CROATIA & SLOVENIA OP 2018年11月 ～ 2019年3月

クロアチア お薦めオプショナルツアー
ドブロブニク DUBROVNIK
混載観光ツアー
☆☆☆☆☆
ドブロブニク半日市内観光(混載）
OLD TOWN WALKING TOUR
催行日：毎日

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認くださいませ。※教会訪問を含むOPツアーはノースリーブ、ショートパンツなどの服装はご遠慮ください。※ご滞在ホテルによりピックアップ時間が異なります
□ 現地主催会社 … E：ELITE K : KOMPAS NOVO MESTO C:CROATIA DESTINATION SERVICE U&P：UNILINE & PLENUSTOUR JAPAN
所要
時間

内容

このツアーでは城郭都市ドブロブニクを観光いたします。旧市街の路地のような狭い通りを歩き、壮大な街の歴史と
文化を体験してみませんか？ドブロブニクはアドリア海の真珠です！
10:15頃 ピレ門前スタート、街中を1.5時間ガイドと一緒に散策
1.5 ※料金に含まれるもの：ローカルガイド
Ｈ ※12歳まで無料です。

前後

☆☆☆☆☆
スルジ山へケーブルカーで登頂付
ドブロブニク半日市内観光(混載）
EXPLORING DUBROVNIK
BY CABLE CAR

ケーブルカーでスルジ山へ！都市全体とその周辺の素晴らしい眺めをお楽しみ頂けます。スルジ山から戻ってきた
後、ガイドと共に旧市街散策をいたします。
09:00頃 ピレ門前スタート、ケーブルカーへ 09:15頃 ケーブルカーでスルジ山へ、到着後フリータイム
2.5 09:45頃 ケーブルカーで下山 10:15頃 旧市街散策
Ｈ ※料金に含まれるもの：ローカルガイド、ケーブルカーのチケット
※4歳まで無料、4～12歳は大人料金の半額となります。

前後

ガイド/催行人数

英語ガイド
2名催行

英語ガイド
2名催行

催行日：毎日

☆☆☆☆☆
マルコポーロ生誕の地コルチュラ島と
ペリェシャッツ半島 日帰り観光 (混載）
KORČULA
催行日：月曜（4/15-10/15 2019）
金曜（2/1-11/29 2019）

☆☆☆☆☆
ダルマチア地方 特産品テイスティング (混載）
TASTE OF DALMATIA
催行日：水曜（4/24-10/09 2019）

☆☆☆☆☆
世界遺産モスタルへ！
ボスニア･ヘルツェゴヴィナ日帰り観光(混載)
MOSTAR
催行日：火曜（通年）
木曜（4/18-10/24 2019）
土曜（6/1-10/19 2019)

☆☆☆☆☆
楽園エラフィテ諸島 ISLAND CRUISE
日帰り観光ツアー(混載)
催行日：火曜（4/16-10/8 2019）
水曜（7/3-9/11 2019）
木曜（7/4-9/5 2019）
金曜（5/3-10/11 2019）

☆☆☆☆☆
いにしえのモンテネグロ 終日観光(混載)
ANCIENT MONTENEGRO
催行日：火曜（4/30-10/8 2019）
木曜（4/18-10/24 2019）
日曜（5/12-10/20 2019）

☆☆☆☆☆
世界遺産コトル＆隣国モンテネグロ日帰り観光
(混載）
MONTENEGRO
催行日：月曜（5/6-10/7 2019）
水曜（通年）
金曜（4/19-10/18 2019）

コルチュラ島は探検家マルコポーロの故郷で、多くの伝説や言い伝えやモニュメントが残っています。地中海で中世
の街並みを残している場所の一つであるコルチュラ島の美しい教会や壮大な宮殿などをお楽しみ頂けます。観光後
のフリータイムではご昼食や海水浴、帰りにはペリェシャッツ半島でワインテイスティングを！
07:55-09:15頃 ツアー指定ホテルでピックアック、海岸沿いをドライブしながら途中ストンで休憩
11:15頃 オレビッチに到着
11:30頃 船でコルチュラへ
10 11:45頃 コルチュラ観光(ミュージアム入場は含まれません）、その後フリータイム
Ｈ 15:05頃 船でオレビッチへ戻ります。途中、ペリェシャッツ半島のワインセラーでワインテイスティング
前後 18:30頃 ホテル帰着
※料金に含まれるもの：交通費、ツアーガイド、ローカルガイド、乗船料、ワインテイスティング
※何ヵ所かのホテル立ち寄りでのお迎えとなりますのでピックアップ時間が異なります。

英語ガイド
2名催行

アドリア海沿いをドライブしながら初めに、オリーブオイルの生産で有名なオラサック（Orasac）という小さな村に行
きオリーブオイル、自家製チーズ、スモークハム、ワインのテイスティングをします。この村は伝統的な古い家々が今の
そそまま残っており、オリーブアイルの粉砕も馬によって挽かれています。そのあと最高の牡蠣（オイスター）で有名な
小さな町ストン（STONを)訪れます。この町は1317年から1６世紀にかけて作られた長さ約５KMの壮大な城
壁に囲まれています。また、塩田があり、塩の産地でもあります。このエリア全体が牡蠣の産地です。マリストン
5 （Mali Ston)の海沿いを歩きながら牡蠣とムール貝の壮大なファームを見学して地元のレストランでシーフード１
Ｈ 皿のテイスティングをします。
11:05-12:00頃 最寄ホテルでP/U。
前後
12:30頃 オラサック村に到着 オリーブオイル、チーズ、スモークハム、ワイン試食 試飲
14:00頃 ストン到着 ショートツアーの後、free time 15:30頃 マリストン到着 シーフード試食
16:30頃 ドブロブニクに向けて出発 17:45頃/18:00頃 最寄のホテル到着
※何ヵ所かのホテル立ち寄りでのお迎えとなりますのでピックアップ時間が異なります。

英語ガイド

モスタルは西洋と東洋の文明が衝突する街です。オールドバザールやトルコ式の住居、古いモスクなどの観光スポッ
トをお楽しみ頂けます。観光後のフリータイムではご古いクラフトショップ訪問やご昼食を！
06:45-08:30頃/07:10-08:35頃 ツアー指定ホテルでピックアップ 08:45頃 ネウム到着（ショートストッ
11 プ） 10:30頃 ポチテリ到着（ショートストップ） 11:15頃 モスタル到着後、1時間30分ローカルガイドと
Ｈ モスタル観光。その後フリータイム。15:00頃 モスタル出発、途中ネウムでショートストップ。 18:30頃 ホテル
帰着
前後
※料金に含まれるもの：交通費、ツアーガイド、入場料、ローカルガイド ※パスポートをご持参ください。
※何ヵ所かのホテル立ち寄りでのお迎えとなりますのでピックアップ時間が異なります。

英語ガイド

3つの島からなるアドリア海の美しい楽園エレフィテ諸島！ アドリア海の景色と美しいビーチはヨーロッパで今人気急
上昇のリゾートです。ドブロブニクからクルーズアイランドツアー！アドリア海で各島をフリー散策で特色を楽しむプチ贅
沢な時間を過ごしてみませんか？
08:00ー08:45頃 ツアー指定ホテルピックアップ
09:00頃 ドブロブニク港を出発 09:30頃 コロチェップ島到着。その後、フリー。
10:15頃 シパン島に向けて出発 11:00頃 シパン島到着。その後フリー。
9
12:00頃 船にてランチ。ランチ後、ロパッド島へ。 14:00頃 ロプッド島到着。その後フリー。
Ｈ 16:30ー17:00頃 ロプッド島出発 17:30ー18:00頃 ドブロブニク港到着。その後各ホテルへ送迎。
前後 コルチェプ島 サンゴ礁を楽しむダイビングで人気の島。 シパン島 エレフィテ諸島で一番大きく、ワインが名産の
島。
ロプッド島 石造りの家々は、ヤシの木々に囲まれ、南の楽園の雰囲気を楽しめます。
※ランチ付き
※何ヵ所かのホテル立ち寄りでのお迎えとなりますのでピックアップ時間が異なります。

英語ガイド

07:10～09:05頃 ツアー指定ホテルピックアップ
コナヴレ谷を通って、コトル湾周辺をドライブ。
11:00頃 ペラストから船に乗って岩礁のマリア教会へ。17世紀からのバロック教会見学
12:15ー12:30頃 コトルに到着。現地のガイドと一緒にコトルを観光（入場料は含まれません） その後、フ
9 リー。 16:00ー16:15頃 コトル出発 コトル湾全体の見渡しながらフェリー移動しその後、ドゥブロヴニクへドラ
Ｈ イブ 18:00ー18:30頃 ドブロブニク到着(その後、各ホテルへ)
前後 ※料金に含まれるもの：交通機関、ガイド、コトルのガイド、岩礁の聖母での入場料。
※パスポートをご持参ください。
※何ヵ所かのホテル立ち寄りでのお迎えとなりますのでピックアップ時間が異なります。

英語ガイド

モンテネグロはドブロブニクから車で1時間以内の場所にあり、世界遺産に登録されているコトルや壁に囲まれた海
辺の町ブドヴァを訪れます。
06:30-08:05頃 ツアー指定ホテルでピックアップ
08:30頃 国境を越えモンテネグロへ。コトル湾をドライブ（ショートフォトストップ有り）
10:00頃 コトル到着後、フリータイム12:45頃 コトルからブドヴァへ（ショートフォトストップ有り）
11
14:00-14:15頃 ブドヴァ到着後、フリータイム 16:15頃 フェリーでコトル湾へ向かい、その後車でドブロブニ
Ｈ クへ
前後 18:30-18:45頃 ホテル帰着
※料金に含まれるもの：交通費、ツアーガイド、入場料 ※12歳まで無料です。 ※パスポートをご持参ください。
※何ヵ所かのホテル立ち寄りでのお迎えとなりますのでピックアップ時間が異なります。
※道路の工事の関係でコースが変更になる可能性がございます。

英語ガイド

2名催行

2名催行

2名催行

2名催行

2名催行

出発場所/出発時間

料金（おひとり様）

主催

ピレ門前
Pile Square next to
the fountain by
Dubravka bar
restaurant (just
outside Pile gate,
entrance to Old town)
10:15頃

¥3,400

E

ピレ門前
Pile Square next to
the fountain by
Dubravka bar
restaurant (just
outside Pile gate,
entrance to Old town)
09:00頃

¥7,700

E

ツアー指定ホテルピックアップ
07:55-09:15頃

¥10,100

ツアー指定ホテルピックアップ
11:20-12:00頃

¥8,600

ツアー指定ホテルピックアップ
07:10-08:35頃

¥10,300

E

E

E

ツアー指定ホテルピックアップ
08:00～08:45頃

¥10,100

ツアー指定ホテルピックアップ
07:45～09:05頃

¥10,100

E

ツアー指定ホテルピックアップ
06:45-08:05頃

¥10,100

E

E

混載観光ツアー

所要
時間

☆☆☆☆☆
メジュゴリエ日帰り観光 (混載）
MEĐUGORJE
催行日：土曜（6/29-9/7 2019）

☆☆☆☆☆
「ゲーム・オブ・スローンズ」ロケ地巡り (混載）
GAME OF THRONES WALKING TOUR
催行日：毎日

☆☆☆☆☆
「ゲーム・オブ・スローンズ」ロケ地巡り with トル
ステノガーデン (混載）
GAME OF THRONES WALING TOUR
with Trsteno gardens
催行日：毎日

☆☆☆☆☆
チリピ村 民族舞踏 (混載）
CILIPI FOLFLOR
催行日:日曜（4/21-10/6 2019）

プライベート観光ツアー
☆☆☆☆☆
コトル観光 プライベート

9
Ｈ
前後

内容
ボスニアヘルツェゴビナのメジェゴリエへの日帰りです。1981年の聖母マリア出現以来、世界中から多くの巡礼者が
訪れる聖地。
6:15－07:20頃 ツアー指定ホテルピックアップ 10:00頃 メジュゴリエ到着、頂上のApparition Hill に上
り、ミサを受けることも可能です。自由時間。 15:30頃 ドブロブニクに向けて出発
※何ヵ所かのホテル立ち寄りでのお迎えとなりますので集合時間が異なります。
※パスポートをご持参ください。

世界170カ国で放送され、日本でも話題となっているテレビドラマシリーズ、『ゲーム・オブ・スローンズ』のロケ地へと
専門ガイドがご案内します。第2シーズン以降、キングズランディングのシーンはクロアチアのドゥブロヴニクで撮影され
ています。スクリーンで見た数々の場面が鮮やかに蘇ります！ファンの方必見の一押しツアーです。
10:15頃 ピレ門で合流 10:15–10:50頃 ロブリイェナツ要塞を訪問
3 10:50–12:50頃 旧市街に戻り市壁へ 12:50–13:15頃 旧市街徒歩見学
Ｈ ※料金に含まれるもの：ローカルガイド、ロブリイェナツ要塞入場料、市壁入場料
前後 ※4歳まで無料、4～12歳は大人料金の半額となります。

世界170カ国で放送され、日本でも話題となっているテレビドラマシリーズ、『ゲーム・オブ・スローンズ』のロケ地へと
専門ガイドがご案内します。第2シーズン以降、キングズランディングのシーンはクロアチアのドゥブロヴニクで撮影され
ています。シーズン３，４のロケ地となり“Tyrell (High)Garden”と呼ばれたトルステノガーデン（ドブロブニクから
２４ｋｍ）にも訪れます。スクリーンで見た数々の場面が鮮やかに蘇ります！ファンの方必見の一押しツアーで
す。
10:15頃 ピレ門で合流
5 10:15–10:50頃 ロヴリイェナツ要塞を訪問 10:50–12:50頃 旧市街に戻り市壁へ
Ｈ 12:50–13:15頃 旧市街徒歩見学 13:15-14:00頃 フリータイム
前後 14:00-14:20頃 トルステノガーデンに向けて移動 14:20-15:45頃 トルステノガーデン訪問、 フリータイム
15:45-16:15頃 ドブロブニクへ
※料金に含まれるもの：ローカルガイド、ロブリイェナツ要塞入場料、市壁入場料、トルステノガーデン入場料
※4歳まで無料、4～12歳は大人料金の半額となります。

チリピ村の民族舞踏ツアーです。今日か印ミサに参加して、教会の前で伝統的な衣装に身を包んだ人々の民族
舞踏を見学します。
07:10ー09:05頃 ツアー指定ホテルピックアップ
4 09:15ー09:30頃 チリピ村に到着 ウェルカムドリンク
Ｈ 10:00頃 聖ニコラス教会でミサ 11:15頃 教会の前でフォークロアダンス
前後 12:00頃 ホテルへ戻ります。

所要
時間

６
Ｈ

催行日：RQTベース
前後
12/25と26、1/1につきましては料金も含め変更となる可能性
がございます

内容

英語ガイド
2名催行

英語ガイド
2名催行

英語ガイド
2名催行

英語ガイド

コトルでにて英語ガイド2時間付 含まれるもの：送迎、コトルでの英語ガイド

モンテネグロの都市コトルはコトル湾の静かな場所に位置している小さな街。
「コトルの自然と文化歴史地域」として1979年にユネスコの世界遺産に登録されています。
9.5 コトル,ブドバでにて英語ガイド付
Ｈ 08:00頃 ホテル発 10:30頃 Kotor(2H)+Budva(2H) SS with 英語ガイド -Sv.Stephan(photo
催行日：RQTベース
前後 stop)
12/25と26、1/1につきましては料金も含め変更となる可能性
15:00頃 ドブロブニクへ向けて出発 含まれるもの：送迎、コトル、ブドバでの英語ガイド
がございます
1981年6月24日、6人の若者が丘の上に幼い子供を腕に抱いた聖母マリアをみて、その日から若者達は聖母の
出現を受けるようになったといわれ、有名な巡礼地になり、多くの巡礼者・観光客が訪れます。（しかしカトリック教
会はこの聖母出現の現象を公認していません。）
9.5 08:30頃 ホテルP/U。専用車にてメジュゴリエへ 11:30頃 メジュゴリエに到着
催行日：RQTベース
Ｈ 11:30頃 英語ガイドと合流(1時間30分観光)
12/25と26、1/1につきましては料金も含め変更となる可能性 前後 13:30頃 メジュゴリエ出発 17:00頃 ドブロブニク帰着 ホテルまで送迎します。
がございます
含まれる内容：transfer,英語ガイド（メジュゴリエ）

☆☆☆☆☆
メジュゴリエ終日観光 For プライベート
Međugorje

地元ガイドと共にモスタル市街を観光。
モスタルはヘルツェゴビナの、文化的・経済的中心地で、国民には「第2の首都」として親しまれています。イスラム文
8 化が色濃く、モスクなどの象徴的な建物も多く見られます。北が南と出会う場所をゆっくりとお楽しみください。
（ランチは含まれてません）
08:00頃 でホテルピックアップ 10:30頃 モスタルへ到着、モスタルの観光英語ガイド付き
Ｈ
催行日：RQTベース
13:30頃 モスタルから出発 16:00頃 ドブロヴニクへ到着
12/25と26、1/1につきましては料金も含め変更となる可能性 前後 含まれる内容：transfer,英語ガイド、Trukish house / Stari Mostmuseum 入場
がございます

出発場所/出発時間

料金（おひとり様）

ツアー指定ホテルピックアップ
06:25～07:30

¥10,100

ピレ門前
Pile Square next to
the fountain by
Dubravka bar
restaurant (just
outside Pile gate,
entrance to Old town)
10:15頃

ピレ門前
Pile Square next to
the fountain by
Dubravka bar
restaurant (just
outside Pile gate,
entrance to Old town)
10:15頃

主催

E

¥11,200

E

¥22,700

E

ツアー指定ホテルピックアップ
07:45～09:05頃

¥6,200

E

ガイド/催行人数

出発場所/出発時間

料金（おひとり様）

主催

英語ガイド2名催行

主なホテルピックアップ
08:30

¥26,000

U&P
or
C&P

主なホテルピックアップ
08:00

¥33,500

U&P
or
C&P

主なホテルピックアップ
08:30

¥29,700

U&P
or
C&P

2名催行

モンテネグロの都市コトルはコトル湾の静かな場所に位置している小さな街。
「コトルの自然と文化歴史地域」として1979年にユネスコの世界遺産に登録されています。

☆☆☆☆☆
コトル、ブドバ観光 プライベート
Kotor+Budva

☆☆☆
モスタル終日観光For プライベート

ガイド/催行人数

英語ガイド
2名催行

英語ガイド
(メジュゴリエにて
お客様と合流)
2名催行

英語ガイド
(モスタルにて
お客様と合流)
2名催行

主なホテルピックアップ
08:00

¥27,900

U&P
or
C&P

スプリット SPLIT
混載観光ツアー
☆☆☆☆☆
ゴールデンホーン クルーズ
GORLDEN HORN CRUISE
催行日：
火曜（5/21～9/24 2019)
木曜（5/23～9/26 2019)

☆☆☆☆☆
サンセットクルーズ
SUNSET CRUISE
催行日：
水曜（5/8～10/9 2019)
日曜（5/5～10/13 2019）

☆☆☆☆☆
ブラチ島ツアー
ISLAND OF BRAC TOUR
催行日：
火曜（5/7～10/1 2019)

☆☆☆☆☆
クルカ＆シベニク
KRKA&SIBENIK
催行日：
木曜（5/9～10/3 2019)

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認くださいませ。※教会訪問を含むOPツアーはノースリーブ、ショートパンツなどの服装はご遠慮ください。※ご滞在ホテルによりピックアップ時間が異なります
□ 現地主催会社 … E：ELITE
所要
時間

内容

アドリアティック アイランド沿いをリラックスしてクルージング。バラック島のサウスコーストのBolを訪れます。ゴールデン
ホーン【黄金の角】と呼ばれるクロアチアでもっとも美しい海沿いのビーチを堪能してください。スイミングをすることもで
きます。Bol を出発したのちにランチを取り、バラック島沿いのクルージングを楽しみます。 "Door of Split"と呼ば
10 れるSolta島とBrac島の間の海峡を通り抜けます。
H Meeting with our crew at Split city port , just in front of a promenade " Riva ". 昼食、ソフトド
前後 リンク、地場ワイン付き
08:30頃 Split シティーポート出航
11:15頃 Bol 到着 free time enjoy " GOLDEN HORN "
16:30頃 Bol 出発 クルージングを楽しみながらランチ
19:15頃
Splitで忘れられないサンセットクルージング。サンセットの見ながら約２時間のこのクルージングは緑豊か
到着
yacht
Polaris
なSPLITのシンボル、マルヤンの丘（Marjan hill）などSPLITを囲む山々、SPLITのサッカーチーム（football
club Hajduk）ハイデュクのスタジアムなどを見ながら息を呑むようなサンセットに染まる景色に酔いしれましょう。ク
2 ルージング中はドリンクとスナックのサービスがあります。
Ｈ 19:00頃 Split シティーポート出航 (5/5-5/31、8/16-9/7)
前後 21:00頃 Split 到着
6/1- 8/15 は、１９：30頃出港、9/18-10/13は、１８：００頃出港です。到着はそれぞれ2時間後にな
ります。
アドリア海の小島でもっとも大きな島Brac島を訪れます。島内ではスペタル（Supetar)から Škrip までドライブし
ます。その後Puciscaでブラチ島でとれる大理石の石切り場や石の学校、ワークショップを見学します。
ドライブはその先Bol へと向かいます。ズラトニラット Zlatni Rat では泳いだり、ビーチでくつろぐなどたっぷりと時間が
あるでしょう。戻りには Vidova Gora (778m)を訪れBolの景色や、周りの島を楽しみましょう。
10 09:00頃 Split 出発 ferryでスペタルに向かいます。 10:15頃 スペタルからスクリプに向かいます
H 10:45頃 Brač Museum in Škrip を訪れます。 12:00頃 Pučišćaに到着。石の学校を訪れます。
前後 13:45頃 Bol到着 free time 15:30頃 Vidova Gora経由でスペタルに向かいます。
17:00頃 スペタル到着
18:00頃 スペタルからフェリーでSPLITへ
18:50頃 Splt i到着
アドリア海沿いをSPLIT,ソリン（SOLIN),カシュテラ（ Kaštela）トロギール（TROGIR),プリモシュテン(
Primosten )を通ってシベニク（SIBENIK)に到着します。シベニクではアドリア海沿いでもっとも美しい大聖堂を
訪れます。それからクルカ国立公園のｸﾙｶ滝を見に訪れます。クルカ国立公園では探索したり、きれいな川で泳いだ
10 り、写真を撮ったりライムの樹の木陰でリラックスするなど十分な時間がとれます。
Ｈ 10:45頃 シベニク到着 シベニク観光、Free time
前後 12:30頃 クルカ国立公園到着 クルカ観光、Free time
16:00頃 クルカ国立公園- SPLITに向けて出発
18:00頃 SPLIT 到着

ガイド/催行人数

英語ガイド
2名催行

英語ガイド
2名催行

英語ガイド
2名催行

英語ガイド
2名催行

出発場所/出発時間

料金（おひとり様）

主催

SPLIT RIVA
Split city port, just in
front of the
promenade "Riva"
(the waterfront)
08:20頃

¥14,000

E

SPLIT RIVA
Split city port, just in
front of the
promenade "Riva"
(the waterfront)
18:50頃（5/5-5/31、
8/16-9/7） 19：20頃
（6/1-8/15） 17：50l
頃（9/18-10/13)

¥7,500

E

SPLIT, in front of the
Cellars
08:30頃

ツアー指定のホテルピックアッ
プ
07:45-08:30頃

¥9,900

¥10,800

ザグレブ ZAGREB

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認くださいませ。※教会訪問を含むOPツアーはノースリーブ、ショートパンツなどの服装はご遠慮ください。※ご滞在ホテルによりピックアップ時間が異なります
□ 現地主催会社 … A:ATLAS E：ELITE C:CROATIA DESTINATION SERVICE K : KOMPAS NOVO MESTO U&P：UNILINE & PLENUSTOUR JAPAN

プライベート観光ツアー

所要
時間

☆☆☆☆
ザグレブ発の日帰りプリトビッツェ観光(英語)
催行日:RQTベース12/25と26、1/1につきましては料
金も含め変更となる可能性がございます

８
Ｈ

☆☆☆☆☆
ザグレブ発の日帰りブレッド湖観光(英語)
催行日:RQTベース
12/25と26、1/1につきましては料金も含め変更となる可能性
がございます

8
Ｈ

☆☆☆
サモボル半日観光 For プライベート
（ランチは含まれてません）
催行日:RQTベース
12/25と26、1/1につきましては料金も含め変更となる可能性
がございます

４
Ｈ

☆☆☆☆
スタリ・グラッドとバロックの里
ヴァラジュディン訪問 For プライベート
催行日：RQTベース
12/25と26、1/1につきましては料金も含め変更となる可能性
がございます

5
Ｈ

内容
クロアチアで最も美しい場所のひとつ、ユネスコ世界遺産プリトヴィッツェ湖郡国立公園へのプライベートツアーを英語
ガイドと供に美しい大自然をお楽しみください。ザグレブからプリトヴィッツェ湖郡国立公園は車で2時間30分ほど。
個人では行きにくいプリトヴィッツェ湖郡国立公園もプライベートツアーで楽ちんです。
08:00ザグレブのホテル発 ～ 10:30プリトビッツェ到着。 到着後、英語ガイドと合流。観光(３時間)
Free Time (1時間）14:30プリトビッツェ出発 ～17:０0頃 ザグレブ到着
＊ランチ,入場料は含まれておりません
含まれる内容: transfer、英語ガイド

アルプスの宝石とも称されるリゾート都市ブレッドではエメラルドグリーンの湖、おとぎ話にでてくるような小島、切り
立った断崖にそびえる中世の城などの素晴らしい景色をお楽しみいただけます。
08:00ザグレブ発 ～ 10:30ブレッド湖到着。 到着後、ガイドと合流。観光(約3時間) ブレッド城、プレトナ
手漕ぎボートでブレッド島の聖マリア教会へ 13:30ブレッド湖出発 ～16:00頃 ザグレブ到着へ ESG
含まれる内容: transfer、英語ガイド,ﾌﾟﾚﾄﾅボード、St,Maria教会、ブレッド城
※ランチは含まれておりません

中世の町と呼ばれるサモボルを味わいつくします！たっぷり半日を取って、サモボルの歴史と町を散策します。ゴシッ
ク様式の教会や、美味しいクリームケーキなど、様々なサモボルを一度にご紹介します！
09:00ザグレブ発 ～ 09:45サモボル到着後、2時間30分 フリー散策 12:15サモボル出発 13:00ザグ
レブ着
お薦めケーキ サモボル名物クレムシュニテはいかが？
雑誌『FIGARO』で掲載されていたケーキ屋さんの「U Prolazu(ウ・ プロラズ)」。このケーキ屋さんは、50年以上
前に村に伝えられた秘伝のレシピを受け継いだただ1人がオーナーさんです。
店の詳細は、「U Prolazu(ウ・プロラズ）」
Trg Kralia Tomislava 5, 10430 Samobor
tel:01-3366-420
営業時間 7時～23時
休業：イースター、12/25,1/1
含まれる内容: trransfer(英語ドライバー）
※ケーキやランチは含まれておりません
町全体が、バロック建築に誇りを持ち、様々な美術館や博物館、地元の食べ物やワインの保存に力を入れていま
す。
クロアチアで一番人気で有名なスタリ･グラドの要塞と博物館を見学してみては？古い家具や鎧、コスチュームなど
が、歴史を伝えてくれます。
08:30ザグレブ発 ～ 10:00ヴァラジュディン散策到着後、2時間フリー散策 12:00ヴァラジュディン出発 ～
13:30ザグレブ到着へ
含まれる内容: trransfer(英語ドライバー）
※ランチは含まれておりません

E

E

ガイド/催行人数

出発場所/出発時間

料金（おひとり様）

英語ガイド
(プリトビッツェにて
お客様と合流)
2名催行

主なホテルピックアップ
８:00

¥29,700

英語ガイド
(ブレッドにて
お客様と合流)
2名催行

主なホテルピックアップ
８:00

¥39,000

U&P
or
C&P

英語ドライバーのみ
2名催行

主なホテルピックアップ
９:00

¥9,300

U&P
or
C&P

英語ドライバーのみ
2名催行

ホテルピックアップ
08:30

¥13,000

主催

U&P
or
C&P

U&P
or
C&P

スロベニア お薦めオプショナルツアー
リュブリャナ LJUBLJANA
混載観光ツアー
☆☆☆☆☆

ブレッドフェアリーテイルツアー
BLED FAIRYTALE TOUR

※お申し込み条件は、以下記載の各項目にてご確認くださいませ。※教会訪問を含むOPツアーはノースリーブ、ショートパンツなどの服装はご遠慮ください。※ご滞在ホテルによりピックアップ時間が異なります
□ 現地主催会社 … F :FABULA TOURS
R：ROUNDABOUT
所要
時間

内容

ガイド/催行人数

出発場所/出発時間

料金（おひとり様）

ツアー指定ホテルピックアップ
14:00頃

¥8,800

ツアー指定ホテルピックアップ
08:30頃

¥13,400

アルプス山脈の麓に広がるリゾート地のエメラルドグリーンのブレッド湖とおとぎ話に出てくるようなブレッド島へ。

催行日：毎日

5
含まれるもの：送迎、英語ガイド
Ｈ 含まれないもの：ブレッド城入場料、プレトナボート乗船料、その他食事代など
前後

☆☆☆☆☆
ポストイナ鍾乳洞と洞窟城
POSTOJNA CAVE & PREDJAMA
CASTLE TOUR

5.5
含まれるもの：送迎、英語ガイド、,ポストイナ洞窟入場料、洞窟城入場料
H 含まれないもの：その他食事代など
前後

英語ガイド
２名催行

お一人様

神秘的な地下世界ポストイナ鍾乳洞と、スロベニアのロビン・フッドと呼ばれた男が城主だった洞窟城を訪れます。
英語ガイド
２名催行

お一人様

催行日：毎日

☆☆☆☆☆

ブレッド湖&ポストイナ鍾乳洞終日ツアー
LAKE BLED & POSTOJNA CAVE IN 1
DAY TOUR
催行日：毎日

☆☆☆☆☆
ワインバーでのワインテイスティング
WINE TALKS AT MOVIA WINE BAR
催行日：毎日

☆☆☆☆☆
リュブリャナフードツアー
TOP LJUBLJANA FOODS TOUR
催行日：毎日

☆☆☆☆☆
カルスト地形と海のミステリー
KARST & COAST MYSTERY TOUR
催行日：月・水・金・土

F
or
R

アルプス山脈の麓に広がるリゾート地のエメラルドグリーンのブレッド湖、神秘的な地下世界ポストイナ鍾乳洞、スロ

10. ベニアのロビン・フッドと呼ばれた男が城主だった洞窟城訪れます。
5
Ｈ 含まれるもの：送迎、英語ガイド、ポストイナ鍾乳洞入場料、洞窟城入場料
前後 含まれないもの：ブレッド城入場料、プレトナボート乗船料、その他食事代など

お一人様
英語ガイド
２名催行

スロベニアは注目のワインの産地です。ワインバー’MOVIA’で、ソムリエが説明する、６種類のワインをお楽しみくだ
さい。

1.5
含まれるもの：６種類のワインテイスティング、英語ガイド
Ｈ 含まれないもの：その他食事代など
前後

英語ガイドと共に歩いてリュブリャナ探索。スロベニアの歴史や文化を学ぶことができます。
6軒のレストランで、スロベニア料理とワインのテイスティングを味わうことができます。

¥20,300

ツアー指定ホテルピックアップ
17：00頃

¥7,500

お一人様
英語ガイド
2名催行

3.5
Ｈ 含まれるもの：英語ガイド、６ヵ所のレストランでの試食とワインテイスティング
前後 含まれないもの：その他食事代など

ツアー指定ホテルピックアップ
08:30頃

英語ガイド
2名催行

お一人様

ツアー指定ホテルピックアップ
16:00頃

¥0

F
or
R

F
or
R

F
or
R
F
or
R

英語ガイドと共にアドリア海近くのシュコツィアン洞窟群のユネスコ世界遺産のカルスト地形探索。スロベニアの歴史

10. や文化を学ぶことができます。
5 オプションで地元の生ハムとワインも味わうことができます。洞窟に融合して建てられた、プレジャマ城も訪れます。
Ｈ
前後 含まれるもの：専用車、英語ガイド

英語ガイド
2名催行

お一人様

ツアー指定ホテルピックアップ
08:30頃

¥0

F
or
R

含まれないもの：洞窟入場料、その他食事代など

☆☆☆☆☆
ベニスツアー
VENICE TOUR
催行日：火・木・日

英語ガイドと共に日帰りでベニス探索。美しさとヴェネツィアの栄光を体験。
有名なランドマークを通じて、湿地の上に構築された都市の秘密を発見。どのように、西側世界の輝く都市の一つ

12
となったのかを探ります。
Ｈ
前後 含まれるもの：英語ガイド、往復の車。

英語ガイド
2名催行

お一人様

ツアー指定ホテルピックアップ
08:00頃

¥0

F
or
R

含まれないもの：その他食事代など

ピックアップ場所
共通の場所：グランドホテル ユニオンビジネスの噴水横（ Grand Hotel Union Business – by the fountain ） ホテルパーク（ Hotel Park – bus station on Ilirska street ）
スロベニア ツーリストインフォメーションセンター（ STIC – Slovenian Tourist Information Centre - Krekov Trg 10 ) レフシュティコフ広場（ Levstikov Trg - by the Church ）
ホテル レフ（ Hotel Lev ） ホテル クボ（ Hotel Cubo ） Mホテル
Fのみピックアップ可能：インターコンチネンタル Hotel Intercontinental

Rのみピックアップ可能：ホテルプラザ ラジソンブル

Hotel Plaza (Radisson Blu)

～ オプショナルツアー＆各種チケット手配 お取り扱い条件 ～
・表示価格は全て日本での販売価格です。全ての商品に関しまして、変更・取消の際には所定の手数料を申し受ける場合がございますので、ご注意くださいませ。
催行日の７日前までは無料です。
ただし、日本出発後の取り消しに関しましては、一切払い戻しができませんのでご注意ください。
・美術館, 博物館やスポーツ音楽鑑賞のチケットに関しましては、ご予約の”手配依頼後”の変更・取消はできません。
・特別な記載がある場合を除き、各ツアーは現地会社の主催する混載ツアーです。旅行条件は各主催会社の規定に準じます。
・現地事情又は主催会社の都合により、催行日やツアー内容等が予約なく変更又は取消される場合もあります。
・アウトレット, 美術館, 博物館, レストランなどは急遽営業日や営業時間が変更されることがあります。

オーストリア トレンド ホテル Austria Trend Hotel

