
シュルーズベリー（2泊）

アイリッシュ海

セントジョーンズ海峡

ブリストル海峡

カーナーヴォン（2泊）

バーミンガム

スノードン山

アベリストウィス（泊）

テンビー（2泊） スランディロ

セントデヴィッズ

カーディフ（2泊）

ハート・オブ・ウェールズ線

スノードニア国立公園

ペンブロークシャー海岸
国立公園

アングルシー島

スランゴスレン

ルシン

コンウィ

スランディドノ（泊）

ウェールズ

イングランド

※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。

ツアーマップ

ツアーのポイント

　シュルーズベリーは、セヴァン川がU字型に町を囲み、何世紀もの
間、ウェールズ人のイングランド進出を迎える要所でした。中世にな
ると羊毛の取引で栄え、中心部の広場には歴史的なマーケットホー
ルが現存しています。陸の孤島のようなロケーションのため乱開発
を逃れ、町には15世紀から16世紀のチューダー様式の木造建築を
含め、660以上もの歴史的な建物が残っており、町のシンボルとも
いえる赤い砂岩の城砦
シュルーズベリー城と
シュルーズベリー大修道
院 は 、ノル マン伯 ロ
ジャー·デ·モントゴメリー
が、11世紀に設立したも
のです。歴史ミステリー
『修道士カドフェル』の舞
台としても知られ、果実
を練り込んだりして作る
サクサク砕けるシュルー
ズベリー・ビスケットも英
国内では有名です。

　ウェールズ北西部に位置するスノードニア国
立公園は、100の湖、59.6kmに渡る手つかず
の海岸と砂浜、原野と湿地、90の山頂を抱く
ウェールズ最大の国立公園です。園内には、イ
ングランドとウェールズの最高峰スノードン山
（1,085m）など、素晴らしい景勝地がいくつも
点在しています。スノードン山には100年以上
昔の登山列車で登ります。
　また、この地域には歴史と文化の足跡も多く
残っており、石器時代の埋葬室、古代ローマ時
代の要塞、教会や城など、観るものが多くありま
す。13世紀、エドワード1世は北ウェールズを征
服する間に数々の城を建設しましたが、その多
くは今も存在しています。中でも世界最高の中
世建築に数えられるカーナーヴォン城は必見で
す。

■ローマの遺跡、中世の名城、近世近代の遺産まで英国の中のもう一つの国・
ウェールズの歴史を辿ります。
■海岸の国立公園、ウェールズ最高峰、ウェールズを代表する景観鉄道、そして
滝や岬などウェールズの美しい自然もお楽しみいただきます。

■イングランドの陸の孤島・中世都市シュルーズベリーと産業革命が始まった土
地・アイアンブリッジも訪問します。
■ウェールズならではのシーフードも楽しみですし、夜にはご希望の方は伝統音
楽やダンスで賑わう地元のパブ（ドリンク・足代実費）にもご案内します。

歴史都市シュルーズベリー

スノードニア国立公園

■募集人員／18名様限定
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食11回・昼食5回・夕食10回
　発着時間が天候に左右される日の昼食は除い
ております。現地にて、添乗員がご案内します。
■パスポート残存期間／入国時3ヶ月以上
■羽田空港使用料／￥3,170（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］
※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。
※東京・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

■カーディフ／ホリデイ・イン、パーク・ホテル、
ベストウエスタン、フューチャーイン、メルキ
ュール、ノボテル、ロイヤル・ホテル、コプソー
ン、エンジェル
■テンビー／ヘイウッド・スパ、インペリアル、パ
ノラマ、アトランティック、ロイヤル・ライオン、
プリミア・イン、フォークロフト
■アベリストウィス／フォーシーズンズ、スター
リング・クラウド、キャッスル・ホテル、
■カーナーヴォン／ブラック・ボーイ・イン、ティ
ー・ドレ・タウン・ハウス
■スランディドノ／グランド・ホテル、セント・トド
ノ、モントクレア&カンバーランド、ニューロレ
ッタ、セント・ジョーンズ、サマセット・ホテル、チ
ャッツ・ワース、インペリアル
■シュルーズベリー／シルバートン、ベルストー
ン、ライオン&フェザント・ホテル、ライオン・ホ
テル、プリンス・ルパート・ホテル
※上記ホテル又は同等クラスとなります。
※各宿泊地は、表記の近郊となる場合がござい
ます。予めお含みおきください。
※土地柄、バスタブは無く、シャワーのみのお部
屋が中心となります。

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

ウェールズ周遊と歴史都市シュルーズベリーの旅

千歳発着14日間 ㈱世界紀行もう一つの英国を4都市に連泊して訪ねる

コンウィ（イメージ）

カーナーヴォン城

シュルーズベリーの肉屋小路

スノードン登山鉄道

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地

夕刻、千歳空港より、航空機にて羽田空港へ。
深夜、カタール航空にてドーハへ[00:01発]。
─

朝、ドーハ到着後、カタール航空を乗継ぎ、ウェールズの首都･カーディフへ
[13:05着]。
着後、ウェールズ各地から移築されたたくさんの建築物が見られる、英国最大
の野外博物館『セントファーガンス・ウェールズ民族博物館』へご案内します。
港町カーディフに連泊 です。
─

終日、カーディフ市内観光。古代ローマの城塞に期限が由来するカーディフ
城や、ビクトリア様式のカーディフ中央市場、芸術と自然科学の幅広いコレ
クションが展示されている国立博物館、幾度もの戦禍をくぐり抜けたスラン
ダフ大聖堂へご案内します。
─

午前、カーディフ郊外にて、ローマ人のウェールズにおける最重要拠点カー
リオンのロ－マ遺跡を見学します。6000人が収容できた円形闘技場や、駐
屯基地跡へご案内します。
その後、ウォールズ第二の都市スウォンジーに立ち寄り、ウェールズ最大の
屋内市場スウォンジー市場へご案内します。
午後、パステルカラーのリゾート地テンビーへ。夕刻、かつてノルマン人の要
塞があったカッスルヒルにご案内します。
リゾート地・テンビーに連泊 です。
─

午前、チューダー王朝の始祖・ヘンリー7世が生まれたペンブロークにて、ペ
ンブローク城に立ち寄ったのち（外観）、「人口・面積ともに英国で最小の都
市」セントデヴィッズに立寄り、「ウェールズで最大の大聖堂」セントデヴィッ
ズ大聖堂と司教館跡を訪ねます。セントデヴィッズは、ウェールズで最も神聖
視されている聖地です。
午後、英国で唯一の海岸線に広がる国立公園ペンブロークシャー・コースト
国立公園へ。着後、海岸線にのびるフットパスのウォーキングをお楽しみく
ださい。夕食はシーフードです。
─

午前、美しい町スランディロにて、崖の上のカルグ・ケネン城［外観］の眺望を
ご覧いただいたのち、 ウェールズ屈指の景観路線『ハート・オブ・ウェールズ・
ライン』 に乗車して、スランドリンドット・ウェルズに向かいます。一両のみで
運行するかわいらしい列車は、途中、シュガーローフ山に登り、風光明媚なカ
ングホルディ高架橋を渡ります。運が良ければ、車窓からは全翼長２ｍのア
カトビの雄姿がご覧いただけます。
午後、山あいの温泉町スランドリンドット・ウェルズより、専用バスにて、カンブ
リア山地を越え、12世紀にテンプル騎士団が建設したデビルズ・ブリッジの
見学へ。その後、レイドル川の滝までのハイキングをお楽しみいただきま
す。
夕刻、セントジョーンズ海峡に面したリゾート地アベリストウィスへ。

─
午前、約700年前にエドワード1世により建造された 世界遺産ハーレック城 
を車窓よりご覧いただきたのち、「緑と灰色の渓谷」 スノードニア国立公園 
へ。着後、山麓の村スランベリスから、100年以上前に開通したラック式の
スノードン登山鉄道にて、ウェールズ最高峰・スノードン山山頂へ［標高
:1085m］。山頂にてスノードニア国立公園のパノラマをお楽しみください。
午後、北部ウェールズの中心都市カーナーヴォンへ。
夕食はウェールズの伝統料理バック・レアビットです。
カーナーヴォンに連泊 です。
─

午前、専用バスにて、メナイ海峡を橋で渡り、アングルシー島の西部にある
ホーリー島へ。着後、サウススタック・クリフ保護区やサウススタック灯台を
訪ねます。
その後、アングルシー島へ。世界一長い名前の駅［スランヴァイル・プルグウ
ィンギル・ゴウゲラフワーンドロウブ・スランタシリオウゴウゴウゴウフ駅］や、
ローマ帝国軍の駐屯地跡に建てられたエドワード1世の城郭 世界遺産ボー
マリス城 、ペンモン修道院跡を観光します。
─

午前、世界最高の中世建築に数えられ、ウェールズで最も美しい 世界遺産
カ－ナーヴォン城 を見学後、『ヨーロッパの美しい村30選』に選ばれた、城
壁に囲まれた城下町コンウィへ。着後、中世城郭建築の傑作と言われる 世
界遺産コンウィ城 （外観）と城壁の観光。コンウィ川の対岸からはターナー
が描いたコンウィ城の眺望や「英国で最も小さな家」などもご覧いただきま
す。その後、パステルカラーの街並みが美しく、ビクトリア王朝時代からの保
養地で、『不思議の国のアリス』ゆかりのスランディドノへ。

─
朝、アイリッシュ海に突き出した3.2ｋｍの石灰岩の岬グレート・オームへご
案内します。巡礼地サントトゥドゥノの古い教会にてケルト十字をご案内しま
す。その後、木骨組の中世の市場町・ルシンにて、『ルシンの目』と呼ばれる
独特な窓を持つ17世紀の建物などをご覧いただきます。
午後、スランゴスレン近郊の「英国で最も長くて、高い水道橋」 世界遺産ポ
ントカサステ水路橋 にご案内します。英国最大の運河橋で、高さ37mの美
しい橋が、深い渓谷を跨ぐ様に架けられ、素晴らしい景観を造り出していま
す。橋を渡るナローボートの体験乗船もお楽しみください。
夕刻、イングランドに入り、ダーウィンの生誕地で、歴史の舞台・シュルーズリ
ーへ。
中世都市シュルーズベリーに連泊 です。
─

午前、中世に羊毛市で栄えたシュルーズベリー市内観光。赤い砂岩ででき
たシュルーズベリー大修道院、ローマ時代の発掘品などが展示されるシュ
ルーズベリー博物館などへご案内します。
午後、自由行動。お皿に盛られたスパゲッティーのように入り組んだ中世の
街並みの散策をお楽しみください。添乗員もお手伝いいたします。

─
午前、産業革命の始まりの地･アイアンブリッジ渓谷にて、世界初の鉄の橋 
世界遺産 アイアンブリッジ をご覧いただいた後、バーミンガム空港へ。
午後、カタール航空にて、ドーハを経由へ[15:30発]。
着後、カタール航空を乗継ぎ、帰国の途へ。
─

夕刻、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、羽田へ。
午後、航空機にて千歳空港へ。
着後、解散[14:30着]。
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［機中泊］×××

［カーディフ泊］ＫＫＤ

［カーディフ泊］ＢＬＤ

［テンビー泊］Ｂ×Ｄ

［テンビー泊］Ｂ×Ｄ

［アベリストウィス泊］Ｂ×Ｄ

［カーナーヴォン泊］Ｂ×Ｄ

［カーナーヴォン泊］ＢＬＤ

［スランディドノ泊］ＢＬＤ

［シュルーズベリー泊］Ｂ×Ｄ

［シュルーズベリー泊］ＢＬＤ

［機中泊］ＢＬＫ

［成田近郊泊］－Ｋ×

Ｂ××
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9月6日（日）発～9月19日（土）着…￥498,000
￥88,000（東京発着￥85,000）一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2020年

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

0 0

（6）★★★★★★

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


