鳥たちと大空を飛ぶ感動の遊覧体験
6名様限定
とフランス中央高地の旅

シュバルの理想宮

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

2

アフ リ カ・中 近 東

アフ リ カ・中 近 東

一度目にしたら二度と忘れられないほど強烈
千歳
■朝、千歳空港より、航空機にて、成田又は羽田空港へ。
な印象を残す建物、それが郵便配達夫シュバル
の理想宮です。驚かされるのが、建築に関する
成田
■午後、
ヨーロッパ主要都市を経由し、
フランス・リヨンへ。
知識を全く持たない一介の郵便配達夫が建て
リヨン
たという事実です。高さ10m、幅14m、長さ
［リヨン空港エリア泊］×Ｋ×
14mと一般的な建築物と比較すると小さいか ─
もしれませんが、自分に建てられるだろうかと
■午前、
ホテルをゆっくりと出発し、専用車にて古代ローマ建築の町・ビエ
リヨン
考えたとき驚きは倍増します。
ンヌへ。
シュバルは1836年に貧農の子として生ま
■着後、美しい床モザイク画が印象的な旧サン・ピエール教会や、古代ロー
ビエンヌ
れ、
パン職人を経て郵便配達夫となりました。も
ともと空想癖を持った人物だったことに加え、
自
マ時代のオーギュストとリヴィーの神殿へご案内します。
分が配達する外国からの絵ハガキが彼の想像
シュバルの理想宮
■午後、
オートリーヴ村へ移動し、郵便局員・シュバル氏によって33年かけ
力をさらに刺激したようです。ある日、配達の途
ピエールラット
て建てられたシュバルの理想宮や、彼自身が制作した墓所を訪ねます。
中で奇妙な形をした石につまずいた彼は、その
石に触発され、手押し車で集めた石を積み上
［ピエールラット泊］ＢＬＤ
げ、想像の世界にあった宮殿を33年の歳月を
かけて完成させたのです。宮殿はあらゆる時代 ─
ピエールラット ■午前、専用車にて、人類最古の壁画（およそ3万6千年前）が発見された
の建築様式を模しているために混沌とした雰囲
気です。ヒンズーの寺院やエジプトの神、
スイス
世界遺産 ショーヴェ洞窟 の復元センターへ。オリジナルと遜色のない
ショーヴェ洞窟
のシャレー、シーザーやアルキメデスなどと名
規模で近年完成したばかりの施設で、425体の躍動感溢れる動物たち
がついた巨人の像などごちゃまぜ。さらに膨大
の様子は圧巻です。
な数の装飾の施された動物や鳥、植物、奇怪な
怪物など細部を見始めたらきりがありません。
ル・ピュイ
■午後、サンチャゴ・デ・コンポステーラの巡礼路として栄えたル・ピュイに
外面の回り階段を上がるとテラスになっており
立寄り、
オーリャックへ。
周囲を見渡すことができます。
オーリャック オーリャックに連泊 です。
村の人々は彼を奇人扱いしましたが、理想宮
［オーリャック泊］Ｂ×Ｄ
は1969年には文化財に指定され、現在ではア ─
ンリ・ルソーと、
しばしば並び評されるほどの芸
■朝、鳥たちと大空を羽ばたく小型飛行機（マイクロライトプレーン）での
オーリャック
術家としての評価を受けています。

ヨ ー ロ ッ パ

千歳発着8日間 ㈱世界紀行

1

ヨ ー ロ ッ パ

シュバルの理想宮やショーヴェ洞窟も訪問

3
4

（サレール）

※パイロットと2人で飛びます

一人部屋利用追加料金 ￥68,000

鳥たちとの遊覧飛行（イメージ）

オーリャック

シュバルの理想宮（イメージ）

■鳥たちとの遊覧飛行の予備日です。
■午前、専用車にて、中央高地へ。

ご旅行条件

ピュイ・ド・サンシー ■着後、
ロープウェイを利用し、モンドール火山山地の最高峰ピュイ・
ド・サ

Ｐ

ピュイ・
ド・サンシー

ビエンヌ

オーリャック
（2泊）

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

ピエールラット
（泊）

12

成田

■午後、成田又は羽田空港到着。入国審査・税関検査ののち、航空機にて、

［機中泊］Ｂ×Ｋ
─
千歳

千歳へ。
■夕刻、
千歳空港到到着後、解散［18:00着］。
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

Ｋ××

※上記の時間は､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：ルフトハンザ・
ドイツ航空、
スカンジナビア航空、
フィンランド航空、
エール・フランス航空、
アエロフロート・
ロシア航空、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ございます］

13

国

国
ショーヴェ洞窟

■午後、
ヨーロッパ主要都市を経由し、帰国の途へ。

8

ル・ピュイ

■リヨン近郊／メルキュール、
オッコ、ル・ルーズ
ヴェルト、
ノボテル、
メトロポール、
カールトン、
マリオット、
クラウンプラザ、スレスティージ
ュ、
クオリティ・スイート、ベストウエスタン、
フ
ォッシュ
■ピエールラット／ル・
ドメーヌ・デ・オリビエ
■オーリャック／グランド・ホテル、ベスト・ウエス
タン
■クレルモン＝フェラン／メルキュール、ベスト
ウエスタン
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

リヨンへ。
クレルモン＝フェラン ■午前、専用車にて、

リヨン

中

中

シュバルの理想宮

ご利用予定ホテル

内

リヨン
（泊）

7

ピュイ・
ド・
ドーム

ショーヴェ洞窟はフランス南東部ローヌ・アルプ地方のアルデッシュ県の県都
プリヴァの近郊にあります。
壁画は旧石器時代の物と推定されています。ラスコー洞窟の壁画は1万8千
年前のものだそうですからショーヴェはその倍の歴史を持っています。
1994年に地元の探検家により発見された洞窟の壁にはクマ、ライオン、サ
イ、
ウマなど14種、425体の動物が見られ、
ライオンが群れで狩りをする様子
などが壁面の凹凸を巧みに利用して生き生きと描かれています。洞窟で冬眠し
ていたクマの骨も複数発見されています。大きな謎は壁画の制作方法。狩猟採
集生活を送っていたわたしたちの祖先は、暗闇の中で小さな明かりを頼りにど
のように壁画を描いたのでしょうか？
3万6千年の時を経て現れた躍動する動物の姿。世界最古の壁画として知ら
れるショーヴェ洞窟は、2014年6月のユネスコ世界遺産会議でフランス第39
番目の世界遺産になりました。
ショーヴェの壁画は保護の為見学する事はできませんが、
ヴァロン・ポンダル
クに昨年4月に建設されたビジターセンターでは、最新の3D技術を駆使して
8000㎡というたいへん大きな洞窟を3000㎡のスペースに復元して公開し
ています。これは複製洞窟ラスコーⅡの10倍の規模。29ヘクタールの敷地に
は解説コーナー、展示スペース、
ショップなどが併設されています。

国

Ｐ

内

クレルモン＝フェラン
（2泊）

世界最古の壁画洞窟・ショーヴェ洞窟

ア

（またはYouTube内でVol en ulm avec les oiesで検索）

ショーヴェの洞窟

6

国

中央高地
ンシー［標高:1885m］へ登ります。
■募集人員／6名様限定※遊覧体験の関係上、
ピュイ・ド・ドーム ■午後、登山列車を利用し、
シェーヌ・
ドゥ・ピュイ火山帯の最高峰ピュイ・
ド・
上限を6名様としています。
■最少催行人数／5名様
ドーム
［標高:1464m］へもご案内します。山頂からは、
クレルモン＝フェ
■お食事／朝食6回・昼食4回・夕食5回
ランの美しい街並みや、独特な地形の火山帯が一望できます。
■旅券残存期間／フランス出国時3ヶ月以上
■夕刻、
オーヴェルニュ地方の中心地・クレルモン＝フェランへ。
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
クレルモン＝フェラン
クレルモン＝フェランに連泊
です。
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
［クレルモン＝フェラン泊］Ｂ×Ｄ
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
クレルモン＝フェラン市内観光。ロマネスクの柱頭が見事なノート
クレルモン＝フェラン ■午前、
しません。
ルダム・デュ・ポール＝バジリカ聖堂、
ステンドグラスが美しい聖母被昇天
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
のノー
トルダム大聖堂などがあるクレルモン地区、
歴史的建造物が建ち
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
並ぶモンフェラン地区へご案内します。
※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
■午後、
自由行動。
「黒い街」
として知られるクレルモン＝フェランの旧市街
※大阪・名古屋・福岡発着：千歳発着と同一料金
地区の散策やショッピングをお楽しみください。添乗員もお手伝いいた
（注）遊覧飛行は天候等の理由により中止となる
します。
［クレルモン＝フェラン泊］ＢＬＤ
場合がありますので、その際には€636を
─
ご返金します。予めお含みおきください。

ジ

ア

発案者クリスチャン・ムーレック氏のユーチューブ
www.youtube.com/watch?v=kbFRX8BzI

ツアーマップ

［オーリャック泊］ＢＬＤ
─

ア

ジ

■想像力を駆使して建てられた独特な建築物であるシュバルの理
想宮を訪ねます。
■人類史の謎ショーヴェ洞窟をゆっくりと見学します。
■フランス中部に点在する火山地帯を巡り、ピュイ・ド・サンシーと
ピュイ・
ド・
ドームの2つの山を訪問します。
■クリスチャン・ムーレック氏が保護した雁などの渡り鳥たちと一緒
に遊覧飛行をお楽しみいただきます。鉤になり竿になり雁たちと
大空を飛ぶ体験は、通常の観光では味わうことの出来ない感動を
味わえます。

サレール

しい石造りの家々が立ち並ぶ村の散策をお楽しみください。

5

ア

ツアーのポイント

フランス中央高地

■午後、専用車にて、
「フランスの最も美しい村」サレールへ。着後、可愛ら

米

米

6月18日（月）発〜6月25日（月）着…￥585,000
6月25日（月）発〜7月 2日（月）着…￥585,000

北

北

ご旅行期間とご旅行代金

米

米

覧飛行ですが、一生忘れられない思い出となるでしょう
（注）。
※小型飛行機代：€636［旅行代金に含まれています］は、渡り鳥を自然に
返す活動に使われます。

2018年

南

南

遊覧飛行をお楽しみください。遊覧中は、雁たちが小型飛行機と並走し

ますので、羽ばたく鳥たちに触れることもできます。およそ35分間の遊

中

中

鳥たちとの遊覧飛行

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

（6）★★★★★★

