
様々な素顔を持つシチリア島を、旅情豊かに巡る9日間です。
首都パレルモに2連泊。旧市街の中心に位置する「チェントラーレ・パレス」に宿泊。
高級リゾート地タオルミナや、古代地中海都市シラクーサにも宿泊します。

色鮮やかな階段があるカルタジローネや、海と岩山に挟まれたチェファルーなども訪ねます。

シチリア島の見どころを巡る旅へ

魅惑のシチリア満喫の旅
9日間

タオルミーナの町北、標高500mを超える山頂の小さい町、カステルモーラ。
シチリアで最も美しい町のひとつといわれています。

ターキッシュエアラインズ ビジネスクラスの旅

東京発2022・11 ▼2023・3

ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

●キャンセル料について
キャンセル料について（1名利用の場合、1名利用追加料金を含めた
金額となります）お客様は別に定める取消料をお支払いいただくこと
により、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
※特定日：4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～
1月7日出発

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・
条件の他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の
旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年6月20日現在の運賃・
料金を基準としております。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
であり、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになりま
す。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご
出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

●旅行代金に含まれるもの
１. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人
につき20kg以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となってお
ります。（但し、利用航空会社や方面で重量や個数に例外もござい
ますのでお問い合わせください。）

4. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料（但し、
船内チップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税

●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
１. 海外旅行傷害疾病保険料　２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常
な変動に対処するために、一定の期間と条件下に限って航空各社
が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含ま
れない付加価値的な運賃です。金額は利用航空会社・利用区間に
よって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。燃油サー
チャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利
用便決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予
めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客
保安サービス料（合計金額）成田空港=2,660円、旅客取扱施設
利用料/羽田空港=2,950円、関西国際空港=3,100円

7. 国際観光旅客税＝1,000円。

●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。
また、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があり
ます。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、
各地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド

ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払い戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、または、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたし
ておりますが、地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記
時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●個人情報の取扱いについて
当社は、当該個人情報を、お客様との連絡のために
利用させていただくほか、将来よりよい旅行商品の開
発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、利用させていただくことがあります。
個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を
提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする、適切なサービ
スの提供ができない可能性があります。また、ご高齢の方および
高地宿泊を予定するツアーに参加される方から、健康情報等の特
定の機微な個人情報を取得致します。ツアーの催行に必要なサー
ビス及びご旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁
及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名・性別・生年月
日・住所を電話・FAX・郵送・メール等で提供することがございます。

旅行契約解除の日 特定日に開始する旅行 特定日以外

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40
日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

￥30,000
（旅行代金が30万
円未満…10％）
￥50,000（旅行代金が
25万円未満…20％）

無 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30
日目にあたる日以降～21日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20
日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日より当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

渡航に関しての重要事項（必ずご一読ください）

弊社では当面の間ワクチン３回接種が完了したお客様だけを対象にツアーの募集を行います。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、当面の間、海外募集型企画旅行は見合わせておりましたが、4月1日に外務省の感染症危険情報レベルが大幅に見直され、
106ヶ国についてはレベル3からレベル2へと引き下げられました。これを受け、弊社では、皆様の安全・安心面を最重要視し、段階を踏みながら海外観光旅行を再開します。

■ツアー催行決定に関して ： ツアーの催行には、感染症危険情報や訪問国、および日本の
入国時の制限、隔離等の状況によりツアーの催行可否を出発1カ月前までに判断します。

■日本出発前の準備について ： PCR検査の必要ありません。ご自身で準備していただ
く必要があるのは、お住まいの自治体が発行する英文の「ワクチン接種証明書」だけ
です。（電子版、書面版のどちらでも問題ありません）

■日本帰着時に関しての準備 ： 旅行先から出国する72時間前以内に実施されたPCR検
査の陰性証明が日本政府の規定書面で必要となります。弊社では、必要事項を事前
に記入した書面を準備し、行程の中で現地医療機関へご案内します（陰性証明書の発
行料金は現地にて実費でお支払いいただきます。３千円～２万円。国や地域によって
異なります。）日本帰着の際、スマートフォンが必携ではなくなりました。MYSOSや
COCOAのアプリケーションをダウンロードすることで日本帰国時の手続きの一部を
簡略化出来ますが、上記手続きをせずに帰国しても入国時の時間差は現状ほとんど
ありません。ご不安点や疑問点がある場合は最寄りの店舗までお気軽に問い合わせ
ください。

※各国の最新の入国制限措置については外務省海外安全ホームページをご覧ください。
　外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
　渡航先（国または地域）の衛生状況については、
　厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ（https://www.forth.go.jp/）でもご確
認いただけます。各国・地域の入国制限・検疫規則が随時変更となる可能性があります。
最新の情報は外務省安全ホームページや各国大使館・観光局などのホームページにて
ご確認いただきますようお願いいたします。

万が一の新型コロナウィルス罹患に備えて
〇ご出発前
新「海外キャンセルサポート保険」のご加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない事
情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャンセル
料金の70パーセントまで補償されます。※ただし細則がございますので、詳しくはお問
い合わせください。また、当面の間WEB受付限定となります。

〇ご旅行にあたって
必ず「海外旅行傷害保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になった場合、従来の海外旅行保
険で宿泊費用や日本帰国の為の航空券代が補償されます。また国によっては加入が義
務づけられているところもあります。

【海外旅行「安心・安全の旅」への取り組みについて】
■全参加者が3回のワクチン接種済　⇒  いずれのコースも、ご出発の15日前までに3
回目の新型コロナワクチン接種を完了された方だけがツアーにご参加いただけます。

■バス座席は1名あたり、2席以上をご用意　⇒  バスの乗車率を50％以下に。「1名様
につき2席以上」と十分な間隔を空けてご利用いただけます。

■イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保　⇒  観光の際にはイヤホンガ
イドシステムを利用し、密状態を避けます。

■連泊中心のゆとりある日程です　⇒  現地での突発的な問題発生など、万が一の事
態にも対応できるように連泊主体のゆとりある日程としております。

心に残る高品質な旅



パラティーナ礼拝堂

紀元前から19世紀に至るまでシチリア島はまさに「文明の十字路」であり続
けました。ギリシャ、ローマをはじめ、イスラム、ノルマン、スペインなど数
多くの民族や列強の支配を受けてきたことで、本土顔負けのギリシャ遺跡
からバロック様式の街並みまで、多様な歴史と文化を映し出す建築や遺跡
が残されています。風光明媚な景観の中にそうした歴史の町 を々訪ねると、
“シチリア島旅情”ともいうべき感情が自然と湧き出てきます。今回はタオル
ミナに２連泊、パレルモに2連泊と、2カ所で連泊を組み込み、各時代の
建築物を見学するのに加え、さまざまな素顔を持つシチリア島を旅情豊か
に巡る9日間の旅へご案内します。

ツアープランナーより

■ タオルミナ ： ユーロスターズ ・モンテ ・タウロ ★★★★
　　　　　　 ： エクセルシオール（3月2日発） ★★★★
■ シラクーサ ： オルテア・パレス ★★★★★
旧市街のオルティージャ島に位置するホテルです。

■ アグリジェント ： ディオスクリ・ベイ・パレス ★★★★
■ パレルモ ： チェントラーレ・パレス ★★★★
クアトロ・カンティのすぐ近くに位置するホテル。大聖堂などの観光にも便利な立地です。
※いずれのホテルもシャワーのみのお部屋となります。

約1000年前にアラブ人によって支配
された時代に街造りがなされ、その後、
18世紀にバロックの街として生まれ変
わったパレルモ。このたびはパレルモ
に2連泊し、モザイクの傑作が残るパ
ラティーナ礼拝堂や、クアトロ・カンティ
に代表されるバロック建築群や大聖堂
など、パレルモやシチリアの時代背景
によって変化を遂げていった建築群を
ご案内します。自由行動の時間もご用
意しておりますので、地元の食材がず
らりと並ぶ市場などに立ち寄るのもお
すすめの過ごし方です。

首都パレルモに2連泊。
旧市街の中心に位置する
「チェントラーレ・パレス」に
宿泊。

シチリア島

イタリア
ローマ

シラクサタオルミナ

チェファルー
モンレアーレ

シラクーサ（1泊）

パレルモ（2泊）

カターニャ

カステルモーラ

カルタジローネ

カザーレ
アグリジェント（1泊）

タオルミナ（2泊）
エトナ山 H

B

B

Bシチリア島

H

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1 羽田空港22：50発H 夜、羽田空港より、ターキッシュエアラインズ・ビジネスクラスに
てイスタンブールへ。 � （機中泊）ssk

2

イスタンブール05：15着
イスタンブール07：55発H
カターニャ08：10着B
カステルモーラB
タオルミナ16：00着

航空機を乗り換え、ビジネスクラスにてカターニャへ。
着後、カターニャの観光。●ベッリーニ博物館や●大聖堂へご案
内します。
昼食後、標高550mの岩山に築かれた村カステルモーラに立ち寄
り散策後、タオルミナへ。 � 【2連泊】（タオルミナ泊）khy

3
タオルミナ 午前、タオルミナの観光。●ギリシャ劇場や●大聖堂へご案内し

ます。
午後、自由行動。 � （タオルミナ泊）asy

4

タオルミナ
09：00発B
シラクーサ10：30着

午前、タオルミナへ。着後、ネアポリ考古学公園を訪ね、●ギリシャ
劇場や「ディオニュシオスの耳」という名の石切り場、●考古学博
物館を見学します。
午後、旧市街オルティージャ島の観光。○アレトゥーザの泉、●ドゥ
オーモ、○アポロ神殿へご案内します。
� （シラクーサ泊）ahy

5
シラクーサ08：30発B
カルタジローネB
古代ローマの別荘B
アグリジェント17：00着

午前、カルタジローネへ。着後、○色鮮やかな階段スカーラや
●州立陶器博物館へご案内します。その後、●カザーレの古代ロー
マの別荘へ。
夕刻、アグリジェントへ。 � （アグリジェント泊）ahy

6

アグリジェント08：00発B
モンレアーレB
パレルモ17：00着

午前、古代ギリシャ時代の遺構が残る●神殿の谷や●考古学博物
館を見学します。
その後、パレルモ郊外に位置するモンレアーレへ。
昼食後、●ドゥオーモや●回廊付き中庭を見学します。
その後、パレルモへ。 � 【2連泊】（パレルモ泊）ahy

7
パレルモ 午前、パレルモの徒歩観光。○クアトロ・カンティ、●カテドラー

レ、●パラティーナ礼拝堂へご案内します。
午後、自由行動。 � （パレルモ泊）asy

8

パレルモ08：00発B
チェファルーB
カターニャ15：25発H
イスタンブール19：45着

午前、ティレニア海と岩山に挟まれた美しい町チェファルーに立
ち寄り散策後、カターニャへ。
午後、カターニャ空港より、ビジネスクラスにてイスタンブールへ。
着後、ビジネスクラスラウンジにてごゆっくりお寛ぎください。
� （機中泊）ask

9
イスタンブール02：20発H
羽田空港19：20着

深夜、ターキッシュエアラインズ・ビジネスクラスにて帰国の途
へ。
夜、羽田空港に到着。着後、解散。 � sks

地方発着追加料金 大阪・名古屋〜東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌〜東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

利用予定航空会社：�ターキッシュエアラインズ� ツアーコード：ESC03T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】 　
2022年11月3日（木）�,�17日（木）
2023年3月2日（木）�,�16日（木）

ビジネスクラス利用

¥795,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥70,000にて承ります）
燃油サーチャージ別途目安：￥80,800：7月1日付
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【羽田〜イスタンブール〜カターニャ／カターニャ〜イスタンブール〜羽田】）

ご宿泊ホテル

※星の数は、イタリア観光省の基準に基づきます。

魅
惑
の
シ
チ
リ
ア
島
満
喫
の
旅  

9
日
間

パレルモの市場の様子

高級リゾート地タオルミナや、
古代地中海都市シラクーサに宿泊します

シ
チ
リ
ア
島
の
見
ど
こ
ろ
を
巡
る
旅
へ タオルミナのメイン通り「コルソ・ウンベル

ト」　様々なお店がひしめき合っています
©andras_csontos シラクーサ旧市街の細い路地の様子

【タオルミナに残る劇的な舞台装
置とエレガントな町並み】
紺碧の地中海と富士山に似た美しい
エトナ山。人間の英知の結晶である
ギリシャ劇場との見事なコントラスト
は見る者を魅了します。一方で、タ
オルミナの旧市街はシチリア島で最
も有名なリゾート地らしくエレガント
な雰囲気があり、町歩きが楽しい町
です。

【ギリシャ都市の面影を現在に色
濃く残すシラクーサ】
海に突き出た出島のようなオル
ティージャ島の旧市街はシチリア島
の中でも特に雰囲気のある街並み
を残しています。一方、本土側の
考古学地区にはギリシャ劇場や石切
り場などギリシャ都市の中で最も大
きく、美しいと称えられた往時を偲
ぶことができます。

夕刻のパレルモ大聖堂。宿泊ホテルから大聖堂までは、徒歩で5分ほどです

クアトロ・カンティ

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食4回、夕食6回　■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到着
まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：帰国時6か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以
上必要

ご旅行条件とご注意

裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

新鮮な農作物、シーフードを使った
シチリア名物をご用意

ピザやパスタなど、日本でもすっかりおなじみになったイタリア料理。シチリ
ア島は北イタリアとは違い、素材の良さをそのまま生かした料理が特徴で
す。肥沃な大地が育んだ農作物、そして新鮮なシーフード。シチリア島の
豊かな食文化を各地でお楽しみください。

名物イワシのパスタ カンノーリは手でどうぞ（中にはリコッタ
チーズのクリームが）

アランチーニ（ライスコロッケ） パスタ・アラ・ノルマ

シチリアオレンジ 魚介のフリット

ここにご注目。旅のポイント

❶ 2連泊する首都パレルモでは、旧市街の中心にある「チェントラーレ・パレス」
に宿泊。

❷ 高級リゾート地のタオルミナや、古代地中海都市シラクーサにも宿泊します。
❸ 色あざやかな階段があるカルタジローネや、海と岩山に挟まれたチェファルー

なども訪ねます。


