
■朝、千歳空港より、航空機にて、成田空港へ［07:50発］。
■成田空港より、航空機にて欧州主要都市経由で、オランダのアムステルダ
ムへ［17：45着］。
■着後、風車と運河に彩られたオランダらしい中世都市ハーレムへ。
古都ハーレムに3連泊 です。
─

■終日、アムステルダム観光（ダム広場、アンネ・フランクの家、レンブラント
の「夜景」を展示する オランダ国立美術館 、 ゴッホ美術館 ）。アムステル
ダム郊外の風車の町・ザーンセスカンスへもご案内いたします。
■夜は、ライトアップされた 世界遺産 アムステルダムの運河 をディナー・ク
ルーズでお楽しみください。
─

■午前、専用バスにて、チーズの名で知られ､赤い木枠の市庁舎が印象的な
童話に出てきそうな町・ゴーダへ。オランダで最も古いゴシック建築である
市庁舎の建つマルクト広場で行われる約650年前から続くチーズ市をご
覧いただきます。ゴーダは古都の風情をより感じられる小さくて魅力的な
町で､チーズのほかにキャラメルをサンドしたクッキーのようなオランダの
ストロープ・ワッフルが名産です。
■昼食は、フェルメールの故郷・デルフトにて。 ロイヤルデルフト陶器工房 
にもご案内します。
■午後、オランダの政治の中心・デンハーグにて、フェルメール作『デルフト
の眺望』や『真珠の首飾りの少女』などが展示される マウリッツハイス美
術館 を見学します。
─

■午前、専用バスにて、ゴッホの代表作『夜のカフェテラス』や『アルルの跳
ね橋』が展示される クレラー・ミュラー美術館 へご案内いたします。
■その後、ベルギー国境を越え、『世界で最も小さな町』デュルビュイに立寄
り、ルクセンブルク大公国へ。
■夕食後、メルホール・ビスタから眺める素晴らしいグルントの夜景にご案内
します。
─

■午前、世界遺産 ルクセンブルク の簡単な市内観光（ノートルダム大聖堂、
ボックの砲台など）。
■その後、ベルギーの首都ブリュッセルへ。着後、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 を見学いたします。
■夕食は、名物のムール貝の白ワイン蒸しです。ご宿泊はグランプラスと中
央駅の中間のホテルです。

ビールとショコラの都・ブリュッセルに3連泊 です。
─

■午前、鉄道を利用し、『世界で最も美しい駅』 世界遺産アントワープ へ。ア
ールヌーヴォー様式の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ます。その後、列車にて、ブリュッセルへ戻ります。

■夕刻、 世界遺産 グランプラス や小便小僧など、徒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ださい。

─
■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。着後、
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。
─

■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
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、運河巡りクルーズで水辺からの景色もお楽
しみください。
■夕食は、ゲント名物料理ワーテルゾーイ（チキン・クリームシチュー）です。
■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
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。

─
■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』
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。
■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
ルクト広場、ミケランジェロの聖母子像があるノートルダム教会、世界遺産
ベギン会修道院など）。

ハンザ都市ブルージュに連泊 です。
─

■ブルージュ滞在。終日、自由行動。「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。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いたします。
─

■午前、専用バスにて、ブリュッセル空港へ。着後、航空機にて、欧州主要都
市経由で、帰国の途へ［11：40発］。
─

■午前、成田空港到着。入国審査・税関検査ののち、国内線にて、千歳へ。
■午後、千歳空港到着後、解散。

千歳発着12日間 ㈱世界紀行

アムステルダム
ハーレム（3泊）

ザーンセ・スカンス

デン・ハーグ
デルフト

ゴーダ
オッテルロー

ベルギーベルギー

■募集人員／18名様定員
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食10回、昼食4回、夕食5回
■旅券残存期間／帰国時3ヶ月以上 
■成田空港使用料／¥2,610（別途必要）
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（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い合わせください。
※大阪発着：同一料金
※成田発着：￥10,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

■ハーレム／カールトン・スクエア、ホテル・ス
イーツ、アムラスグランド、ファンデルファンク
■ルクセンブルク／NHルクセンブルクガリ
バータワー、サンニコラス、シモンズプラザ、
メルキュール
■ブリュッセル［中央駅周辺］／カルフール・ド・
ヨーロッパ、ノボテル・オフ、グランプラス、ロ
イヤル・ウィンザー、ヒルトン・ブリュッセル、ル・
ディセッティエーム
■ゲント／エクスプレス、ベストウエスタン、ゲ
ントリバー、ノボテル
■ブルージュ／アカデミー、マルティンズ・ブ
ルージュ、オウド・ハイス・ペラート

※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

オランダ美術館巡りとベルギー・ローカル鉄道の旅
ゲントに宿泊しベルギーらしい水辺の夜景も楽しむベネルクス3国周遊の旅 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
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千歳
成田

アムステルダム
ハーレム

（アムステルダム）

（ザーンセスカンス）
運河クルーズ
夜景

ゴーダ
チーズ市

（デルフト）

（デン・ハーグ）

ハーレム
オッテルロー村
デュルビュイ

ルクセンブルク
夜景

ルクセンブルク
ブリュッセル

（アントワープ）
鉄道の旅

ブリュッセル

（ナミュール）

（ディナン）
鉄道の旅

ブリュッセル

ブリュッセル
メッヘレン
ゲント

運河巡り

夜景

ゲント
シルト・マルテンス

・ルーテム
ブルージュ

ブルージュ

ブルージュ
ブリュッセル

成田
千歳

［ハーレム泊］×Ｋ×

［ハーレム泊］ＢＬＤ

［ハーレム泊］ＢＬ×

［ルクセンブルク近郊泊］Ｂ×Ｄ

［ブリュッセル泊］Ｂ×Ｄ

［ブリュッセル泊］Ｂ××

［ブリュッセル泊］Ｂ××

［ゲント泊］ＢＬＤ

［ブルージュ泊］ＢＬ×

［ブルージュ泊］Ｂ×Ｄ

［機中泊］Ｂ×Ｋ

※右記の時間は、すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合でスケジュールは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をご提
供でき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」を示してます。
※利用予定航空会社：フィンランド航空、ルフトハンザ・ドイ
ツ航空、全日空、スカンジナビア航空、アエロ・フロートロ
シア航空、エールフランス航空KLMオランダ航空、ブリ
ティッシュエアラインズ

　オランダ・ベルギー・ルクセンブルクの中世の佇まいそのままの
美しい町や村を訪ねます。ベネルクス3国の魅力をご満喫くださ
い。
　アムステルダムに隣接するオランダを代表する中世都市ハーレム
には３連泊し、風車と運河の国・オランダの魅力をご紹介いたします。
また、アムステルダムの２大美術館はもちろん、国立美術館と並び、
オランダ3大美術館のデン・ハーグのマウリッツハイス美術館とゴッ
ホの傑作を有するクレラー・ミュラー美術館のオランダの地方美術
館も訪れ、絵画鑑賞を楽しみます。
　ベルギーでは、ブリュッセル（3泊）、ゲント（泊）、ブルージュ（2泊）
といった中世ブルゴーニュ大公国の栄華を極めた個性豊かな古都
をはじめ、ローカル鉄道を利用して南ベルギー・アルデンヌ地方の
童話から抜け出したような可愛らしい町や村も訪ねます。

　ゲントは、ブルージュと並ぶフランドル地方の古都です。中世から織物貿易で
繁栄し、旧市街には当時の栄華を感じさせる歴史的建造物が多く残っていま
す。運河沿いにはギルドハウスが並び、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います。この町は聖バーフ教会のファン・アイク兄
弟が描いた祭壇画『神秘の子羊』が大変有名で、毎年多くの観光客が訪れてい
ます。しかし、通常のコースですとブリュッセルからブルージュへ移動する途中に
立寄り、この教会を見学し、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
ベルギー国内のコンテストで一
番になったこともあり、とても美
しく幻想的です。このたびはゲ
ントに宿泊いたしますので、教
会見学や、旧市街の散策はもち
ろん、夜景もお楽しみいただけ
ます。

ツアーマップ

ブルージュ

中世都市ゲントに宿泊

オランダ
ドイツ

ルクセンブルク
フランス

Ｋ××

北海

フランダース地方

ワロン地方

ツアーのポイント

6月18日（火）発～6月29日（土）着…￥498,000
￥78,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2019年

ブルージュ
（2泊）
ゲント（泊）

ブリュッセル（3泊）

アントワープ

ディナン
ナミュール

ルクセンブルク（泊）

デュルビュイ

メッヘレン

　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。

ワロンの首府～ナミュール

 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。

古都の香りに包まれる
水の都～ブルージュ

ゲントの夜景

ゴーダのチーズ市

クレラー・ミュラー
美術館

チーズ市

※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（10）★★★★★★★★★★

株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006 株式会社 世界紀行　☎：011－272－600628 29
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