千歳発着11日間 ㈱世界紀行

日次
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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
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スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

ジ

スイス

ア

ピラトゥス山

※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。

り

ルツェルン湖

［機中泊］ＢＫ−
─
午前、香港到着［07:05着］。キャセイ・パシフィック航空を乗り継ぎ、帰国
香港
の途へ。
11 千歳
午後、千歳空港到着［15:20着］。入国審査・税関検査ののち、解散。

祭

ルツェルン

［ストラスブール泊］Ｂ×Ｄ
─
ストラスブール 午前、専用バスにて、
チューリッヒへ。
10 チューリッヒ 着後、キャセイ・パシフィック航空にて、香港へ［13:35発］。

イ

ア

ベルン

ザンクトガレン

■ストラスブール／メゾン・ルージュ、
リージェン
ト・コンタード、メルキュー
ル・ストラスブール・セントレ
ストラスブールの旧市街地区に位置し、
カテド
ラルや、小フランス地区まで10分以内の距
離です。
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

タ

ジ

チューリッヒ

ての美しい建物が町中に残り、澄んだ水の流れる運河のおかげで、
しっとり
とした情緒を感じさせてくれる、おとぎの里のようなコルマールをゆっくり
と添乗員がご紹介します。
■バーゼル／オイラー、
メトロポール、
ヴィクト
［ストラスブール泊］Ｂ××
リア
─
鉄道駅から数分の場所に位置する4つ星クラ
ストラスブール 午前、専用バスにてドイツへ入国し、歴史的建造物の宝庫・
『エコシティ』
フ
スのホテル。旧市街地区までも徒歩圏内で、
（フライブルク） ライブルクへ。着後、鯨の館、美しい出窓が印象的な商館、街のシンボルの
ホテル近くにはスーパーなどもあり、大変便
大聖堂など、
「ドイツの黒い森」の中心都市をご案内します。
利です。

ご利用予定ホテル

9

ア
バーゼル（4泊）

［ストラスブール泊］Ｂ××

■募集人員／18名様限定
─
■最少催行人数／10名様
アルザス地方の中心地・ストラスブール滞在。
ストラスブール 終日、
■お食事／朝食8回・昼食1回・夕食6回
世界遺産の旧市街地区
にて、サーモンピンクのカテドラル、小フランス地
■旅券残存期間／入国時3ヶ月以上
区、
イル川の遊覧
（実費）
など、
添乗員が町の散策へご案内します。ストラス
■千歳空港使用料／￥1,030（別途必要）
ブールは、伝統と発展が見事なハーモニーを醸し出している清潔で安全な
■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。
ヨーロッパを代表する町です。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
夜、
ご希望の方は、
カテドラルに映し出されるプロジェクション・マッピング
しません。
へご案内します。
［ストラスブール泊］Ｂ×Ｄ
■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］ ─
ストラスブール 午前、専用バスにて、木骨組みの家々が可愛らしいコルマールへ。イッセン
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
（コルマール） ハイムの祭壇画を展示するウンターリンデン美術館や花を飾ったバルコ
※東京・大阪・名古屋を出発して、香港で合流す
るプランも同料金にて承ります（日本の国内
ニー、出窓、小ヴェニス地区、木骨組みが美しいコルマール旧市街を散策し
空港使用料が別途必要です）。
ます。奇跡的に二度の大戦の戦禍をまぬがれ、中世からルネサンスにかけ

ア

り

ボーデン湖

ご旅行条件
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ドイツ

シ

イ

フライブルク

バーゼル

7

タ

リクヴィル
コルマール
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ストラスブール（4泊）

ロ

シ
フランス

パ

5

ロ
ツアーマップ

「道の街」を意味するストラスブールは、
アルザスが「ヨーロッパの十字
路」と呼ばれるように、
ヨーロッパの中心都市として、中世から今日にいた
るまで交通の要所として繁栄してきました。現在ではヨーロッパ議会やEU
の各委員会の本部が置かれ、
ヨーロッパを代表する国際都市でもありま
す。
1988年に世界遺産に指定された旧市街には、建設に約300年も費や
したバラ色の砂岩でできたゴシック建築の傑作と称されるストラスブール
大聖堂がその存在感を示し、小フランス地区では運河沿いに立ち並ぶア
ル ザスの 典 型 的 な 木 骨
組みの家々が魅力です。
ドイツとの国境に面し、
歴史上ドイツとフランス
が幾度も領有権を争った
こともあるため、
ドイツ的
なもの、フランス的なも
の、そして独自に生み出
したアルザス的なものな
ど、これまで歩んできた
複雑な歴史を感じること
ができる独特の文化や建
築が残る町です。
かつて、旅の途中に、
ゲ
ーテやモーツァルト、パス
トゥールなども滞在した
ストラスブールに4連泊
して、ゆっくりお楽しみく
ださい。大き過ぎず、小さ
過ぎず、
ショッピングや街
歩きに最適な規模の街で
ストラスブール
す。

ッ

4

パ
■スイスでは、
ドイツ・フランスとの国境を接する港湾都市で、
ローマ
時代からの歴史を有するバーゼルにたっぷり4連泊いたします。
滞在中は、
スイス鉄道を利用し、
スイスならではの美しいヨーロッ
パ・アルプスを訪ねたり、美しい古都を訪ね歩きます。
■フランスでは、
アルザス地方の中心都市で欧州議会が置かれてい
る街としても有名なストラスブールの旧市街地区に4連泊です。
東フランスらしい、木骨組みの家々を訪ねたり、可愛らしい景色を
眺めながらのんびりとお過ごしいただきます。
■観光の含まれていない自由行動も添乗員がお手伝いいたします。
また、滞在感を持たせるために、ほとんどの昼食・夕食は含めてお
りませんが、
ご希望の方は数多くあるレストランから添乗員がおす
すめのお店をご紹介させていただきます。

ストラスブール

ロ

ッ
ツアーのポイント

ー

ロ
一人部屋利用追加料金 ￥78,000

ストラスブール／小フランス地区（イメージ）

ヨ

3

ー

7月9日（月）発〜7月19日（木）着…￥438,000

米

ヨ

ご旅行期間とご旅行代金

2018年

南

2

米

夕刻、千歳より、
キャセイ・パシフィック航空にて、香港へ［17:40発］。
着後、キャセイ・パシフィック航空を乗り継ぎ、
スイス最大の都市・チューリッ
ヒへ［00:05発］。
［機中泊］×ＫＫ
─
朝、
チューリッヒ到着［06:30着］。着後、専用バスにて、
フランスとドイツに
チューリッヒ
国境を接するライン川沿いの街・バーゼルへ。
午前、バーゼル市内観光（赤い市庁舎、マルクト広場、大聖堂、旧市街地区
バーゼル
など）。
午後、
この日は早めにホテルに入ります。
バーゼルにゆったり4連泊 です。
［バーゼル泊］ＫＬＤ
─
午前、
スイス鉄道にて、ルツェルンへ。
バーゼル
（ピラトゥス山） 着後、世界一急勾配の登山鉄道やゴンドラ、公共バスで周遊する
『ピラトゥ
ス山［標高:2132m］
・ラウンド・
トリップ』へご案内します。天候が良けれ
（ルツェルン） ば、山頂からベルナーオーバーラント地方の美しいヨーロッパ・アルプスの
山々や、ルツェルンの街が見渡せます。
その後、ルツェルン市内に戻り、木造の可愛らしいカペル橋や、瀕死のライ
オン記念碑などを添乗員がご案内します。
夕刻、列車にて、
バーゼルへ戻ります。
［バーゼル泊］Ｂ×Ｄ
─
午前、
スイス鉄道にて、
スイス東部の中心都市で古都・ザンクトガレンへ。
バーゼル
（ザンクトガレン） 着後、徒歩にて、 世界遺産 旧修道院 や、10万冊以上の所蔵を誇る修道
院図書館などを訪ねます。入り組んだ細い路地や、旧市街の散策もお楽し
みください。添乗員がご案内します。
［バーゼル泊］Ｂ×Ｄ
─
バーゼル
午前、
スイス鉄道にて、首都・ベルンへ。
（ベルン）
着後、色鮮やかな噴水、
アーケード街、最後の審判のレリーフが印象的な大
聖堂など、世界遺産の旧市街地区 を添乗員がご紹介します。
夕刻、列車にて、
バーゼルへ戻ります。
［バーゼル泊］Ｂ×Ｄ
─
午前、専用バスにて、
フランスに入国し、アルザス地方の美しき水辺の町・
バーゼル
ストラスブールへ。
リクヴィル
途中、
『フランスの美しい村』
にも選ばれたリクヴィルとケゼルスベール（カ
イザースベルク）
に立寄ります。
ストラスブール この日より、ストラスブールにゆったり4連泊 です。
千歳
香港

中

南

ライン川沿いに位置し、スイス、
フランス、
ド
イツ3ヵ国の国境にあたる国際的な街で、スイ
スで三番目に大きな都市・バーゼル。豊かな歴
史と幅広い文化、芸術、建築などさまざまな魅
力がつまっています。スイス最古の大学がつく
られた中世の時代から学芸や文化の中心地とし
て発展してきた街で、
ロマネスクとゴシックの様
式が混在する美しい大聖堂や、16世紀に建て
られた印象的な市庁舎と毎日活気あふれる市
場が開かれるマルクト広場など随所に中世の趣
きを残す美しい旧市街も魅力です。
美しい旧市街に代表されるように、歴史的な
側面が印象的な町ですが、ヘルツォーク＆ムー
ロンやマリオ・ボッタなど世界で活躍する近代建
築家の作品や現代美術のギャラリーやプロジェ
クトが多いのも特徴のひとつ。また、有名な宝飾
時計見本市バーゼル・フェアなどの展示会や国
際会議が多く開催されています。スイス最大規
模を誇るカーニバルや、
クリスマスマーケットで
も知られています。
今回のツアーでは、そんなバーゼルにゆった
り4連泊いたします。街の滞在を楽しめることは
もちろんのこと、
スイス鉄道を利用し、ルツェル
ン、ザンクトガレン、そしてベルンまで足を延ば
します。ルツェルンとザンクトガレンは、バーゼ
ルから直行列車をご利用いただけますので、お
身体にも非常に楽なコースです。

1

中

スイス・バーゼルとフランス・アルザス地方の
ストラスブール滞在の旅

バーゼル

北

北

ラインの町・バーゼルとアルザスの古都に連泊するゆとりの旅

ＫＫ×
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※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）★★★★★★

