
心に残る高品質な旅

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1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6：00（土・日・祝は休業）
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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 福島 伸彦
□ 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。

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。約２万円）。また、スマートフォンは
必ず必要となります（OSバージョンはiPhoneで13.5以上、Androidで6.0以上）。ス
マートフォンにはMy SOSおよびCOCOAのアプリケーションのダウンロードが必要で
す。弊社では当面の間、海外旅行出発前にツアーにお申し込みいただいたお客様だ
けを対象とした、「出入国不安点解消・事前説明会」を実施します。渡航手続きに関し
ての不安点を事前に解消してから安心してご出発いただけます。スマートフォンの操作
なども、当説明会にてご案内します。またスマートフォンをお持ちでない方もどうぞお
気軽にご相談ください。スマートフォンをレンタルするところからサポートいたします。

※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。

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％

羽田発
城郭都市ヴァレッタ城郭都市ヴァレッタ

マルタの歴史と文化に触れる旅
マルタ島の魅力を文化、歴史など様々な角度からご紹介。

今回、新たな見どころとして、一般には公開されていない大統領の夏の別荘、
迎賓館としても利用される「ベルダラパレス」が加わりました。

エリザベス女王が訪問したこともある宮殿で、マルタ政府の許可を得て、
このたび特別にご覧いただけることになりました。

8日間

ターキッシュエアラインズ利用

2022・9



聖ヨハネ大聖堂にて
カラヴァッジョの傑作を

港町マルサシュロック

地中海に浮かぶ小さな島マルタ。首都ヴァレッタは、様々な民族によ
る支配の歴史や、キリスト教の聖地防衛にあたった騎士団の興隆を経
て、堅固な城郭都市として発展したことで知られています。しかし、実
際にこの町を歩くと、むしろ宮廷文化といえるような壮麗な建築物が多
く見られ、芸術性の高さに驚かされます。その一方で、マルタ島やゴ
ゾ島には紀元前の巨石神殿などが残っており、古代の地中海史の興
味深い一面も併せ持っています。このたびは、歴史や文化に彩られた
奥深いマルタの魅力を、様々な角度からご紹介します。さらに、今回、
新たな見どころとして、一般には公開されていない大統領の夏の別荘、
迎賓館としても利用される「ベルダラパレス」が加わりました。エリザベ
ス女王が訪問したこともある宮殿で、マルタ政府の許可を得て、この
たび特別にご覧いただけることになりました。

ツアープランナーより

■ ゴゾ島：ケンピンスキー・サン・ローレンツ ★★★★★
■ ヴァレッタ：エクセルシオール ★★★★★
※星の数はマルタ観光局の基準に基づきます。

マルタはゴゾ島のレースやマルタ島の
銀細工フィリグリーなど、繊細な手作
業で作られる伝統工芸が今も息づく国
です。フィリグリー細工とは、糸状に細
くした金や銀を、繊細な手作業により
編み込むなど細工を施し、溶接して模
様を作る金銀細工の技法です。細やか
な細工には熟練の技術が必要とされま
す。このたびは、実際にパズルピース
を製作する工程の展示や、実際の職人
による製作過程をご覧いただくプログ
ラムをご用意しました。

聖堂内のカラバッジョの作品も見どころです

ヴァレッタ対岸の町スリーシティーズや
港町マルサシュロック、ハーバークルーズも楽しみ
城郭都市ヴァレッタは、 海上から眺
めるとその美しい街並みがよく分か
ります。このたびはハーバークルー
ズでその景色をお楽しみいただきま
す。また、ヴァレッタの対岸の、ス
リーシティーズはヴァレッタに移行す

る前の聖ヨハネ騎士団の本拠地であ
り、ヴァレッタよりも古い宮殿や教
会、砦などが残されています。マ
ルタ随一の港町マルサシュロックは
人々の暮らしぶりを垣間見ることが
できる日曜市に合わせて訪ねます。

マルタが誇る古代文明が残るゴゾ島へ
マルタ島の北西にあるゴゾ島には多
彩な見どころがあります。エジプトの
ピラミッドと同時期か、より古い紀元
前3000 ～ 2200 年に造られたと推
定される巨石神殿ジュガンティーヤ
や、マルタ騎士団の戦いの要衝となっ
たシタデル（大城塞）などを訪れます。

エジプトのピラミッドと同時期かそれ以前に
造られたとされるジュガンティーヤ神殿

フェニキア人から伝えられたというカラフル
な漁船が並ぶ港町マルサシュロック

ここにご注目。旅のポイント

❶ マルタ島の魅力を文化、歴史など様々な角度からご紹介。
❷ 一般公開されていない夏の迎賓館「ベルダラパレス」も訪問。
❸ 巨石文明の遺跡が残るゴゾ島にも宿泊します。

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

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。
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ゴゾ島ではヴィクトリアのシタデル(大要塞)を訪れます

ご宿泊ホテル

ハーバークルーズではヴァレッタの街を海上
から眺めます。(イメージ)

職人による製作工程をご覧いただきます
（イメージ）　©NathanCamilleri

旧市街に残るマルタ騎士団の栄光の足跡
マルタ島の誇りともいえるのが、聖
ヨハネ騎士団の存在です。彼らが
16世紀半ばに築いたヴァレッタに
は、その足跡が記されています。
このたびは、騎士団長の宮殿の一
角にある武器庫へご案内します。ま
た、マルタのシンボルともいえるマ
ルタ十字の8つに分かれた十字の先
は、ヨーロッパ諸国で形成された騎
士団の分団の数に由来します。ヴァ
レッタの町中には分団ごとの宿舎が
あり、今でもそのいくつかが残され
ています。旧市街の散策では、メイ

ンストリートだけでなく、少しわき道
へと入り、騎士団が残した華麗な建
築群も見学します。

カラフルな出窓が特徴的なヴァレッタの旧市街

一般には公開されていない
夏の迎賓館ベルダラパレスを特別見学

マルタの伝統工芸 銀細工
フィリグリーの職人技を見学

このたび初めてご紹介するベルダラパ
レスは、1580年代に建てられた宮殿
でマルタの大統領が夏に利用する別荘
です。国賓も謁見に訪れるという宮殿
で、エリザベス女王も訪問されたこと
のある由緒ある建物です。通常は、一
般公開されていませんが、このたびマ
ルタ政府の許可をいただくことができ、
特別入場が実現しました。

※皆様のご訪問の入場料は、マルタ大統領が運営するがん治療基金への寄付となる予定です。
　急遽、国賓の訪問が入った際には、入場できない場合がございますので、予めご了承ください。

特別
プログラム

文化を知るプログラム

マルタの国賓も訪れるベルダラ宮殿・内部

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H
夜、羽田空港より航空機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　08：10発H
マルタ09：35着F
ゴゾ島

着後、航空機を乗り換えマルタ島へ。
着後、バスと船にてゴゾ島へ。
ゴゾ島着後、昼食。
昼食後、タ・ピーヌ聖堂に立ち寄り、早めにホテルにチェックイン。
� 【2連泊】（ゴゾ泊）khy

3

ゴゾ島 終日、ゴゾ島の観光のご案内します。
巨石神殿●ジュガンティーヤ、○ヴィクトリアの大要塞へご案内し
ます。
昼食には、新鮮なシーフードをお楽しみください。
夕刻、ホテルに戻ります。 � （ゴゾ泊）ahy

4

ゴゾ（コミノ島の
クルージング）F
マルタ島B
イムディーナ、ラバト
Bヴァレッタ

午前、コミノ島を訪れるクルージングをお楽しみください。
その後、マルタ島に戻ります。
ヴァレッタが繁栄する以前に栄えた古都イムディーナ、ラバトへ。
夕刻、ヴァレッタのホテルへ。 �【3連泊】（ヴァレッタ泊）ahy

5

ヴァレッタ 午前、ヴァレッタ旧市街の観光。●国立考古学博物館や●聖ヨハ
ネの大聖堂とカラヴァッジョの作品が展示されている●付属美術
館へご案内します。
午後、一般公開されていない夏の迎賓館「ベルダラパレス」を特
別見学します。(注1)� （ヴァレッタ泊）ahs

6

マルタ島
（スリーシティーズ、
ハーバークルーズ）

午前、ヴァレッタを海から眺めるハーバークルーズをお楽しみくだ
さい。(注2)
また、スリーシティーズへ。旧市街の散策へご案内します。
最後の夕食は地元で人気のレストラン「グレイン・ストリート」にて
お召し上がりください。 � （ヴァレッタ泊）asy

7

ヴァレッタB
ブルーグロットB
マルサシュロックB
マルタ空港20：10発H

午前、バスにて○ブルーグロットに立ち寄り、漁村マルサシュロッ
クへ。日曜市場を見学します。
昼食は、目の前の漁港に揚がった新鮮な海の幸です。
その後、アールダラム洞窟と博物館を訪れます。
また、マルタの伝統工芸、銀細工フィリグリーの制作過程を見学
します。職人の作業を間近にご覧いただくプログラムです。
夕刻、港へ。
夜、航空機にてイスタンブールへ。 � （機中泊）ahk

8
イスタンブール
23：40着　02：20発H
羽田空港19：20着

着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
夜、羽田空港に到着。
着後、解散。 � sks

※日程表の時刻は、ターキッシュエアラインズの羽田空港発着を想定したものです。
(注1)急遽、国賓の訪問が入った際には、入場できない場合がございますので予めご了承く
ださい。
(注2)悪天候の際には、ご案内できない場合がございます。

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：ES746T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・8日間】 　
9月5日（月）�,�12日（月）�,19日（月）�,�26日（月）

エコノミークラス利用

¥428,000
ビジネスクラス利用

¥788,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥80,000にて承ります）
燃油サーチャージ別途目安：￥79,300：6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〜マルタ島間往復】）

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食５回、昼食5回、夕食4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3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

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。

ヴァレッタ（3泊）

ゴゾ島
サンローレンツ

（2泊）ジュガンティーヤ神殿

ブルーラグーン

スリーシティーズ

マルサシュロック
マルタ

国際空港

イムディーナ

ベルダラパレス

ヴィクトリアの
大要塞

マルタ島

ゴゾ島
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地中海
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