南北アイルランド周遊とファーマナ湖水地方の旅

世界遺産 ニューグレンジ遺跡

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

Ｐ

ヤヌス像は一見の価値がありま
ヤヌス像

↑

コーク(泊)
キンセール
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ハイクロス
（モナスターボイス）
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ジャイアンツ・コーズウェイ

たします。試飲もお楽しみください。
［ダブリン泊］ＢＬＤ
─
午前、
ヨーロッパ主要都市を経由し、帰国の途へ。
ダブリン
12 主要都市
［機中泊］Ｂ×Ｋ
─
午前、成田空港到着後、入国審査。その後、航空機にて、千歳空港へ。
成田
着後、解散。
13 千歳
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅
Ｋ××

19

国

国

リング・オブ・ケリー

キャシェル

※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：フィンランド航空、
スカンジナビア航
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、KLMオランダ航空［利用航空会社により、羽田発
着となる場合があります。］

中

キラーニー(2泊)

アイリッシュ海

中

グレンダロッホ

バレン高原

内

内

ダブリン(3泊)

国

ひっそりとその姿を留めている

ア

祀られています。あたり一帯は全

↑
アラン諸島

ジ

Ｐ

■ベルファスト／ヨーロッパ、ベスト・ウエスタ
ン、パーク・イン、タラ・ハウス、ウェリントン、
パーク、
パーク・アベニュー、
イビス
■ドネゴール近郊／ミルパーク、
マナー、
レター
ケニーコート、
シルバータッシー、
ミルフォー
ド・アベイ、ヘロンズ・コウブ、
アルノルズ、マウ
ント・エリガル
■ゴールウェイ／グリートサザン、インペリア
ル、
ゴールウェイ・アラン、アビーグレン、アル
ディロン、
エルイスクエア、
ビクトリア、
コリブ、
フルアゴールウェイ
■キラーニー／ウッドローン・ハウス、キラー
ニー・ランドレス・コート、
オールド・ウィアーロッ
ジ、キラーニー・コートホテル、キラーニー・リ
バーサイドホテル、キラーニー・
ドロムホール・
ホテル、
キラーニー・プラザホテル
■コーク／ヴィクトリア・ホテル、
リバーリーホテ
ル、
ランカスターロッジ、
インペリアル・コーク・
シティ、
ホテル・コーク、
ジュリーズ・イン、
ブレッ
シュハム・メトロポール、
アンバサダー、ベスト
［ダブリン泊］Ｂ×Ｄ
ウエスタン
─
■ダブリン／ダーベンボート、モン・クレール、
ダブリン
終日、
ダブリン市内観光。
ジュリーズ、テンプルバー、プラザ、
グレシャ
8世紀の福音書の写本『ブック・オブ・ケルズ（ケルズの書）』が収められて
ム、
ドゥルリー・コート、ロイヤル、ブルーム、
いるトリニティー・カレッジ、
タラのブローチなどが納められるアイルランド
パーラメント、ウェストベリー、
ドイルモント・ 11
で最も重要な国立考古学博物館、
アイルランド最大の教会として知られる
ローズ、
モントローズ
聖パ
トリ
ック大聖堂へご案内します。
また、
ギネスビールの工場もご案内い
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ア

れ、現在も変わらず土着神として

す。

米

モナスターボイス

ゴールウェイ(2泊)

の頭が大きく、裏表2つの顔を持

く観光化されておらず、静かに、

ベルファスト(泊)

タラの丘

た、ボア島にある約2000年前

ご利用予定ホテル

北

アイルランド

クロスをご覧いただきます。ま

ケルト人の強い信仰心から生ま

ファーマナ
湖水地方

ドルメンの森

す。デヴェニシュ島では、芸術性が高く、
ケルトの影響を受けたハイ

米

国

スライゴ

案内します。この湖水地方にもケルトの遺産を見ることができま

9

ア

大西洋

観が広がります。車とフェリーを利用して、その魅力をゆっくりとご

つ独特なスタイルのヤヌス像は

北アイルランド
ドネゴール(2泊)

び、海岸線で見る男性的な風景と対象的に、
やわらかで女性的な景

8

ジ

ツアーマップ

内陸に位置するファーマナ湖水地方には154もの島々が浮か

7

ア

ジャイアンツ・
コーズウェイ

ファーマナ湖水地方

6

米

アイルランドの魅力は、受け継がれた伝統を大切にし
て、風土も人も飾らず、ありのままの姿を維持しているこ
とです。
長い年月をかけて造り上げられたジャイアンツ･コー
ズウェイやモハーの断崖など著名な観光地に、
アイルラ
ンドらしい景観をとどめる北西部のファーマナ湖水地方
を加えました。本来のアイルランドらしい訪問地に重点
を置き、
ケルトの文化と共に、
まだ多くを知られていない
アイルランドの大地の魅力をご案内します。古代ケルト
の聖地・
ドルメンの森も訪問します。

■パスポート残存期間／アイルランド出国時6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合せください。
※大阪・名古屋・福岡発着：同一料金
※成田発着：￥10,000引き

南

一人部屋利用追加料金 ￥79,000

中

米

7月5日（木）発〜7月17日（火）着…￥548,000

朝食はアイリッシュブレックファスト、
夕食は基本的
にはホテルにて、お召し上がりいただきます。天候に
より訪問順や時間帯の変更がある可能性のある日
の昼食は除いております。

5

ご旅行期間とご旅行代金

2018年

4

南

■募集人数／18名様定員
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食11回・昼食4回・夕食9回

アフ リ カ・中 近 東
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中

ご旅行条件

イメージ

北

午前、千歳空港より、航空機にて、成田へ。
千歳
着後、航空機にてヨーロッパ主要都市を経由し、北アイルランドの首都・ベ
成田
ベルファスト ルファストへ。
［ベルファスト泊］×ＫＫ
─
午前、ベルファスト市内観光
（ベルファストのシンボルとして知られるシティ
ベルファスト ホールなど）。その後、専用バスにて、巨人が造ったという伝説が残る
ジャイアンツ・コーズウェイ 37000個の六角形の石柱群で 世界遺産 ジャイアンツ・コーズウェイ
（巨人の散歩道）の見学へ。
夕刻、
アイルランドの自然に囲まれて静かなドネゴール地方へ。
ドネゴール
ドネゴール近郊に連泊 です。
［ドネゴール近郊泊］ＢＬＤ
─
ドネゴール
午前、専用バスにて、北アイルランドとの国境に接した古代ケルトの聖地・
（ドルメンの森） ドルメンの森へご案内します。妖精が現れそうな森の中には、無数のドルメ
ンが静かに時を刻んでいます。その後、北アイルランドの美しい自然の中
（ファーマナ湖水地方） にケルトの遺跡が点在するファーマナ湖水地方の観光へ。裏と表に2つの
顔を持つヤヌス像があるボア島、独特な形をしたハイクロスやラウンドタ
ワーが建つデヴェニシュ島へご案内します。 ［ドネゴール近郊泊］
Ｂ×Ｄ
─
ドネゴール
午前、
ドラムクリフのラウンドタワーに立ち寄り、ベン・ブレベン山の麓・詩人
スライゴ
イェーツゆかりの地スライゴへ。着後、町の散策をお楽しみください。
夕刻、
ゴールウェイへ。
ゴールウェイ ゴールウェイに連泊 です。
［ゴールウェイ泊］Ｂ×Ｄ
─
アイルランドの伝統文化やケルト民族の匂いを最も残した地方とし
ゴールウェイ 終日、
（アラン諸島） て知られるアラン諸島最大のイニシュモア島へフェリーで渡り、島内観光
へご案内します。100メートル近い絶壁の上の古代要塞遺跡ドゥーンエン
ガスなどをご覧いただきます。
［ゴールウェイ泊］Ｂ×Ｄ
─
ゴールウェイ 午前、専用バスにて、西海岸のバレン高原へ。高さ200メートルの大絶壁
モハーの断崖 モハーの断崖や、巨石文化時代のドルメンへご案内します。
アデア
午後、
アイルランドの「かわいらしい村」
としても知られるアデアに立寄り、
南部のキラーニーへ。
キラーニー
キラーニーに連泊 です。
［キラーニー泊］Ｂ×Ｄ
─
キラーニー
終日、
イベラ半島を周遊する「リング・オブ・ケリー」へご案内します。
『貴婦
（リング・オブ・ケリー） 人の眺め』
と呼ばれる優雅な景勝地や、ディングル湾が見渡せるビューポ
イントなどをゆったりと巡ります。
［キラーニー泊］Ｂ×Ｄ
─
キラーニー
午前、専用バスにて、アイルランド随一のグルメの町・キンセールへ。カラ
キンセール
フルでかわいらしい町の散策をお楽しみください。その後、
ヨーロッパ文化
コーク
都市、世界の10都市にも選ばれたコークへ。着後、300年以上の歴史を
誇るイングリッシュ・マーケットや、聖フィンバーズ大聖堂などへご案内いた
します。
［コーク泊］ＢＬＤ
─
午前、専用バスにて、
アイルランドの首都・ダブリンへ。途中、廃墟と化した
コーク
ゴシック様式の大聖堂が見事なロック・オブ・キャシェルや、美しい谷間に佇
キャシェル
む2つの湖と石造りの高いラウンドタワーや、林立するケルト十字など初
グレンダロッホ 期キリスト教会群があるグレンダロッホをご覧いただきます。
ダブリン
夜、
カイエティ劇場にて、
リバーダンスの公演をお楽しみいただきます
（※
上演時間の関係で夕食を除いています）。
ダブリンに3連泊 です。
［ダブリン泊］ＢＬ×
─
ダブリン
終日、
ダブリン北部の観光。
（モナスターボイス） アイルランドで最も美しいレリーフが残されるケルト十字のハイクロスで
有名なモナスターボイス修道院跡とケルトの聖地・タラの丘へご案内しま
10 （ニューグレンジ） す。さらに 世界遺産 ニューグレンジ遺跡 へも入場観光いたします。
夕食は、
テンプルバー地区のレストランにてお召し上がりいただきます。
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アフ リ カ・中 近 東

首都ダブリンから北西へ約60km、緑の丘が
続くボイン渓谷に約5000年前の生活や宗教
を知る上で貴重な発見となったニューグレンジ
遺跡があります。
直径100m、石を積み重ねられて造られた墳
墓の上部は、周辺の景色と同じように緑に覆わ
れ、長い時の流れを感じさせます。埋葬、葬祭の
場所として使用された遺跡の内部、
また室内だ
けでなく遺跡の入り口に置かれた石や外周に残
された石版にも、渦巻き状や菱形模様が隙間な
く刻まれ、ケルト芸術の源をこの遺跡で見るこ
とができます。

ヨ ー ロ ッ パ

千歳発着13日間 ㈱世界紀行

1

ヨ ー ロ ッ パ

ケルトの文化とダニーボーイの調べ

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

（3）★★★

