集まる教
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
会へご案内します。
保安税が含まれております。
ブコヴィナ地方
バイア・マーレ ■その後、専用バスにて、雄大なカルパチア山脈を越えて、
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
の中心地・スチャバへ。
しません。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■途中、
ブルサナ修道院やブコヴィナ地方特有のかわいらしい家々が建ち
ブルサナ
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
並ぶチョコカナシュティ村に立ち寄ります。
スチャバ
※ビジネスクラス利用追加料金：￥295,000
スチャバに連泊 です。
［スチャバ泊］ＢＬＤ
※大阪・名古屋・福岡発着：同一料金
─
※成田発着：￥10,000引き
スチャバ
■終日、世界遺産ブコヴィナ地方の修道院群 を見学します。
◎ルーマニア政府により、旅行者は海外旅行保
■世界的な傑作ともいわれる
「最後の審判」のフレスコ画が残るビザンチン
険の加入が義務づけられておりますので、必
様式とゴシック様式が融合したヴォロネツ修道院付属教会、モルドヴァ様
ブコヴィナ地方
ず海外旅行保険（カード付帯保険を含む）の
保険証書をご持参ください。
式のフモール修道院付属教会、ルーマニアで最も美しい「聖母子」のフレ
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5月8日（火）発〜5月19日（土）着…￥438,000

5

ご旅行条件

たった110日足らずで完成したといわれるブコヴィナ地方の奇跡のヴォロネ
ツ修道院付属教会は、領主シュテファン大公によって1488年に創立いたしま
した。
「東欧のシスティナ礼拝堂」
とも言われるほどに見事なフレスコ画は教会内部
だけではなく外壁にも描かれ、特にヴォロネツで使われていた顔料の青は際
立っており、
「ヴォロネツの青」
としてヨーロッパ世界で非常に有名でした。その
青色がフレスコ画の魅力を存分に引き出しているのが、巨大な「最後の審判」
と
「エッサイの樹」のフレスコです。
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レミアム、ベスト・ウエスタン、
コンチネンタル・
［コンスタンツァ泊］ＢＬＤ
アルカサール、
ブコヴィナ、
カサエレーナ
─
■コンスタンツァ／ヴィラ・レニャ、ケリカ、
コンスタンツァ ■午前、専用バスにて、
ドナウ川を越えて、首都・ブカレストへ。
GMG、
ネヴァダ、
アイビス、
ヴォイラ
■着後、
ブカレスト市内観光。チャウシェスク元大統領によって造られた巨大
ブカレスト
■ブカレスト／グランド・リン、
インターコンチネ
な宮殿「国民の館」、ルーマニア王室が収蔵した国立美術館などをご案内
ンタル、
ソフィテル、
アテナ・パレス、ラマダ・パ 10
します。
ーク、
クラウンプラザ、
ハワードジョンソン
■ジプシー音楽を聞きながらの夕食です。
※上記ホテル又は同等クラスとなります。
［ブカレスト泊］ＢＬＤ
※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。
※利用予定航空会社：アリタリア航空、英国航空、ルフトハ
ンザ・
ドイツ航空、
エール・フランス航空
（注）利用航空会社により、成田ではなく羽田空港利用と
なる場合がございます。予めお含みおきください。

─
■午前、航空機にて、
ヨーロッパ主要都市を経由し、帰国の途へ。
ブカレスト
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［機中泊］ＢＫＫ
─
■午前、成田空港着。入国審査・税関検査ののち、国内線にて、千歳空港へ。
成田
■午後、千歳空港到着後、解散。
12 千歳
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

0

Ｋ××
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