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2023
ゴールデンウィークの旅 Ⅰ

ヨーロッパ

■ 史上最大の「フェルメール展」を訪ねる
　 春のオランダ・ベルギーの旅 【9日間】
■ 史上最大のフェルメール展とライン川の船旅 【8日間】
■ バルト三国ふれあい街歩き 【8日間】
■ ブルガリア・ルーマニアの旅 【10日間】
■ ポーランドの古都と世界遺産の旅 【9日間】

東京発

心に残る高品質な旅

アジア編、アフリカ／ニュージーランド編もございます。

●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加
代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記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）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又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。 当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。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
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。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●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＝航空機 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
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。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

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による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

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 ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 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

●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、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年12月1日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

海外旅行「安心」への取り組み

万が一のコロナウィルス罹患に備えて

全参加者が3回のワクチン接種済
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。
※PCR検査の必要はありません。事前に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」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

【新サービス】ワールド航空・安心サポート
万が一、ご旅行先でコロナに罹患した場合、ワールド航空の社
員または現地パートナー会社のスタッフが速やかに駆けつけ、
滞在中から帰国の手続きまでサポートいたします。
※当面、2022年10月1日～ 2023年1月31日の間に出発するツアー
が対象です。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」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、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のため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。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
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%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、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席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

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、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。
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『真珠の耳飾りの少女』や『牛乳
を注ぐ女』で有名なフェルメー
ル。彼の作品は、ここ日本で
も常に大きな注目を集めていま
す。この春、オランダのアム
ステルダム国立美術館で、世
界初の「史上最大」ともいうべ
きフェルメール展が開催されま
す。全作品35（37）点の80パー
セント近い「27作品」(注)が、
世界各地からアムステルダムに
一堂に集う画期的なもので、こ
んなチャンスはもう二度と来な
いかもしれません。この貴重な
機会に合わせて、早春のオラ
ンダへ。フェルメールの故郷デ
ルフトにも連泊し、ゆかりの地
を歩きます。旅の始まりにはベ
ルギーの古都ブルージュに連泊
し、緑輝く春の水郷を楽しみま
す。世界最大の花の楽園キュー
ケンホフ公園の訪問も組み込ん
だ、春ならではの行程でご案内
します。(注)展示作品点数は、美
術館側の都合により変更となる場
合があります。

ツアープランナーより

ブルージュでは運河クルーズを楽しみます

史上最大の「フェルメール展」
世界から27作品(予定)が集結 隠された下絵を発見！

アムステルダム国立美術館によると、最新のスキャン技術により、同館
の所蔵する『牛乳を注ぐ女』に、下絵が存在したことが判明したとのこ
と。当時のオランダの家庭でよく使われていた水差しと籠が描かれてい
たそうです。なぜフェルメールは塗りつぶしてしまったのか、興味は尽
きません。

フェルメールは生涯に約
50作品を描き、そのう
ち現存するのはわずか
35点。これらが世界各
地の美術館に散らばり、
すべて見ようとすれば世
界一周旅行になってしま
うほどです。このたびア
ムステルダム国立美術館

で開催される「フェルメール展」では、『牛乳を注ぐ
女』『小路』など同館が所蔵するフェルメール作品4
点に加え、『真珠の耳飾りの少女』（マウリッツハイ
ス美術館蔵）、『地理学者』（シュテーデル美術館
蔵）、『手紙を書く婦人と召使』（アイルランド国立美
術館蔵）、『天秤を持つ女』（ワシントン・ナショナル・
ギャラリー蔵）などの名だたる作品が集結。また、
修復によりキューピッドが現れたことで話題となっ
た『窓辺で手紙を読む女』（ドレスデン国立古典絵
画館蔵）など、全27作品を予定しており、まさに
史上最大と呼ぶにふさわしい内容です。
※特別展のフェルメール展では、ガイドによる案内
ができないため、予めご了承ください。

科学検査を受ける『牛乳を注ぐ女』

『真珠の耳飾りの少女』
マウリッツハウス美術館蔵（デン・ハーグ）

『天秤を持つ女』
ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵（アメリカ）

『手紙を書く婦人と召使』
アイルランド国立美術館蔵（ダブリン）

『地理学者』
シュテーデル美術館蔵（フランクフルト）

『牛乳を注ぐ女』
アムステルダム国立美術館蔵

(注)展示作品点数は、美術館側の都合により変更となる場合があります。
『真珠の耳飾りの少女』は、4/1以降はマウリッツハイス美術館へ戻る予定です。

ゴールデンウィークの旅　フェルメールの故郷デルフトに宿泊

史上最大の「フェルメール展」を訪ねる
　　　　　　春のオランダ・ベルギーの旅 9日間

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。

アムステルダム（2泊）

オランダ

ベルギー

ブリュッセル
ブルージュ（2泊）

ゲント

H

デンハーグ

H

B

キューケンホフ公園

デルフト（2泊）

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食3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同
行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：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

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港 23：10発H 深夜、羽田空港よりヨーロッパ主要都市へ。  （機中泊）ssk

2

ヨーロッパ主要都市
06：00着　07：40発H
ブリュッセル09：15着
BゲントB
ブルージュ17：30着

航空機を乗り継ぎ、ブリュッセルへ。
着後、ベルギー 7秘宝のひとつ、ブリューゲル作『イカロスの墜落』
を展示する●王立美術館、○グラン・プラスを訪れます。
午後、ゲントに立ち寄ります。●聖バーフ大聖堂を訪れ、『神秘の
子羊』の祭壇画を見学します。
その後、ブルージュへ。  【2連泊】（ブルージュ泊）shy

3

ブルージュ 朝、まだ観光客で混みあう前の静かなブルージュの散策へご案内
します。
午前、○ベギン会修道院や○マルクト広場、●メムリンク美術館
など旧市街の見どころへご案内します。その後、ブルージュの街
並みを水辺から眺める運河クルーズへご案内します。
午後、自由行動。ごゆっくり散策をお楽しみください。
 （ブルージュ泊）ahs

4

ブルージュ08：00発B
デン・ハーグ
(マウリッツハイス美術館)
Bデルフト17：30着

午前、バスにてデン・ハーグへ。着後、2022年には創立200年
を迎えた●マウリッツハイス美術館へ。フェルメールの『真珠の耳
飾りの少女』などを鑑賞します。(注2)
午後、フェルメールの故郷デルフトへ向かいます。
 【2連泊】（デルフト泊）ahy

5

デルフト
【フェルメールウォーク】
【デルフト陶器での
アフタヌーンティー】

午前、フェルメールの生まれ故郷、デルフトの町を散策します。フェ
ルメールの生家や住んだ家、作品を描いた場所などを巡る「フェ
ルメールウォーク」へご案内します。
午後、デルフトブルーで知られる●ロイヤル・デルフト陶器工房
の見学へ。併設のカフェにてデルフト陶器を使ったアフタヌーン
ティーを楽しむひとときをどうぞ。  （デルフト泊）ass

6
デルフト08：00発B
キューケンホフ公園B
アムステルダム

午前、美しい花々で彩られた●キューケンホフ公園へ。午前中、ゆっ
くりと滞在をお楽しみください。
午後、アムステルダムへ。
 【2連泊】（アムステルダム泊）asy

7

アムステルダム
【史上最大の
フェルメール展】

午前、アムステルダム国立美術館へ。史上最大と謳われる期間
限定の「フェルメール展」を鑑賞します。世界中から集められたフェ
ルメールの作品（27作品を予定）が一堂に会します（注1）。レン
ブラントなど常設の作品もお楽しみください。
午後、自由行動。  （アムステルダム泊）asy

8
アムステルダム11：55発H
ヨーロッパ主要都市
15：15着　19：45発H

午前、航空機にてヨーロッパ主要都市へ。
着後、航空機を乗り継ぎ、帰国の途へ。
 （機中泊）ask

9 羽田 15：20着 午後､ 羽田空港に到着。着後、解散。  kss

※日程表の時刻は羽田空港発着のフィンエアーの便を想定したものです。他の航空会社を
利用の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。
(注1)出展作品数は10月末時点での予定の為、美術館側の事情により変更となる場合があります。

1632年、デルフトで誕生したフェ
ルメールは、生涯のほとんどをこ
の町で暮らしました。ツアーでは、
フェルメールの生家や彼が眠る教会、
『小路』や『デルフトの眺望』の題材
となった光景など、ゆかりの地を巡
る「フェルメールウォーク」にご案内
します。デルフトでは町の中心、プ
リンセンホフ博物館の向かいに立つ
ミュージアムホテルに連泊。町歩き

フェルメールと陶器の町　デルフト

地方発着追加代金 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。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

もお楽しみください。

利用予定航空会社：フィンエアー、ターキッシュエアラインズ、エールフランスグループ ツアーコード：EO134T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】
4月26日（水）

エコノミークラス利用

¥498,000
ビジネスクラス利用

¥938,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥100,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間にのみ適用
燃油サーチャージ別途目安：￥115,400：10月1日現在

ご宿泊ホテル

■ ブルージュ
　  ：グランド・カッセルベルク ★★★★
ブルグ広場までは徒歩約1分、町の中心マルクト広場までも徒歩約3分という好立地
のホテル。内装はクラシカルですが、設備はモダンで快適なホテルです。

■ デルフト：ベストウエスタン・ ミュージアムホテル ・デルフト
※シャワーのみのお部屋となります。

■ アムステルダム：グランドホテル・アムラス・アムステルダム ★★★★★
※シャワーのみのお部屋となります。

※星の数は、ベルギーはHOTREC、オランダはHotelsterren の基準に基づきます。星の記載
の無いホテルは格付け機関への登録無しまたは未申請です。

各地で散策に便利なホテルをご用意しています

『デルフトの眺望』マウリッツハイス美術館蔵

中世の佇まいを今に残すフランドル地方の古都ブルージュ。運河が張り巡らさ
れた町には、ヨーロッパで最も高いレンガ建築である聖母大聖堂や、47の鐘か
ら成る鐘楼、ベギン会修道院などの見どころが佇み、「屋根のない美術館」とも
呼ばれます。連泊しますので、静かな早朝の散策や、夜間のライトアップもお
楽しみください。

ベルギーの世界遺産　水の都ブルージュ

クラシカルな内装のグランド・カッセルベルク ミュージアムホテル（デルフト）

ブリュッセルでは「世界一美しい広場」と称されるグランプラスや王立美術館へ

この時期だけの花園　キューケンホフ公園もお楽しみください
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ライン川クルーズのハイライトのひとつ、ロマンチックライン (イメージ )

全長およそ1230キロに及ぶ国際河川、ライン川。流域にはスイス、
フランス、ベルギー、ドイツ、オランダがあり、まさしくヨーロッパの
大動脈といえます。まだ道が整備されていなかった、古代ローマ時
代以前より交通路として利用され、カエサル（シーザー）の遠征によっ
てローマの支配がライン川の西岸まで及ぶと、ローマ軍の駐屯地か
ら都市が生まれ、発展していきました。ライン川を旅することはヨー
ロッパ揺籃の地をめぐり、歴史を辿る旅にもなります。このツアーで
はアムステルダムからフランス・ストラスブールへ5泊6日をかけてク
ルーズします。旅のスタート地点アムステルダムでは、国立美術館
で開催中の、史上最大規模の「フェルメール展」も組み込みました。
途中のドイツでは、世界遺産の大聖堂を擁する街ケルンや、ライン
川のハイライトともいえるロマンチックラインの旅情溢れる景観を楽し
みながら、河畔の可愛らしい町リューデスハイムにも寄港します。そ
して、船はフランス・アルザス地方のストラスブールへ。木骨組の可
愛らしい街並みが旅の最後を飾ってくれます。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

ゴールデンウィークの旅　アムステルダムからストラスブールへ

史上最大のフェルメール展と
　　　　　　　　　ライン川の船旅 8日間

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。

❶ 旅の出発地、アムステルダムではフェルメールの特別展にご案内します。
❷ 5泊6日でライン川のハイライトクルーズをお楽しみいただきます。
❸ 世界遺産ケルンの大聖堂やハイデルベルク、リューデスハイムなど
下船観光が魅力です。

アムステルダムに世界から27作品(予定)が集結

下船後は、アムステルダム国立美術館で開催中の「フェルメール展」に
ご案内します。『牛乳を注ぐ女』『小路』など同館所蔵の4点に加え、『地
理学者』（シュテーデル美術館蔵）、『手紙を書く婦人と召使』（アイルラ
ンド国立美術館蔵）、『天秤を持つ女》（ワシントン・ナショナル・ギャラリー
蔵）などの名だたる作品が集結。また、修復によりキューピッドが現れた
ことで話題となった『窓辺で手紙を読む女』（ドレスデン国立古典絵画館
蔵）など、全27作品を予定しており、まさに史上最大と呼ぶにふさわし
い内容です。

史上最大の「フェルメール展」

フェルメール「牛乳を注ぐ女」
アムステルダム国立美術館蔵

フェルメール「地理学者」
シュテーデル美術館蔵

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食5回、昼食5回、夕食5回　■添乗員：羽田空港ご出発時から羽田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：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　■船内チップは1日あたり8ユーロ程度が目安となります。合計48ユーロを目安に皆様それぞれ
ご用意ください。（10/1現在）。

ご旅行条件とご注意

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、航空機にてヨーロッパ主要都市へ。
 （機中泊）ssk

2

ヨーロッパ主要都市
05：15着　07：25発H
アムステルダム09：55着B
(フォーレムダム、ザー
ンセ・スカンス )B
アムステルダム 

着後、航空機を乗り換え、アムステルダムへ。
着後、オランダの伝統にふれる観光へご案内。まずは、小さな漁
村フォーレンダム、木製の風車などが残りオランダの野外博物館
ともいわれるザーンセ・スカンスを訪れます。
夕刻、ライン川のクルーズ船「ベートーヴェン号」に乗船します。
夕食前、ウェルカムカクテルをご用意しました。
 【5泊6日クルーズ】（船中泊）khy

3

アムステルダム
【フェルメール展を鑑賞】F

午前、●アムステルダム国立美術館の見学へ。期間限定の「フェ
ルメール展」を鑑賞。世界中から集められたフェルメールの作品
27点(予定)が一堂に会します(注)。それ以外にも、博物館のもう
一つのハイライト、レンブラントの「夜警」なども見どころです。
船は、ユトレヒトに向けて出航します。  （船中泊）ahy

4
FケルンF 午前、ライン河を遡り、ケルンを目指します。

午後、船はケルンに到着。世界遺産ケルンの旧市街の散策へ。
大聖堂などにご案内します。夕食はガラ・ディナーをお楽しみくだ
さい。  （船中泊）ahy

5

F【ロマンチックライン】F
リューデスハイム 

午前、世界遺産の景勝ルート「ロマンチックライン」を遡ります。
河畔の古城やローレライなど、周辺の美しい風景を船上よりお楽
しみください。
午後、リューデスハイムに到着。楽器博物館の訪問やワインの試
飲などへご案内します。船はリューデスハイムに停泊します。
 （船中泊）ahy

6
リューデスハイムF
マンハイム
(ハイデルベルク )F

船はリューデスハイムを出航し、マンハイムへ向かいます。
午後、バスにてハイデルベルクを訪れます。ネッカー川を臨む○
ハイデルベルク城などを観光後、船に戻ります。船は、ストラスブー
ルに向けて出航します。  (船中泊）ahy

7

ストラスブールB
バーゼル18：25発H
ヨーロッパ主要都市22:30着 

朝、船を下船します。
午前、ストラスブール旧市街地区の観光へ。○ノートルダム大聖
堂、プティット・フランス地区などへご案内します。
午後、バスにてバーゼル空港へ。航空機にてヨーロッパ主要都市
へ。  (機中泊）ask

8 ヨーロッパ主要都市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。  kss

※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。他航空
会社利用の場合、発着空港および時刻、日程は異なります。
※3～ 6日目の観光は、船に乗船している他のお客様との混載でのご案内となります。また、
観光順序や船のイベント、航行スケジュールは変更となる場合があります。
（注）展示作品点数は10月末時点での予定の為、美術館側の都合により変更となる場合があ
ります。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

■ ライン川5泊クルーズ ： ベートーヴェン号
※シャワーのみのお部屋となります。

ライン川　世界遺産の眺めが広がる
「ロマンチックライン」
全長1320キロあるライン川の中で
も、「ロマンチックライン」と呼ばれる
ドイツのコブレンツからマインツま
での65キロの区間は世界文化遺産
に登録されています。中世、この地
域の領主たちは通行税を徴収する
ために、こぞって城塞を築きました。
今に残る30あまりの古城とブドウ畑
が調和した美しい景観は、歴史的・
文化的にも価値があります。ライン

川の難所で人魚伝説が残る、「ローレ
ライの岩山」も通過します。

地方発着追加代金 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。

小さな町と古城が次々と現れる、ライン川
クルーズのハイライトのひとつ、ロマン
チックライン（イメージ）

ご宿泊ホテル

ワイン居酒屋が並ぶつぐみ横丁

旅の最後は木骨組みの家が建ち並ぶストラスブールへ
クルーズの終着点は、ライン川を
挟みドイツと国境を成すフランス東
部・アルザス地方のストラスブール
です。交通の要衝として栄え、その
地理的な環境から、フランスとドイ
ツの領有権争いの舞台となった歴史
を持ちます。その特異な歴史が多
様な文化、特徴ある路地や街並み、
そして人情味に溢れたアルザス人気
質を育んできました。旧市街の運
河沿いには、フランスなのにドイツ

らしい木骨組みの家々が建ち並び、
まるで童話の世界に迷い込んだよう
な美しい街並みを見せてくれます。

リバークルーズの魅力
停泊地での夜の散歩もお楽しみください
リバークルーズのメリットのひとつは
船着場から町中までの距離が近いと
ころで、リューデスハイムもそのひ
とつ。この町には、ワイン居酒屋が
立ち並び、地元の人々で賑わうドイ

ツらしい雰囲気を味わえます。船は
深夜までリューデスハイムに停泊し
ていますので、ゆっくりとワイン居
酒屋が連なる、つぐみ横丁の散策を
お楽しみください。

ライン川のほとりに広がる小さな町リューデスハイム

木骨組みの家々が立ち並ぶ世界遺産プティッ
ト・フランス地区の散策にご案内します

ヨーロッパ・リバークルーズの老舗・フランス クロワジ社
ベートーヴェン号　MS Beethoven
ヨーロッパのリバークルーズ会社として定評のあるフランス・クロワジ社
のクルーズ船「ベートーヴェン号」を利用します。このたびは、ミドルデッ
キとアッパーデッキのキャビンをご用意しており、いずれも13平米の客
室となります。ミドルデッキの客室は開閉可能な窓(上部)、アッパーデッ
キの客室は開閉可能な出窓（フ
レンチ・バルコニー）付きです。
もともと、ディナークルーズを
手がけていた会社ということも
あり、食事に定評があることも
特徴のひとつです。

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降30日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって29日目に当たる日以降15日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降当日までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不参加のとき

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

利用予定航空会社： ターキッシュエアラインズ、エールフランス航空 ツアーコード：RI106T
集合・日数・出発日 　　　　　　　　旅行代金

【羽田空港集合・8日間】 4月29日（土）

ミドルデッキ
（13㎡　シャワー）

エコノミークラス利用
￥558,000

ビジネスクラス利用
￥998,000

（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）

アッパーデッキ
（13㎡　シャワー）

エコノミークラス利用
￥578,000

ビジネスクラス利用
￥1,018,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥90,000にて承ります）
※部屋の広さはバルコニーがある場合、バルコニーを含みます。
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間のみ適用
燃油サーチャージ別途目安：￥122,000：10月1日付
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絵に描いたような色彩のタリン旧市街

弊社のヨーロッパのツアーの中でも、人気の旅先としてすっかり定着
したバルト三国。3カ国共に首都の旧市街が世界遺産に登録される
ほど歴史の面影を残し、中世の世界を感じさせてくれること。そし
て良い意味で観光に害されていな
いところも人気の所以でしょう。い
ずれの旧市街も、通り過ぎてしまう
にはもったいない昔ながらのたたず
まいを残す小路や、おもわず微笑
んでしまうようなユーモラスな看板
を掲げた建物、北欧デザインと地
元の素朴なデザインがミックスされ
たようなかわいらしくて温かみのあ
る品 を々扱う店が点在しています。
ツアーでは、「その先が気になる路
地歩き」で、新しい心地よさを体験
してください。

ツアープランナーより

三国共に旧市街が世界遺産。
歴史が異なる国を訪ねます

ここにご注目。旅のポイント

❶ 三国共に旧市街が世界遺産。歴史が異なる国を訪ねます。
❷ ヴィリニュスのバロック様式とリガのユーゲントシュティール様式を
楽しみます。

❸ 世界遺産タリン地区の美しい旧市街を堪能します。
三国がひとまとめにされがちですが、訪ねると歴史、文化、民族とそれぞれ
趣きが異なります。それぞれの特徴をご紹介するような旅に仕立てました。
三国全ての首都の旧市街は中世の街並みを今に伝える世界遺産です。コンパ
クトな日程ながらリガやタリンでは連泊滞在と、早朝や夜の時間帯など時間を
変えて散策をお楽しみいただけます。

旧市街は迷路のようで散策が楽しい（エストニア・タリン）ユニークで可愛らしいタリン旧市街の看板

ゴールデンウイークの旅

バルト三国ふれあい街歩き 8日間

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。

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食5回、昼食3回、夕食5回　■添乗員：羽田空港ご出発時から羽田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：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

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
羽田23：10発H 深夜、羽田空港より、フィンランド航空にてヘルシンキへ。

 （機中泊）ssk

2

ヘルシンキ
06：00着　07：40発H
ヴィリニュス09：25着 

着後、航空機を乗り換え、ヴィリニュスへ。
着後、市内観光へ。○ゲディミナス塔、○大聖堂、○聖アンナ
教会へご案内します。400年以上の歴史を持つ●ヴィリニュス大
学では、フレスコ画「四季の絵」をご覧ください。昼食後、早めに
ホテルへチェックイン。  （ヴィリニュス泊）shy

3

ヴィリニュス08：00発B
カウナスB
十字架の丘B
リガ18：00着 

午前、●聖ペテロ・聖パウロ教会を観光し、リトアニアの第二の
都市カウナスへ。杉原千畝ゆかりの●旧日本人領事館、旧市街に
ご案内します。
午後、リガへ向かいます。途中○十字架の丘に立ち寄ります。
 【2連泊】（リガ泊）ahy

4
リガ 午前、「三人兄弟」の中世の家々や●リガ大聖堂、○聖ヨハネ教会、

○聖ペテロ教会などのリガ旧市街の観光へご案内します。
午後は自由行動です。リガの散策をお楽しみください。
 （リガ泊）asy

5
リガ08：30発B
パルヌB
タリン16：30着 

午前、バスにてユーゲントシュティール建築群をご覧いただきま
す。その後、パルヌに立ち寄りタリンへ。ホテルは旧市街近くに
位置する「ノルディック・フォーラム」です。
 【2連泊】（タリン泊）ahy

6
タリン 午前、タリン旧市街の観光へ。○アレキサンドル・ネフスキー聖堂、

○大聖堂、旧市庁舎、ブラックヘッドのギルドなどへご案内します。
午後、自由行動。ご希望の方は、公共交通機関を使用してエスト
ニア野外博物館へご案内します。  (タリン泊）asy

7
タリン17：25発H
ヘルシンキ
18：00着　19：45発H

午前、ピョートル大帝の夏の離宮である●カドリオルグ宮殿と、
五年に一度開催される歌の祭典の会場○歌の広場へご案内しま
す。夕刻、航空機にてヘルシンキへ。
着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。  (機中泊）ask

8 羽田空港15：20着 午後、羽田空港に到着。着後、解散。  kss

■ ヴィリニュス ： ラディソン・ブリュ・リエトゥヴァ
■ スプリット ： ラディソン・ブリュ・ラトヴィア
■ タリン ： ノルディック・ホテル・フォーラム
旧市街近くに位置する好立地なホテル。

ヴィリニュスのバロック様式と
リガのユーゲントシュティール様式を楽しみます
バルト三国の中でもドイツや北欧の
影響を受けなかったヴィリニュスは、
タリンやリガとは異なり、緩やかな
曲線を描いたバロック様式の街並み
が特徴です。リガの旧市街でには、

ドイツの影響を受けたゴシック様式
の重厚な建物が立ち並ぶ一方、新
市街では19世紀末に建てられた軽
やかなユーゲントシュティール様式
の建築も楽しめます。

地方発着追加代金 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。

何気ない散策が面白いヴィリニュス

古いたたずまいを残す旧市街は、あ
るいて楽しむのにちょうどよい大き
さです。いまも生活の場として使わ
れている建物や小路はどこをとって
も絵になります。また、散策時には

世界遺産タリン地区の美しい旧市街を堪能します

朝夕の散策もおすすめです

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：フィンエアー、ターキッシュエアラインズ、エールフランスグループ、ルフトハンザ
グループ、スカンジナビア航空、ブリティッシュエアウェイズ ツアーコード：UB026T

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・8日間】
4月30日（日）

エコノミークラス利用

¥558,000
ビジネスクラス利用

¥1,038,000
（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）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間にのみ適用【羽田空港～ヘルシンキ間】
燃油サーチャージ別途目安：￥95,000：12月1日現在

リガの市庁舎広場に立ち並ぶギルドハウスなど圧巻の建築

ヴィリニュス大学構内で見学できるフレスコ画 リガにも影響が及んだユーゲント・シュティール

タリン（２泊）

パルヌ

リガ（２泊）

ヴィリニュス（1泊）カウナス

十字架の丘
リトアニア

ラトビア

エストニア

H

H

B
B

B

B

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

頭上にもご注目ください。北欧の影
響を受け、ユニークな看板が町を
飾っています。看板を見ながら「ど
んなお店だろう」と想像するのも街
歩きの楽しみのひとつです。
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ブラショフに連泊し、ルーマニアの魅力を満喫します
ブラショフの街に連泊することで、
滞在感のある旅としました。私ども
がブラショフを選んだのは、ドイツ
人が築いたその街並みはもちろん、
その周辺には世界遺産の古都シギ
ショアラ、ドラキュラ城のモデルと

なったブラン城、そしてプレジュメー
ルの要塞教会とルーマニアの見どこ
ろが凝縮しているからです。ホテル
は旧市街に近いところを用意してお
りますので、皆様の足で街の散策も
お楽しみいただけます。

リラの僧院（ブルガリア）

ヨーロッパの原風景ともいうべき素朴さの中を旅します。あれもこれ
もと詰め込み過ぎず、「ここだけはぜひご覧いただきたい」という町や
村を厳選して、ゆとりある旅としてご用意しました。ルーマニアなら
ではの魅力に富んだブラショフでは2連泊。かつてドイツ人の植民都
市として栄えたトランシルバニア地方の中心地シギショアラにも立ち
寄ります。ブルガリアのアルバナシ村では、オスマン帝国時代と現
在が交錯した味わい深い雰囲気です。小さな町や通りすがりの村に
こそ、旅本来の楽しみを感じていただけることでしょう。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ ブラショフに連泊し、ルーマニアの魅力を満喫します。
❷ トランシルヴァニアを巡る昔日の面影を残す村ビスクリも訪れます。
❸ 古都ベリコ・タルノボの職人街とオスマン帝国時代の面影残るアルバ
ナシ村も訪問します。

ゴールデンウイークの旅

ブルガリア・ルーマニアの旅 10日間

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。

古都シギショアラの街並み

プレジュメール要塞教会 ブラショフの街並み プロブディフの古代ローマの円形劇場

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食7回、夕食7回　■添乗員：羽田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：入国時6か月以上　■パスポート査証未使用欄：見
開き2ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

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、ターキッシュエアラインズ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　07：30発H
ソフィア08：40着

着後、航空機を乗り換え、ブルガリアのソフィアへ。
着後、バスにて世界遺産●リラの僧院へ。ブルガリアを代表する
素晴らしい僧院を見学後、ソフィアへ。  （ソフィア泊）khy

3

ソフィア08：30発B
世界遺産ボヤナ教会B
プロブディフ17：00着 

午前、●アレクサンドル・ネフスキー寺院や●聖ソフィア教会など
を訪ねます。その後、バスにてソフィア郊外のヴィトシャ山麓にあ
る世界遺産●ボヤナ教会を見学。13世紀半ばに描かれたフレス
コ画は必見です。
午後、プロブディフへ向かいます。  （プロブディフ泊）ahy

4
プロブディフ08：00発B
カザンラクB
世界遺産トラキア人の墓B
ベリコ・タルノボ19：00着 

午前、古い歴史を持つプロブディフの観光。旧市街の散策。●
古代ローマの円形劇場を見学。
午後、カザンラクへ。世界遺産●トラキア人の墓（レプリカ）を見
学します。  （ベリコ・タルノボ泊）ahy

5

ベリコ・タルノボ08：30発B
アルバナシ村B
ブカレスト18：00着 

午前、ブルガリア第2帝国の都であった古都ベリコ・タルノボの観
光。ツァラベツの丘からの眺めを楽しんだ後、旧市街の職人通り
の散策などを楽しみます。
午後、古くからの民家が数多く残されているアルバナシ村を訪ね
ます。その後、国境を越えブカレストへ。
 （ブカレスト泊）ahy

6
ブカレスト08：30発B
世界遺産プレジュメール
の要塞教会B
ブラショフ15：00着 

午前、バスにて世界遺産●プレジュメールの要塞教会を訪れます。
午後、ブラショフへ。
着後、●黒の教会、●聖ニコラエ教会など、ブラショフの観光。
 【2連泊】(ブラショフ泊）aly

7

ブラショフ
（シギショアラ） 

終日、トランシルバニア地方の観光。
午前、ドラキュラのモデルとなったヴラド・ツェペシュの生地、世
界遺産シギショアラを散策。○時計塔、○丘の上の教会などを訪
れます。昼食は「ドラキュラの生家」でお召し上がりください。そ
の後、英国国王チャールズ三世も愛するのどかな世界遺産●ビス
クリの要塞教会見学と村の散策。  (ブラショフ泊）ahy

8
ブラショフ08：00発B
ブラン城B
シナイヤB
ブカレスト18：00着 

午前、バスにてドラキュラの城のモデルになった●ブラン城へ。
その後、19世紀後半のルーマニア国王が建設した壮麗な宮殿●
ペレシュ城や●シナイヤ僧院を訪ねます。
夕刻、ブカレストへ。  (ブカレスト泊）ahy

9
ブカレスト09：35発H
イスタンブール
11：00着　15：50発H

午前、航空機にてイスタンブールへ。
着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。
 (機中泊）ask

10 成田空港09：25着 午前、成田空港に到着。着後、解散。  kss

※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、成田空港着を想定したもので
す。他航空会社利用の場合、発着空港および時刻、日程は異なります。

※星の数は、ブルガリア政府観光省及びルーマニア政府観光省の定める基準に基づきます。
※ブラショフのホテルはシャワーのみの客室となります。

■ ソフィア ： グランド・ホテル・ソフィア ★★★★★
■ プロブディフ ： グランド・ホテル・プロブディフ ★★★★
■ ベリコ・タルノボ ： ヤントラ ★★★★
■ ブカレスト ： ラディソン・ブリュ ★★★★★
■ ブラショフ ： コスモ ★★★★

地方発着追加代金 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。

ベリコ・タルノボは12～ 14世紀に「第二次ブルガリア帝国」の都が置かれた街
であり、当時の王宮や城壁がツァラベツの丘に残されています。旧市街の中
心には数百年続く職人街チャルシュがあり、いまでも小さな工房で陶器や金
属細工、そしてお菓子作りなどが行われています。また、ベリコ・タルノボ滞
在中には、近郊にありオスマン帝国時代の家並みが数多く残るアルバナシ村
を訪ねます。かつての豪族が暮らした旧家の一部が公開されており、イコン
と壁画で埋め尽くされたキリスト教会などの見どころも多い村です。

トランシルヴァニアを巡る昔日の面影を残す村
ビスクリも訪れます

古都ベリコ・タルノボの職人街と
オスマン帝国時代の面影残るアルバナシ村も訪問します

山あいの豊かな緑に包まれたトラン
シルヴァニアは、かつてオーストリ
ア・ハンガリー帝国の一部となった
こともあり、ルーマニアの中では個
性的で異国情緒あふれる地方です。
なかでも特におすすめは、ビスクリ
村。心温まる素朴な風景の中に佇

ビスクリ村要塞教会の内部

かつてのブルガリアの首都ベリコ・タルノボ

ご宿泊ホテル

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：EC039T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・10日間】
4月27日（木）

エコノミークラス利用

¥598,000
ビジネスクラス利用

¥1,078,000
（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）
ビジネスクラス利用区間：（全区間適用【羽田空港～イスタンブール～ソフィア、ブカレスト～イスタンブール～成田空港】）
燃油サーチャージ別途目安：￥104,000：12月1日現在

ソフィア（1泊）
プロブディフ（1泊）

リラの僧院

ベリコ・タルノボ
（1泊）

ルセ
ブカレスト（計2泊）

ブラショフ（2泊）
ブラン城

シギショアラ

シナイア

ブルガリア

ルーマニア

B

B

B

黒海

H

H

情緒あふれるビスクリ村

む、堅固な要塞教会は異彩を放って
います。この地の歴史に思いを馳
せずにはいられません。先日、新国
王に即位したイギリスのチャールズ
3世がここに別荘を所有しているこ
とでも有名です。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。
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ワルシャワとは違い戦火を免れたクラコフの町並み

かつて中央ヨーロッパの文化的中心のひとつであったポーランド。ロ
シアのロマノフ王朝や、ザクセンやプロイセン王国など歴史的に強
国に挟まれた地であるだけにその歴史は複雑です。今回は、ショパ
ンの足跡を残す首都ワルシャワや古都クラコフだけでなく、ハンザ同
盟の港町として大いに栄えたグダニスクにも連泊しポーランドの多彩
な魅力を堪能します。

ツアープランナーより

中世の町並みが残る古都クラコフに3連泊しますここにご注目。旅のポイント

❶ 「世界で最も美しい音色のオルガン」の演奏も楽しみます。
❷ 中世の町並みが残る古都クラコフに3連泊。
❸ 数々の世界遺産を無理のない行程で巡ります。

文化芸術の中心地として長らくこの
国を支えてきた南の古都クラコフ。
ポーランド国内の多くの町が第二次
世界大戦の戦災に見舞われたなか、
クラコフは奇跡的に戦禍を免れたた
め、中世の美しい街並みが今もなお

ゴールデンウイークの旅

ポーランドの古都と世界遺産の旅 9日間

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。

中央広場は今も昔も活気に満ち溢れています

残されています。欧州でも最大級と
いわれる広場や、交易の中心であっ
た織物会館などが、世界遺産にも登
録されています。連泊滞在で、時間
ごとに変わる街の景色をお楽しみく
ださい。

ワルシャワ（2泊）

クラコフ（3泊）

グダニスク（2泊）

ジェラゾヴァ・ヴォラ

マルボルク

オシフィエンチム

ポーランド

ウクライナ

ベラルーシドイツ

チェコ

スロバキア

H

H

B

ヴィエリチカ

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食7回、昼食5回、夕食5回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：1
ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1

成田空港10：20発H
アムステルダム
17：45着　20：35発H
クラコフ22：25着 

午後、成田空港よりKLMオランダ航空にてアムステルダムへ。
着後、航空機を乗り換えクラコフへ。
着後、ホテルへ。
 【3連泊】（クラコフ泊）skk

2

クラコフ 午前、クラコフ旧市街の観光。●ヴァヴェル城や中央広場などへ
ご案内します。午後、自由行動。
夜、民族音楽を楽しみながらの夕食をお楽しみください。
 （クラコフ泊）ahy

3
クラコフ
（ヴィエリチカ岩塩鉱）
（オシフィエンチム強制収容所）

本日はクラコフ郊外へ。世界遺産●ヴィエリチカ岩塩鉱や●オシ
フィエンチム（アウシュビッツ）強制収容所へご案内します（注）。
 （クラコフ泊）ahs

4
クラコフ08：30発B
ジェラゾヴァ・ヴォラB
ワルシャワ17：00着 

午前、バスにてジェラゾヴァ・ヴォラに向かいます。
着後、ショパンの生家を訪ねます。
その後、ワルシャワへ。  【2連泊】（ワルシャワ泊）ahy

5
ワルシャワ
（ワジェンキ公園）
（聖十字架教会） 

午前、旧市街を中心にショパンゆかりの地を訪ねながら散策へ。
○ワジェンキ公園や○聖十字架教会などへご案内します。
午後、自由行動。  （ワルシャワ泊）ahy

6
ワルシャワ09：00発B
マルボルク城B
グダニスク17：00着 

午前、バスにてマルボルク城に向かいます。
着後、ドイツ騎士団の居城だった●マルボルク城を見学します。
その後、グダニスクへ。  【2連泊】（グダニスク泊）ahy

7

グダニスク
（旧市街観光）
（世界一音色の美しい
オルガンコンサート） 

午前、ハンザ同盟で栄えた中世都市グダニスクの市内観光。○
聖マリア教会、○金の門、○ドゥーギ広場などへご案内します。
また、●オリーヴァ教会にて「世界で最も美しい音色のオルガン」
に認定されたオルガンコンサートをお楽しみいただきます。
午後、自由行動。  (グダニスク泊）asy

8
グダニスク11：45発H
アムステルダム
13：40着　17：35発H

午前、航空機にてアムステルダムへ。
着後、航空機を乗り換え、仁川空港を経由し帰国の途へ。
 (機中泊）ask

9 成田空港16：20着 夕刻、成田空港に到着。着後、解散。  kss

（注）アウシュビッツの観光に参加を希望されない方は、自由行動になります。その際のご返
金はございません。
※日程表の時刻は、KLMオランダ航空の成田空港発着を想定したものです。他航空会社利
用の場合、発着空港および時刻、日程は異なります。

※星の数はポーランドホテル協会の基準に基づきます。

■ クラコフ ： グランド ★★★★★
旧市街中心部に位置するホテルです。

■ ワルシャワ ： ソフィテル ★★★★★
主要な観光スポットも徒歩圏内、ワルシャワ中心部に建つホテルです。

■ グダニスク ： キューバス ★★★★
モトワヴァ川沿いにあり、旧市街の近くに位置する立地の良いホテルです。

「世界で最も美しい音色のオルガン」の演奏も楽しみます
バルト海に面した港湾都市であるグ
ダニスク。ハンザ同盟都市として栄
えたこの町は、今の時代も文化遺産
としてしっかりと受け継がれていま
す。そんなグダニスクにあるオリー
ヴァ教会は、12世紀からの歴史を
持つオリーヴァの大聖堂。8000本

以上のパイプが使用されたロココ様
式のパイプオルガンの奏でる音は、
18世紀には世界で最も美しい音色
のパイプオルガンと称されました。
教会では、パイプオルガンコンサー
トをお聴きいただきます。

地方発着追加代金 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。

世界一の音色と称されるオリーヴァ教会のパイプオルガン

ポーランドには数多くの世界遺産が存在します。塩の芸術で飾られた祈りの
洞窟「ヴィエリチカ岩塩鉱」、負の遺産として記憶にとどめておきたいオシフィ
エンチム（アウシュビッツ）強制収容所やヴィスワ川河畔に立つドイツ騎士団の
居城・マルボルク城、そしてワルシャワ歴史地区など。これらを主要都市に連
泊滞在することで、たっぷりと時間をかけでご案内します。

数々の世界遺産を無理のない行程で巡ります

ポーランドに巨大な富をもたらした
ヴィエリチカ岩塩坑

戦災から復興したとは思えないワルシャワ
旧市街

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：KLMオランダ航空 ツアーコード：EE176T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・9日間】
4月27日（木）

エコノミークラス利用

¥558,000
ビジネスクラス利用

¥1,038,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥60 ,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間に適用【成田～アムステルダム】
燃油サーチャージ別途目安：￥97,600：12月1日現在

ハンザ同盟の一翼を担った港湾都市グダニスク ドイツ騎士団の東方拠点であったマルボルク城 裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。


