
ヒースの季節の英国周遊～
　　 イングランド・スコットランドとロンドンの旅

※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。

■募集人員／18名様限定
■最少催行人数／8名様
■お食事／朝食11回・昼食0回・夕食9回
　※天候が変化しやすい英国のため、観光が自
由に調整できるように、昼食は含めており
ません。途中、パブや中華料理店にご案内
いたします。

■旅券残存期間／入国時6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］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
※成田に後泊しない14日間：￥584,000

ご旅行条件ご旅行条件

■ストラットフォード・アポン・エイヴォン／ファ
ルコン・ホテル、クラウン・プラザ、ヘイトロップ
パーク、ホリデイ・イン、メルキュール
■湖水地方／ホワイト・ウォーター、オールド・イ
ン・グランド、バーンサイド、ベルズ・フィール
ド、ビーチ・ヒル、ワイルド・ボア、ローウッド
■エジンバラ／ホリデイ・イン、ロイヤル・テラ
ス、エイペックス・インターナショナル
■フォート・ウイリアム／ベスト・ウエスタン、ネ
ヴィス・バーク、クラン・マクダフ、ムーアリング
■スカイ島／ロイヤル・ホテル、カレドニアン、
ポートリー、タンガダーレ、ローズデール
■ロンドン／ミレニアム・グロスター、ホリデイ・
イン・ケンジントン・フォーラム
※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

千歳発着15日間 ㈱世界紀行ハチミツ色のコッツウォルズ、湖水地方、エジンバラ、幻想的なスカイ島に連泊で巡る
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　コッツウォルズ地方の村々で建築材料として使われている蜂蜜色の
石灰岩は、陽のあたり具合によって色合いを変えますが、いつも変わら
ぬ温もりに包まれています。どの村も、こじんまりとした石造りの家並
みが続き、のんびりとした空気が流れています。訪ね歩くだけでも、ど
こかほっとするような村々の散策をお楽しみください。村のイングリッ
シュガーデンも楽しみのひとつです。

コッツウォルズ地方

　美しい湖群と緑に彩られた湖水地方。細い峠道が幾つもの湖を結
び、突然ピーターラビットが飛び出してきそうな美しい風景が広がって
います。
　今回のコースでは、蒸気機関車の乗車体験や、湖水地方最大のウィ
ンダミア湖のクルーズもお楽しみいただきます。

湖水地方

　エジンバラ、グラスゴーに代表される南部工業地域ローランドには
ない景色が北部の高地地方ハイランドにあります。そしてスコットラン
ドの魅力はハイランドにこそあると言われています。
　飾られることなく、あっと言わせるものは少ないものの、水と丘がつ
くる景色は、幻想的な雰囲気に包まれています。
　このたびは、アニーローリーやアメージンググレイスが聞こえてきそ
うな風景の中、フォート・ウィリアムからマレイグ駅まで列車の旅も楽し
み、訪れる機会の少ないスカイ島にもご案内いたします。

スコットランド ハイランド地方

アーカート城（イメージ）

　『スコットランドの素晴らしさはハイラン
ドを旅しなければわからない。』１日の間に
天候はめまぐるしく変わり、朝昼夕とその
景観はさまざまな表情を見せる。荒涼とし
た谷間に激しく流れ込む小川。川辺に群が
るヒースやエニシダ。山の峰々は幾重にも
重なりながら、ひとつひとつ違った形状を
造る。緑の台地、奇岩、海に落ちる断崖。岬
の故城が歴史に刻印を残す。今もゲール
語を話す人々、赤茶色で長毛のハイランド
牛、タータンチェックとバグパイプ、懐かし
い民謡と楽しいケリーダンス、そしてシン
グルモルトのスコッチ。開高健が愛した土
地。「景観そのものが心の琴線に触れる土
地」スコットランド・ハイランド地方へぜひ
お出かけください。

ハイランドの魅力

9月14日（月）発～9月28日（月）着…￥589,000
￥88,000（東京発着14日間￥86,000）一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金2020年

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

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、カタール航空を乗継ぎ、イングランドのバーミンガムへ［13:05着］。
着後、専用バスにて、ストラットフォード・アポン・エイヴォンへ移動し、シェイク
スピアの生家（外観）や、ハーバード・ハウス、シェイクスピアが通っていた学
校など、木骨組みの家々が可愛らしいストラットフォード・アポン・エイヴォン
の散策へご案内いたします。
シェイクスピアの街・ストラットフォード・アポン・エイヴォンに連泊 です。

─
■終日、ハチミツ色のコッツウォルズ地方の村巡り■
ウィリアム・モリスが愛したバイブリー、『コッツウォルズのヴェニス』と称さ
れ、可愛らしい小川が流れるバートン・オン・ザ・ウォーター、藁葺き屋根の
家々が印象的なチッピング・カムデンといった、絵画のような町や村を巡りま
す。
─

午前、専用バスにて、ヨークシャー地方のブロンテ姉妹の村・ハワースへ。
着後、ブロンテ牧師館やブロンテ家ゆかりの教会、そして『嵐が丘』の舞台と
なったペニストン・ヒルにご案内いたします。ピンク色に染まるヒースの景色
をお楽しみください。
午後、専用バスにて、ピーターラビットの故郷・北部イングランドの湖水地方へ。
風光明媚な湖水地方に連泊 です。
─

■終日、湖水地方滞在■
午前、ニアソーリー村にある『ピーターラビット』の絵本作家ビアトリクス・ポ
ターの家『ヒルトップ』へご案内します。
午後、ハヴァースウェイトからレイクサイドまで蒸気機関車に乗り、レイクサ
イドからボウネス・オン・ウィンダミアまでウィンダミア湖を遊覧船でクルーズ
します。また、詩人ワーズワースが愛した村グラスミアの散策もお楽しみく
ださい。
─

午前、専用バスにて、スコットランドの都・エジンバラへ。
途中、イングランドとスコットランドの境界線にある、ローマ帝国が築いた 世
界遺産 ハドリアヌスの長城 をご覧いただきます。
古都エジンバラに連泊 です。
─

午前、 世界遺産 エジンバラ 市内観光（街のシンボル・エジンバラ城、エジン
バラ城とホリールード宮殿を直線で結ぶロイヤルマイル、エジンバラの旧市
街が一望できるカールトンヒルなど）。また、エジンバラ郊外に位置する、世
界で最も奇妙な教会・ロスリン礼拝堂にもご案内いたします。

─
午前、専用バスにて、ヒースが咲き誇るハイランド地方へ。民謡に歌われた
ロッホ・ローモンドの湖沿いに走り、「スコットランドのアルプス」と呼ばれる
美しい緑の谷グレンコーへ。
午後、英国最高峰ベン・ネヴィス山の麓フォートウィリアムへ。途中、スコッチ・
ウイスキーの蒸留所にご案内します。
─

午前、フォート・ウィリアム駅より蒸気機関車ジャコバイト号を利用し、終点マ
レイグ駅へ。車窓からは大自然の絶景を眺め、コンクリート製では世界最古
の高架橋・グレフィナン高架橋を渡ります。着後、フェリーを利用し、伝統文
化が今も残るスカイ島へ。
幻想的なスカイ島に連泊 です。
─

■終日、『翼の島』スカイ島滞在■
切り立った岩山が見事なオールドマン・オブ・ストールの眺望や、キルト・ロック
など雄大な自然をご堪能ください。天候が良ければ、エメラルド・グリーン色
の美しい妖精のプールへご案内します（往復1時間強のハイキングです）。
また、パステルカラーの港町ポートリーの散策もお楽しみください。

─
午前、湖に浮かぶ幻想的なアイリーン・ドナン城（外観）や、ネス湖畔の廃墟
と化した古城アーカート城へご案内します。美しいネス湖とのコントラスト
が見事です。
夕刻、インヴァネスより航空機にて、ロンドンへ。
夜、ご希望の方は、実費にてウエストサイドのミュージカルにご案内いたしま
す。
ロンドンに連泊 です。
─

■終日、ロンドン滞在■
世界で最も有名な博物館の一つ・大英博物館、ロンドンのシンボル・ビッグベ
ン［外観］、王室の戴冠式が執り行われる 世界遺産 ウエスト・ミンスター寺
院 、2300点の絵画を展示するナショナル・ギャラリーやタワーブリッジに
ご案内します。
─

午前、出発まで自由行動。ご希望の方は、添乗員が公共交通機関を利用し、
ショッピング等へご案内いたします。
夕刻、カタール航空にてドーハを経由し、帰国の途へ［16:00発］。

─
夕刻、成田到着［18:40着］。入国審査・税関検査ののち、ホテルシャトルバ
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］××Ｋ

［ストラットフォード・アポン・エイヴォン泊］ＫＫＤ

［ストラットフォード・アポン・エイヴォン泊］Ｂ×Ｄ

［湖水地方泊］Ｂ×Ｄ

［湖水地方泊］Ｂ××

［エジンバラ泊］Ｂ×Ｄ

［エジンバラ泊］Ｂ×Ｄ
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［機中泊］Ｂ×Ｋ
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