
千歳発着14日間 ㈱世界紀行

▲

→

→
ツアーマップ

ドロミテ

南チロル

　インスブルックの北西、ドイツとの国境に
ほど近いゼーフェルトの町は、西をホーエ・ム
ンデ、東をカーヴェンデル、北をドイツとの国
境を形成しているヴェッターシュタイン山系
により、三方を山に囲まれた海抜1,180m、
人口2,800人のリゾート地です。車から解放
された町の中心地は牧歌的なメルヘンの世
界。駅前から真直ぐにのびる並木道は絵のよ
うに美しく、オーストリアの軽井沢とも呼べる
雰囲気を持った町です。歩行者ゾーンには
80以上の店舗、ワインセラー、ビアホール、
レストランなどが軒を連ね、ぶらぶら歩きを
楽しめます。「ゼーキルヒル」と呼ばれる小さ
なチャペルは、ゼーフェルトのシンボルであ
り、夏には村人たちの結婚式の舞台となりま
す。

■募集人員／18名様定員
■最少催行人員／10名様
■お食事／朝食12回・昼食0回・夕食10回［ホテルにて］
　※ハイキング途中にあたることもあるため、昼食は含め
　　ておりません。お天気が良ければ、ピクニックランチな
　　ども楽しみましょう。
■羽田空港使用料／￥3,170（別途必要）
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
■旅券残存期間／出国時3ヶ月以上
■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］
※東京・大阪・福岡・中部発着：同一料金
※成田後泊されない場合：￥ご旅行代金より5,000引き
※ビジネスクラス追加料金はお問い合わせください。

ご旅行条件ご旅行条件

■アルプバッハ／ファミリエ・ビショファー・ハウ
ス・アンドレア、アルプバッハーホフ、ガルテン
ベルグ
■キッツビュール／マリアテレジア、ホテル・チ
ロル、ゼービヒル、ゴルデナー・グリフ
■コルチナ・ダンペッツォ近郊／ヴィラ・アルジェ
ンティーナ、レジーナ、ガルニ
■ガルデーナ渓谷／デ・ザルプ、ポスタ・アルケ
ルヴォ、ニヴェス、オズワルド、コロナ

■ゼーフェルト／ホテル・セントラル、カルトシュ
ミット、アルト・シュタッド、ベルグランド
※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

※チロル地方では、2人部屋の多くがジャーマンベッド
　（ダブルではありませんが2つのベッドが並んでいま
　す）となりますことを予めご了承ください。

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

ドロミテ最奥の景勝地 フネスの谷と
ガルデーナのお薦めハイキング
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　イタリア・ドロミテの中心に位置するガルデーナ渓谷の村・セルバよ
り、ぶどう畑やりんご畑などのどかな田園風景をご覧いただきながら、
イザルコ渓谷、フネスの谷を走り、ドロミテ最奥の村・マッダレーナへ。
　フネスの谷はドロミテ最深部に、森と牧場に囲まれた小さな村を幾
つもかかえる美しい谷で、ドロミテの奥座敷のような場所です。最奥の
村・マッダレーナの背後には、2、000ｍ級のカイズラー山群が聳えて
います。ここでは、一面お花畑が広がる草原から、迫力あるカイズラー
山群を間近にご覧いただけるハイキングを楽しみます。また、カイズラ
ー山群とその麓に広がる教会がシンボルのマッダレーナ村の景観は、
まさに絵葉書そのものです。フネスの谷では、感動的な風景に出会え
ます。
　また、もう一つのお薦めはガルデーナの町から公共のバスを利用す
る隣町･オルティセイへの訪問です。オルティセイは目抜き通りに沿っ
て可愛らしい町並みが続きます。おしゃれなお店も多いので、お買い物
にも最適です。お天気が良ければ、ここからのロープウェイに乗ってシ
ウージ高原へ登ってみましょう。ロープウェイを降りると、サッソルンゴ、
サッサピアットなどのドロミ
テ山群と素晴らしいパノラ
マが広がります。素晴らしい
景色をご覧いただきなが
ら、緩やかなハイキングコ
ースを歩き、ピクニックラン
チを楽しんでみてはいかが
でしょうか。ガルデーナ渓谷
での心休まる楽しいハイキ
ングをお楽しみください。

　チロルはヨーロッパの中央に位置する「アルプスの王国」。高
くそびえる山頂、美しい渓谷、そそり立つ岩壁、緑溢れるアルム
の牧草地、透明な湖水、雄大な氷河などが旅人を魅了し続けて
います。このコースでは高山植物の美しい初夏に、ゆっくり写真
を撮ったりしながら、初心者向けのコースを中心にハイキング
を楽しみます。
　そして、宿泊する村や町は、ひとつひとつが絵になり、滞在だ
けでも楽しめます。木造の家と窓辺を彩る花々、鳥たちのさえ
ずり、のんびりと草を食む牛たちの群れ。絵本の世界から抜け
出してきたような愛らしい風景がどこまでも広がります。理想
郷にふさわしいチロルの町や村で連泊中心の牧歌的な休日を
お楽しみください。
　ドロミテの景勝地ガルデーナに3連泊、評判の良いキッツビ
ュール、美しい村アルプバッハとゼーフェルトにも連泊します。
滞在そのものが楽しめる厳選された訪問地です。

ゼーキルヒル

フネスの谷

フネスの谷（イメージ）

チロル・お花畑ハイキングとドロミテ最奥の村

チロルの美しい村でのんびり過ごして、アルプスをゆっくりと散歩するように歩く旅

※6月中旬まではロープウェイが動いておらず、7月下旬になると高山植物の花々が散ってしまうため、ツアー期間が毎年この時期に限定されます。

6月24日（水）発～7月7日（火）着…￥438,000
￥58,000（東京発着￥55,000）一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金

ゼーフェルト
雲の上を歩くハイキング

夕刻、千歳空港より国内線にて、羽田空港へ。
夜、羽田空港よりカタール航空にてドーハへ［00:01発］。
─

着後、カタール航空を乗継ぎ、ミュンヘンへ［06:00着／08：05発］。
着後、専用バスにて、オーストリア・チロル地方のアルプバッハへ［13:15着］。
アルプバッハに連泊 です。
─

アルプバッハ滞在 。終日、自由行動。古いチロルの郷土色が色濃く残されて
いて、『オーストリアで一番美しい村』と『ヨーロッパで一番美しい花の村』に
選ばれたアルプバッハで、まるで絵ハガキのような村の散策をお楽しみくだ
さい。ご希望の方は添乗員がゴンドラリフト（実費）でヴィーダース・ベルガー
ホルンに登り、山上へのハイキングや、アルプバッハのさらに奥にあるインナ
ーアルプバッハ村までのハイキングへご案内します。

─
午前、専用バスにて、ツィラータール渓谷を走り、「チロル渓谷の女王」と呼
ばれるマイヤーホーフェンへ。着後、ロープウェイとリフトを乗継いで、ペン
ケンアルム［2,000m］へ登り、ペンケンヨッホ・ヒュッテまでの ツィラーター
ル・アルプスのパノラマ・ハイキング （約1時間）をお楽しみいただきます。
午後、専用バスにて、東チロルの中心地で中世の面影を残すカラフルな街並
みのキッツビュールへ。
キッツビュールに連泊 です。
─

キッツビュール滞在 。終日、自由行動。ご希望の方は、添乗員が、ロープウェ
イにて、ハーネンカム展望台［1,658m］へ登り、カイザー連峰を眺めながら
のハイキング（約2時間30分）や、ゴンドラリフトにて、キッツビュラー・ホルン
［1,966m］へ登り、キッツビュール・アルプスの眺望を楽しむハイキングへ
ご案内します。夕食は、チロル名物チロラー・グレステルです。

─
午前、専用バスにて東チロルの谷を走り、東チロルのシンボル・サンクトゲオ
ルグ教会があるカルス村［1,918m］へ。着後、オーストリア最高峰グロー
スグロックナー［3,798m］を正面に眺めながら、麓の ルックナーヒュッテ
［2,241m］までのハイキング へご案内します（片道約1時間半）。
午後、専用バスにて、イタリアとの国境を越え、南チロル・ドロミテの中心地コ
ルチナ・ダンペッツォ近郊へ。
─

午前、専用車にて、近郊のミズリーナ湖に立寄ったのち、ドロミテの名山の一
つトレ・チーメ山［2999ｍ］を一周する ハイキング へご案内します（約4時
間半）。
午後、絶景のポルドイ峠［2,239m］と、セルラ山群、サッソルンゴ、マルモラ
ーダの絶景をご覧いただけるセルラ峠［2,244m］に立寄り、ドロミテ中心
部ガルデーナの谷へ。
セルヴァ・ガルデーナに3連泊 です。
─

終日、小型バスにて、ドロミテ随一の景勝地フネスの谷へ。最奥の村・マッダ
レーナまでドロミテ山群の岩山、村と教会の塔、森と牧場がつくり出す美しい
風景をお楽しみいただきます。さらに谷の最奥部を訪れ、白い山と呼ばれる
岩峰群を眺めながら フネスの谷・ハイキング を楽しみます（片道約1時間）。
フネスの谷のまるで一枚の絵のような村を訪れます。
夕食は、チロル風ローストポーク、チロラー・バウエルンシュマウスです。

─
終日、 ガルデーナの谷 にて、自由行動。建物、衣装、文化の古い伝統や習慣
を残し、古いヨーロッパ語のひとつラディン語が使われていることでも知ら
れる、ドロミテで最も有名な渓谷・ガルデーナの谷の滞在をお楽しみくださ
い。ご希望の方は実費にて、モミの木に囲まれたオルティセイ村からロープ
ウェイで、シウージ山に登り、ドロミテ山群の眺望を楽しむハイキングへご案
内します。
─

午前、専用バスにて、ブルンナー峠を越えてオーストリアへ戻ります。途中、
チロルの首都・インスブルックに立寄ります。ショッピングなど街の散策をお
楽しみください。その後、ドイツ国境に近い、人口2,800人の牧歌的なメル
ヘンの世界ゼーフェルト［1,180m］へ。
ゼーフェルトに連泊 です。
─

ゼーフェルト滞在 。終日、自由行動。
シャレー風の建物が花で美しく飾られたゼーフェルトの散策をお楽しみくだ
さい。ゼーフェルトのシンボルの教会ゼーキルヒル・チャペルなどへご案内し
ます。また、ケーブルカーとロープウェイを乗継ぎ、標高2,074mのゼーフェ
ルダー・ヨッホへ登り、ゼーフェルダー・シュピッツェ［2,221m］まで、往復約
2時間（軽い上り下り）の「雲の上を歩くハイキング」をお楽しみいただくの
も良いでしょう。
─

午前、専用バスにて、ミュンヘン空港へ。途中、オーバーアマガウにて、昼食
です。
午後、カタール航空にて、ドーハへ［16:55発／23:30着］。
夜、カタール航空を乗継ぎ、帰国の途へ［02:10発］。
─

夜、成田空港到着［18:40着］。入国審査・税関検査ののち、ホテルバスにて
成田空港近郊のホテルへ。
─

午前、リムジンバス（実費￥3,200）にて、羽田空港へ。着後、日本航空にて、
千歳空港へ［13:00発］。着後、解散［14:30着］。
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Ｂ××

［機中泊］××Ｋ

［アルプバッハ泊］Ｋ×Ｄ

［アルプバッハ泊］Ｂ×Ｄ

［キッツビュール泊］Ｂ×Ｄ

［キッツビュール泊］Ｂ×Ｄ

［コルチナ・ダンペッツォ近郊泊］Ｂ×Ｄ

［ドロミテ・ガルデーナ泊］Ｂ×Ｄ

［ドロミテ・ガルデーナ泊］Ｂ×Ｄ

［ドロミテ・ガルデーナ泊］Ｂ×Ｄ

［ゼーフェルト泊］Ｂ×Ｄ

［ゼーフェルト泊］Ｂ×Ｄ

［機中泊］ＢＬＫ

［成田空港近郊泊］Ｋ－Ｋ
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※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」を示します。×印の食事は含まれておりません。
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