
千歳発着12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

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅

■朝、千歳空港より国内線にて成田へ。
■着後、成田空港より、欧州主要都市経由で、ウィーンへ。
■その後、専用バスにて、ハンガリーに入国し、中世都市ショプロンへ。
ショプロンに連泊 いたします。
─

■午前、ショプロン旧市街市内観光。火の見の塔、ローマ遺跡、中央広場（山
羊教会）などを徒歩でご案内します。
■昼食は、ハンガリー名物グヤーシュです。
■午後、フェルトゥードにて、作曲家ハイドンが宮廷音楽家として数々の大作
を書いた、『ハンガリーのベルサイユ』エステルハージ宮殿を見学します。
■早めの夕食後、 世界遺産 フェルテー湖畔 の古代ローマの採石場フェル
トゥーラーコシュの洞窟にて、洞窟音楽祭［20時開演］をお楽しみいただ
きます。演目は、オペレッタ『チャルダーシュの女王』です。

─
■午前、専用バスにて、「ハンガリーで最も美しく最も小さい」と言われる町・
クーセグへ。ユリシチ城や聖ヤコブ教会など中世都市をご案内します。
■その後、ヤークにて、ファサードの彫刻が見事な、ハンガリーを代表するロ
マネスク様式の聖ジェルジオ教会を見学します。
■午後、「ハンガリー最大の城」丘の上に聳える13世紀のシュメグ城にご案
内いたします。
■夕刻、『ハンガリーの海』と呼ばれる中欧最大の湖・バラトン湖へ。古代か
ら白ワインで知られるバダチョニに宿泊です。 バラトン湖にも連泊 です。

─
■午前、世界的な磁器・ヘレンド焼の工房や博物館を見学します。
■その後、バラトン湖に突き出したティハニ半島へ。修道院教会や、やまびこ
の丘をご覧いただきます。
■昼食は、バラトン湖のスズキ料理です。
■午後、世界的にも珍しい温泉湖で有名なヘーヴィーズを訪問します（希望
者は水着をご用意ください）。
■夕刻、湖を見晴らす239ｍの丘にあるシグリゲト故城へ。13世紀の廃城
から眺める、夕暮れ時のバラトン湖をお楽しみください。

─
■午前、専用バスにて、南部ハンガリーのローマ時代からの古都で、ジョル
ナイ焼の故郷・ペーチへ。
■昼食はハンガリー料理の定番・パプリカチキンです。
■午後、ペーチ市内観光。 世界遺産ソピアネ古代キリスト教墓所跡 、4本
塔のカテドラル、ハンガリーの名窯・ジョルナイ美術館、セーチェニ広場と
旧ガーズィ・カスィム・パシャモスクのカトリック教会などをご紹介いたしま
す。
─

■午前、専用バスにて、『セクザールド収穫祭』が始まったセクザールドの町
を訪れます。
■その後、ドナウ川を渡り、プスタ（ハンガリー大平原）へ。着後、騎馬民族の
末裔マジャール人の馬術ショーをご覧いただきます。
■午後、プラム酒パーリンカの故郷・ケチケメートへ。着後、「東のガウディ」
と呼ばれるレヒネル・エデン設計の市庁舎など、アールヌーボー様式の町
の散策をお楽しみください。
─

■午前、専用バスにて、ハンガリーを代表する赤ワイン“エゲルの雄牛の血”
で知られるエゲルへ。
■着後、高原の町・エゲルの観光です。旧市街を望む丘に建てられたエゲル
城、トルコ時代のミナレット、石灰棚にお湯が流れるエゲルサローク、ブド
ウ畑の丘に囲まれた『美女の谷』のワインセラーなどをご紹介いたしま
す。
─

■午前、カラスゆかりの 世界遺産ホッローケー村 へ。パローツ族の白壁の
村を散策します。
■その後、『ドナウの薔薇』 世界遺産 ブダペスト へ。
■午後、ブダ地区市内観光。くさり橋を歩いて渡り、ケーブルカーで王宮の
丘へ。イシュトバーン像と漁夫の砦、マチャーシュ教会と三位一体広場な
どを観光します。その後、ゲレルトの丘のツィタデラ［要塞］にも訪問いた
します。
■夕食は、チャルダーシュやツィゴイネルワイゼンなど、ジプシー音楽を聴き
ながらお楽しみください。「ドナウ河のさざ波」もリクエストいたします。

ブダペストには３連泊 です。
─

■終日、ペスト地区市内見学。英雄広場とハンガリーの各時代を代表する建
築様式を集めたヴァイダフニャド城（ヤークのロマネスクなど）、英国風ネ
オ・ゴシック様式の国会議事堂では内部の『王冠の間』も見学します。聖イ
シュトバーン大聖堂でも『聖なる右手の礼拝堂』にもご案内いたします。
その後、ヨーロッパ大陸最古の 世界遺産の地下鉄1号線 に乗り、楽しい
お店が並ぶヴァーツィ通りや中央市場を訪れます。
■皇妃エリザベート［シシィ］が愛したカフェ『ジェルボー』にてお茶休憩もご
用意します。
■夕刻、ご希望の方は100年前に建てられたゲレルト温泉へ。
■夜は、ドナウ河ナイト・ボートクルーズで、ライトアップされたゲレルトの
丘、くさり橋、旧王宮、漁夫の砦、国会議事堂など、夜景のパノラマをお楽
しみください。
─

■午前、『ドナウベント地方』へ。エステルゴム大聖堂（宝物館、バコーツ礼拝
堂）、ドラキュラ伯爵ゆかりの“高い城”ヴィシェグラード（王宮跡博物館、ド
ナウ河を見下ろす要塞）、可愛らしい中世都市センテンドレ（コヴァチ・マ
ルギット美術館、マジパン博物館）を観光します。

■夕刻、古ブダ［オーブダ］地区にて、『オプ・アート』の先駆者ヴァザルリ美術
館も観光します。また、ローマ軍の円形劇場跡にも立寄ります。

─
■午前、航空機にて、欧州主要都市にて乗継ぎ、帰国の途へ。

─
■午前、成田空港到着。
■午後、国内線にて千歳へ。夕刻、千歳空港到着後、解散。
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◆ショプロン／ベストウエスタン・パンノーニア
◆バラトン湖／ホテル・ハラーズケルト
◆ペーチ／ホテル・パラティヌシュ
◆ケチケメート／ホテル・ハーロム・グーナール
◆エゲル／コドモン、フローラ、パノラマ
◆ブダペスト／アストリア、ラディソン・ブルー、
ベンクズール

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

■募集人員／16名様定員　■最少催行人員／8名様
■お食事付／朝食10回・昼食9回・夕食9回
■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、DSチャージ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。
※成田発着：￥10,000引き
※大阪・中部・福岡発着：千歳発着と同一料金

ご旅行条件ご旅行条件

ブダペスト夜景～くさり橋と五宮の丘（イメージ）

シグリゲト故城とバラトン湖

ペーチ
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ハンガリー周遊と洞窟音楽祭の旅

チャルダーシュの調べが似合うマジャールの国をブドウの収穫祭シーズンに訪れる
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（注）復路は関空や中部経由となる場合がございます。
※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、オーストリア航
空、アエロフロート・ロシア航空

知られざる名窯『ジョルナイ焼』
　日本でも絶大な人気を誇るハンガリーの陶
磁器と言えば、繊細で堅牢、アジア風な花鳥風
月が美しく彩られたヘレンドが有名ですが、世
界的に有名なこの陶磁器メーカー以外にも、ハ
ンガリーには世界の陶芸史にはあまり載らない
知られざる名窯があります。「マジャールの奇
跡」と謂われる『ジョルナイ』がそれです。
　『東のガウディ』と呼ばれる、ヨーロッパ世紀
末建築史に名を残す名建築家、レヒネル・エデ
ン。彼のセラミックを多用した装飾は、ハンガ
リー建築に圧倒的な影響を残しました。その美
しいセラミックこそが、マジャールの奇跡と謳わ
れたジョルナイ焼です。セラミックの屋根瓦は
特殊な釉薬を使って焼かれ、独特の不思議な光
を放っています。ヘレンドが西ヨーロッパの名窯
と肩を並べるのに対し、ジョルナイは、マジャー
ル精神を押し出して我が道を行きます。
　独自の焼き物を誇りに、新たな文化都市とし
て生まれ変わりつつある、ジョルナイの産地、世
界遺産の町・ペーチを訪ねます。
　マジャール人の民俗的な色遣いはいろいろ
なところに見つけられます。鮮やかなパプリカ
の緑と赤は、ハンガリーの国旗の色でもありま
す。カロチャの白地に鮮やかな原色の刺繍にも
陶磁器との共通性が見てとれます。

ツアーのポイント
◆ショプロンでフェルトゥーラーコシュ洞窟音楽祭を鑑賞いたしま
す（演目：オペレッタ『チャルダーシュの女王』。
◆2000年以上のワイン作りの歴史を持つセグザールドにて、秋の
収穫祭にもご案内いたします。
◆ヤークのロマネスク建築、ヘーヴィーズの温泉湖、ヘレンド焼工
房、シグリゲト故城、世界遺産ペーチのローマ遺跡、大草原の騎馬
ショー、エゲルのワインセラー、ジプシー音楽、ドナウ河ナイトク
ルーズなどハンガリーの見所満載です。

◆ブダペストのペスト地区では、丸1日のゆったり観光です。国会議
事堂内部観光やイシュトバーン大聖堂の聖なる右手の礼拝堂、大
陸最古の地下鉄試乗や、シシィの愛したジェルボーでのティータ
イムなど、一味違った観光プログラムです。
◆グヤーシュ、パプリカチキン、スズキのグリル、フォワグラのソ
テー、ホルトバージ・パラチンタ、マスのフライやハンガリー名物の
デザート・ショムローイ・ガルシュカなど美食の国のお食事も、エゲ
ルの赤やバダチョニの白とともにお楽しみください。

◆『オプ・アート』の筆頭ヴィクトル・ヴァザルリの美術館も見学します。

センテンドレ

ペーチ（泊）

ヘーヴィーズ

9月8日（土）発～9月19日（水）着…￥496,000
￥49,500一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2018年

バラトン湖

0 0株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006 株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006

（4）★★★★


