ブリュッセルに5泊し、ローカル列車でベルギーの田舎町を巡ります。

千歳発着10日間 ㈱世界紀行

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
ゲントは、ブルージュと並ぶフランドル地
朝、千歳空港より、国内線にて、成田空港へ。
千歳
方の古都です。中世から織物貿易で繁栄し、
午前、成田より、航空機にて、欧州内で乗継ぎ、ベルギーの首都・ブリュッセ
成田
旧市街には、当時の栄華を感じさせる歴史的
ルへ。着後、専用バスにて、
ホテルへ。
ブリュッセル
建造物が多く残っています。運河沿いにはギ
ブリュッセルに５連泊 です。
［ブリュッセル泊］×ＫＫ
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
午前、
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、徒
ブリュッセル
います。この町は聖バーフ教会のファン・アイ
歩にて街の散策へご案内します。チョコレートなどのお買い物もお楽しみく
ク兄弟が描いた祭壇画『神秘の子羊』が大変
ださい。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
有名で、毎年多くの観光客が訪れています。
も見学いたします。
しかし、通常のコースですとブリュッセルか
昼食は、名物のムール貝の白ワイン蒸しです。
午後、自由行動。街歩きをお楽しみください。添乗員もお手伝いいたしま
らブルージュへ移動する途中に立寄り、
この
す。ご宿泊はグランプラスと中央駅の中間のホテルです。
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
［ブリュッセル泊］ＢＬＤ
─
ー国内のコンテストで一番になったこともあ
この日から３日間に渡り、ベネルクス・パスを利用し、列車にて、ベルギーの
ブリュッセル
り、
とても美しく幻想的です。このコースでは
美しい地方都市を巡ります。
ゲントに宿泊いたしますので、教会見学はも
ローカル鉄道を利用し、ベルギー最古の町トゥルネーへ。着後、
ロマ
（トゥルネー） 午前、
ちろん、旧市街の散策と夜景もお楽しみいた
ネスク様式の 世界遺産 ノートルダム大聖堂 や、三角形のグランプラス、
だきます。
眺望の素晴らしいトゥル橋へご案内します。
午後、列車にて、
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）
モンスへ。町の中心にあるグランプラスや「黄金の馬車」で知られる聖ウォ
ードリュ教会、世界遺産の鐘楼 などへご案内します。
夕刻、列車にて、
ブリュッセルへ戻ります。
［ブリュッセル泊］Ｂ××
─
午前、列車を利用し、
『ムーズ川の真珠』
と称えられるナミュールへ。
ブリュッセル
（ナミュール） 着後、考古学博物館や、聖オーバン大聖堂、世界遺産の鐘楼 を訪ねます。
その後、列車にて、
「絵のように美しい町」ディナンへ。町の中心・ノートルダ
（ディナン）
ム大聖堂や、名物の固焼きビスケットのお店などを散策します。ムーズ川か
ら対岸に見えるディナン旧市街の眺望はまさに「絵になる町」です。
夕刻、列車にて、
ブリュッセルへ戻ります。
ゲントの夜景
夜は、音楽会のご希望など、
お手伝いいたします。
［ブリュッセル泊］Ｂ××
─
午前、鉄道を利用し、 世界遺産アントワープ へ。アールヌーヴォー様式の
ブリュッセル
見事なアントワープ駅、ルーベンス作『キリストの降架』が展示されるノー
■募集人員／18名様限定
（アントワープ） トルダム大聖堂、
ブラボーの泉、新ダイヤモンド博物館などをご案内いたし
■最少催行人数／10名様
ます。
■お食事／朝食8回・昼食3回・夕食5回
午後、アントワープにて自由行動。19世紀に建てられた建物が並ぶ繁華
※含まれていない昼食・夕食は、添乗員がレスト
街・メイル通りや、様々な様式の建物が立ち並ぶ国の重要文化財・コーヘル
ラン等へご案内いたします。
ス・オジレイ通りでの散策をお楽しみください。
夕刻、列車にて、
ブリュッセルへ戻ります。
■旅券残存期間／入国時3ヶ月以上
［ブリュッセル泊］Ｂ×Ｄ
─
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
ブリュッセル
午前、専用バスにて、
カリヨンの町 世界遺産 メッヘレン に立寄った後、
フ
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
メッヘレン
ランダース地方の花の都・ゲントへ。着後、
ゲント旧市街の観光（フランドル
保安税が含まれております。
ゲント
美術の最高傑作『神秘の子羊』の祭壇画が見事な聖バーフ大聖堂、旧市街
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
の眺めが美しい聖ミヒール橋、 世界遺産の鐘楼 など）。その後、運河巡り
しません。
クルーズで水辺からの景色もお楽しみください。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
夕食は、
ゲント名物料理ワーテルゾーイ
（チキンのクリームシチュー）
です。
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
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
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
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。
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フランドルの水辺の街とベルギー・ローカル鉄道の旅

中世都市ゲントに宿泊

2
3
4

ご旅行期間とご旅行代金

2018年

一人部屋利用追加料金 ￥66,000

ブルージュ旧市街

ツアーマップ

ブリュッセルからベルギー国鉄直通列車で約1時間、ナミュールはワロン
地方の首府が置かれ、位置的にもワロン地方のほぼ真ん中で"アルデンヌ
の玄関口"と呼ばれる、街歩きがとても楽しい街です。ムーズ川とサンブル
川が街を流れ、身近に自然を感じられるのんびりと落ち着いた雰囲気が漂
います。旧市街は小さなお店がたくさん並ぶ石畳の路地が入り組みます。
サン･ルー教会などが見どころです。

アントワープ
ゲント
（泊） メッヘレン

フランドル地方
トゥルネー
モンス

フランス

ブリュッセル
（5泊）

ベルギー
ワロン地方

ドイツ

ナミュール
ディナン

古都の香りに包まれる水の都〜ブルージュ

モンスのグランプラスにある市庁舎の建物にくっ付くように猿の像がい
ます。小さいのでお見逃しなく。ここには、猿の頭を撫でると幸せになると
いう言い伝えがあります。みんな通りすがりながら頭を撫でて行くので、猿
の頭はツルツルです。市庁舎のすぐ横にあるモンス市観光局でレプリカも
販売しています。

0

ご利用予定ホテル

9

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

ベルギーのラッキースポット〜モンスの『猿の像』

［ゲント泊］ＢＬＤ
─
午前、専用バスにて、
シント・マルテンス・ルーテムにて、
『レイエ川の真珠』
ゲント
シルト・マルテンス と謳われるオーイドング城（庭園と外観）
に立寄り、
水の都・ブルージュへ。
・ルーテム 午後、徒歩にて中世の面影を色濃く残す 世界遺産 ブルージュ の観光（マ
■ブリュッセル［中央駅周辺］／カルフール・
ド・ヨ
ブルージュ
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、
ーロッパ、
ノボテル・オフ、
グランプラス、ロイ
世界遺産ベギン会修道院など）。
ヤル・ウィンザー、
ヒルトン・ブリュッセル、ル・デ
ブルージュに連泊 です。
［ブルージュ泊］ＢＬＤ
─
ィセッティエーム
ブルージュ
ブルージュ滞在。終日、
自由行動。
■ゲント／NHゲント、
ホリデイイン、
ノボテル、
「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。
ベストウエスタン、
ゲントリバー
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
■ブルージュ／マルティン、
パーク、
ノボテル、
オ
いたします。
［ブルージュ泊］Ｂ×Ｄ
ウド・ハイス・ペラート、
アカデミー
─
※右記の時間は､すべて現地時間で表示されております。
ブルージュ
朝、専用バスにて、
ブリュッセル空港へ。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ブリュッセル
着後、航空機にて、欧州内で乗継ぎ、帰国の途へ。
［機中泊］ＢＫ−
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
成田
午前、成田空港到着。入国審査・税関検査ののち、国内線にて、千歳空港
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
千歳
へ。午後、千歳空港到着後、解散。
10
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縦横に走る水路に、木々の緑といくつもの橋が風情をそえる
「水の都」ブルージュ。毛織物産業で繁栄を極めた中世の建物
が残る町並みは「屋根のない博物館」と呼ばれるにふさわしい
美しさです。運河で囲まれたブルージュの町では、階段状の切妻
屋根をもつ建物や石畳の小道など、情緒豊かな景観を堪能でき
ます。
街の中央にあるマルクト広場はヨーロッパ屈指の美しさと称さ
れています。鐘楼や市庁舎、そして歴史的建造物などと一緒に
カラフルなカフェやお店が軒を連ねているため、
ただブラブラと
町を散策するだけでも十分に楽しめます。今回は連泊で、自由
行動のお時間もたっぷりとお取りしていますので、町の散策に
加え、日本では見ることのないチョコレートやクッキーの名店に
足を伸ばすのも楽しいでしょう。添乗員もご案内いたします。

歴史上、
フランス、英国、
スペイン、
オランダ、
オーストリアの領地となり、
ベルギー建国(1830年)とともにベルギーの都市になりました。
メロヴィン
グ朝を興した初代フランク国王･クロヴィスが生れたのはこの町で、そのた
めトゥルネーは「フランス揺籃の地」
とよばれ、市の紋章にフランス王家の
百合の花があしらわれています。中心にはロマネスク様式の壮麗なステン
ドグラスが美しい大聖堂と、ベルギー最古の鐘楼が屹立し、街並に歴史的
な雰囲気が保たれています。15〜16世紀にはタペストリー、18世紀には
磁器の生産によって栄えました。見どころとしては、街の中心となる三角形
の広場･グランプラス、サンチャゴ･デ･コンポステラへの『巡礼の道』の13
世紀の教会･サンジャック教会、
エスコー川にかかるトゥル橋など。

※成田発着：￥10,000引き
※大阪発着：千歳発着と同一料金

7

ルクセンブルク

ベルギー最古の町〜トゥルネー

6

ブルージュ
（2泊）

ワロンの首府〜ナミュール

オランダ

5

9月19日（水）発〜9月28日（金）着…￥492,000

ご旅行条件

※利用航空会社：フィンランド航空、
エールフランス、KLM
オランダ航空、スカンジナビア航空、ルフトハンザ・
ドイ
ツ航空、英国航空

スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

0

Ｋ××

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

※校正回数の削減にご協力のほど何卒よろしくお願いいたします（6）★★★★★★

