MALTA OP 2019年 4月 ～ 2019年10月

気軽に参加できるオプショナルツアー、各種チケットのご手配
マルタ お薦めオプショナルツアー
プライベート観光ツアー

所要
時間

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
日本人ガイドと行く！マルタ半日観光
催行日：毎日

4
Ｈ
前後

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
日本人ガイドと行く！ゴゾ終日観光
催行日：毎日

8
Ｈ
前後

内容
太陽の光の加減で美しい青を水面に映し出す青の洞門、古代の謎に迫る！巨石神殿を組み合わせた半日ツ
アー。個人では行きいにくい青の洞門とガイドなしではわかりにくい神殿を経験、知識豊富なガイドと巡ります。
09:00頃 ホテルご出発
09:30頃 青の洞門観光（天気が良ければ小船で洞門の下をくぐることができます！）
10:30頃 世界遺産・ハジャーイム神殿
13:00頃 ホテルご到着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（ハジャーイム神殿）
※青の洞門小舟ボート代はお客様から現地払いになります。
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。

～マルタからフェリー25分のゴゾ島～
ピラミッドより古いとされる巨石神殿・ジュガンティーヤ、グループツアーでは訪れることのできない隠れ名所、ゴゾの
塩田。自然がいっぱいのゴゾ島終日ツアー。
08:30～08:45頃 ホテルご出発
09:45頃/15:45頃 フェリーご乗船（約25分）
ゴゾ島ご到着後、観光スタート。予定観光地：ジュガンティーヤ神殿、ヴィクトリア大城塞、カリプソの洞窟
17:00頃 ホテルご到着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（ジュガンティーヤ神殿）、ゴゾフェリーチケット、ゴゾの郷土料理3コース
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。

ガイド/催行人数

出発場所/出発時間

料金お一人様

主催

¥21,300
日本語ガイド
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

S

ご宿泊ホテルピックアップ
09:00頃

日曜祝日料

¥23,600

¥36,600

日本語ガイド
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

S

ご宿泊ホテルピックアップ
08:30～08:45頃

日曜祝日料金

¥40,100

マルタ MALTA
プライベート観光ツアー

※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… Ｍ: マルタラマ Ｃ：キャプテンモーガン Ｒ：ROBERT ARRIGO & SONS V : ヴィルツフェリー S:SPECIAL INTEREST TRAVEL LIMITED
所要
時間

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
日本人ガイドと行く！
イムディーナの夜景ツアー♪
催行日：毎日

3.5
Ｈ
前後

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
日本人ガイドと行く！マルタ終日観光（巨石
神殿+ヴァレッタ）
催行日：毎日

8
Ｈ
前後

内容
曲がりくねった道、威厳ある造りの家々、そして教会、中世の街並みが今でも残るイムディーナの歴史などをガイド
による説明を受けながら、古都にふさわしい威風堂々とした夜のイムディーナを徒歩にて散策します。そして堡塁
広場より広がるマルタの美しい夕景を鑑賞いただきます。
17:30～18:30頃 日本人ガイドと共にホテルご出発
ヴァレッタまたはスリーマ、セントジュリアンのレストランでディナー
イムディーナ到着後、イムディーナの城砦内を、日本人ガイドの説明と共に徒歩で見学します。堡塁広場からは、
マルタ島を見渡せる、美しい夕景を鑑賞いただきます。
21:30～22:00頃 ホテル帰着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（上記記載のある場合）、夕食代3コース（飲み物は含まれませんので、直接レストランにお支払い下さ
い）
※お飲み物は含まれませんので直接レストランにお支払い下さい。
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。
効率よく、かつ楽しく観光をするなら！日本人ガイド付のツアーがお勧め！
アレンジも自由自在♫午後はイムディーナ、個人では行きにくいスリーシティーズへ行くことも！
09:00頃 ホテルご出発
09:30頃 青の洞門観光（天気が良ければ小船で洞門の下をくぐることができます！）
10:30頃 世界遺産・ハジャーイム神殿
12:30頃 マルサシュロックでシーフードランチ(個人払い）
午後 世界遺産・バレッタ観光：聖ヨハネ大聖堂、騎士団長の宮殿、アッパーバラッカガーデンなど
17:00頃 ホテルご到着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（ハジャーイム神殿、騎士団長の宮殿、聖ヨハネ大聖堂（土曜日午後、日曜祝日閉館））
※青の洞門小舟ボート代はお客様から現地払いになります。
※ランチ代は含まれませんので直接レストランにお支払い下さい。
※聖ヨハネ大聖堂は土曜日午後、日曜祝日閉館となりますので予めご了承下さいませ。
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。

ガイド/催行人数

出発場所/出発時間

料金お一人様

主催

¥23,200
日本語ガイド
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

S

ご宿泊ホテルピックアップ
17:30～18:30頃

日曜祝日料金

¥25,500

¥35,200

日本語ガイド
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

ご宿泊ホテルピックアップ
09:00頃

日曜祝日料金

¥38,700

S

マルタ MALTA
プライベート観光ツアー

※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… Ｍ: マルタラマ Ｃ：キャプテンモーガン Ｒ：ROBERT ARRIGO & SONS V : ヴィルツフェリー S:SPECIAL INTEREST TRAVEL LIMITED
所要
時間

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
日本人ガイドと行く！マルタ終日観
(巨石神殿+スリーシティーズ+イムディーナ)
催行日：毎日

8
Ｈ
前後

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
日本人ガイドと行く！ゴゾ&コミノ終日観光
（夏季限定5月~9月）
催行日：毎日（5月~9月）

９
Ｈ
前後

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
マルタ体験ツアー！
ワインテイスティングとアフタヌーンティー観光
催行日：月～金のみワインテイスティングオープン

８
Ｈ
前後

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
日本人ガイドと行く！マルタ半日観光
催行日：毎日

4
Ｈ
前後

☆☆☆☆☆
☆プライベートツアー☆
日本人ガイドと行く！ゴゾ終日観光
催行日：毎日

8
Ｈ
前後

内容
効率よく、かつ楽しく観光をするなら！日本人ガイド付のツアーがお勧め！
09:00頃 ホテルご出発
09:30頃 青の洞門観光（天気が良ければ小船で洞門の下をくぐることができます！）
10:30頃 世界遺産・ハジャーイム神殿
12:30頃 マルサシュロックでシーフードランチ （個人払い）
午後 スリーシティーズ（ヴィットリオーザ）散策、イムディーナ観光
17:00頃 ホテルご到着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（ハジャーイム神殿）
※青の洞門小舟ボート代はお客様から現地払いになります。
※ランチ代は含まれませんので直接レストランにお支払い下さい。
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。
効率よく、かつ楽しく観光をするなら！日本人ガイド付のツアーがお勧め！
07:45～8:00 ホテルご出発
09:00&15:45 フェリーご乗船(約25分）
観光予定地：コミノ島ブルーラグーン、ゴゾ島ジュガンティーヤ神殿、ヴィクトリア大城塞、カリプソの洞窟
※コミノフェリーは天候により運航しない場合がございます。代案としてポパイビレッジ対岸からのフォトストップへ
ご案内致します
17:00頃 ホテルご到着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（ジュガンティーヤ神殿）、ゴゾ&コミノフェリーチケット、ゴゾの郷土料理3コース
※お飲み物は含まれませんので直接レストランにお支払い下さい。
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。
効率よく、かつ楽しく観光をするなら！日本人ガイド付のツアーがお勧め！
09:00 ホテルご出発
09:30～12:30 ①ヴァレッタ又はスリーマ自由散策
②モスタドーム・イムディーナ散策 *モスタドーム入場料€2（個人支払い ）
午後 ワインテイスティング（月～金のみオープン）
15:00 パラッツォパリシオでアフタヌーンティー
17:00頃 ホテルご到着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（パラッツォパリシオ）、ワインテイスティング４種、アフタヌーンティー
※ワインテイスティングのラストエントリーは15：00です。月～金のみオープン（祝日除く）
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。※ワインテイスティングのラストエントリーは15：00です。月～金のみオープン（祝日除く）
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。
<OP>Filigree workshopを日本語アシスタント付で午前中に組み込むことも可能です。追加料金あり。
その場合は①②はカットとなります。
太陽の光の加減で美しい青を水面に映し出す青の洞門、古代の謎に迫る！巨石神殿を組み合わせた半日ツ
アー。個人では行きいにくい青の洞門とガイドなしではわかりにくい神殿を経験、知識豊富なガイドと巡ります。
09:00頃 ホテルご出発
09:30頃 青の洞門観光（天気が良ければ小船で洞門の下をくぐることができます！）
10:30頃 世界遺産・ハジャーイム神殿
13:00頃 ホテルご到着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（ハジャーイム神殿）
※青の洞門小舟ボート代はお客様から現地払いになります。
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。

～マルタからフェリー25分のゴゾ島～
ピラミッドより古いとされる巨石神殿・ジュガンティーヤ、グループツアーでは訪れることのできない隠れ名所、ゴゾの
塩田。自然がいっぱいのゴゾ島終日ツアー。
08:30～08:45頃 ホテルご出発
09:45頃/15:45頃 フェリーご乗船（約25分）
ゴゾ島ご到着後、観光スタート。予定観光地：ジュガンティーヤ神殿、ヴィクトリア大城塞、カリプソの洞窟
17:00頃 ホテルご到着
含まれるもの：冷暖房完備の専用車料金、現地日本人ライセンスガイド代金、ガイド/ドライバーへのチップ、入
場料（ジュガンティーヤ神殿）、ゴゾフェリーチケット、ゴゾの郷土料理3コース
※急遽観光地が閉館となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※グッドフライデーはほぼすべての観光個所が閉館します、ご注意ください。
※日本人ガイドの空きがない場合、英語ガイドを同プランにてお探し致します。追加代金が発生する場合がござ
います。
※上記の観光順はその際の混み状況などによって変わる場合がございます。
※各設定時間を超える場合には、追加代金が発生致します。

ガイド/催行人数

出発場所/出発時間

料金お一人様

主催

¥33,000
日本語ガイド
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

ご宿泊ホテルピックアップ
09:00頃

S
日曜祝日料金

¥36,500

¥41,500
日本語ガイド
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

S

ご宿泊ホテルピックアップ
07:45～8:00頃
日曜祝日料金

¥45,000

¥31,400
英語ドライバーのみ
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

ご宿泊ホテルピックアップ
09:00頃

S
日曜祝日料金

¥34,900

¥21,300
日本語ガイド
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

ご宿泊ホテルピックアップ
09:00頃

S
日曜祝日料金

¥23,600

¥36,600
日本語ガイド
2名催行
お一人様の場合は
料金を
お問い合わせください。

ご宿泊ホテルピックアップ
08:30～08:45頃

S
日曜祝日料金

¥40,100

混載観光ツアー

所要
時間

☆☆☆☆☆

ヴァレッタ半日ツアー
Valletta Half day
催行日：毎週月曜日
午前出発：7月～9月
午後出発：4～6、10月

☆☆☆☆☆
ゴゾ島終日ツアー
Gozo Experience
催行日：毎週月曜日

☆☆☆☆☆
イムディーナ半日ツアー
Mdina Half day
催行日：毎週火曜日 午前

☆☆☆☆☆
イムディーナ終日ツアー
Mdina Full day
催行日：毎週火曜日、金曜日

☆☆☆☆
イムディーナ ナイトツアー
MALTA UNDER THE STARS
催行日：火曜日（✻8月、9月のみ）

☆☆☆☆☆
スリーシティーズ半日ツアー
Three Cities Half day
催行日：毎週水曜日 午前
✻8月のみ 毎週土曜日も催行致します。✻

☆☆☆☆
ハーバークルーズ
Harbour Cruise
催行日：毎週水曜日 午後 (天気考慮)

☆☆☆
ゴゾ島終日ツアー
Gozo Ggantija
催行日：毎週木曜日,土曜日

4
Ｈ

8
H

4
Ｈ

内容

ガイド/催行人数

グランドハーバー、スリーシティーを見渡すことができるアッパーバラカガーデンを訪れます。その後、カラバッジョの絵が
収められていることで有名な聖ヨハネ大聖堂へご案内し、そして、現在国会議事堂として使われている騎士団長
の宮殿の外観を見学します。最後にマルタの歴史を日本語の音声案内と、映像で観賞するマルタエクスペリエン
スをお楽しみいただきます。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

英語ガイド

マルタ島の姉妹島であるゴゾ島。マルタ島よりフェリーで20分でゴゾの玄関口のイムジャールへ。ゴゾ島は，マルタ
島とおなじ歴史的背景を持つものの、独自の特性、文化を持ち発展してきた島です。そして、マルタ島との大きな
違いは、緑が多く、その緑と、マルタ独特のクリーム色の家々は写真にとても映えます。ツアーでは長年波の浸食
作用が岩に大きな窓を開けたアズールウィンドウを訪れ、そして大城塞のヴィクトリアチッタデルへ、その後シュレン
ディをご案内し、最後にゴゾ体験ショーをお楽しみいただきます。ランチは含まれております。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。
「静寂の街」と呼ばれる古都イムディーナ。まず、徒歩でイムディーナ市内へご案内します。昔の街並みが今でも残
る異国情緒あふれる市内を散策した後、素晴らしい眺望で有名な堡塁広場を訪れます。その後マルタ一標高の
高いディングリクリフへ、そして、最後にサンアントンガーデンをご案内します。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

８
Ｈ

「静寂の街」と呼ばれる古都イムディーナ。まず、徒歩でイムディーナ市内へご案内します。昔の街並みが今でも残
る異国情緒あふれる市内を散策した後、素晴らしい眺望で有名な堡塁広場を訪れます。その後、ギリシャ門を
経て、ラバトにある、聖パウロのカタコンベへご案内します。マルタ一標高の高いディングリクリフを訪れます。そして
美しいサンアントンガーデンをお楽しみ頂き、ヨーロッパで3番目大きなドームをもつモスタの教会、最後に、タアーリ
のクラフトセンターにご案内します。このツアーにはランチが含まれております。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

3
Ｈ

このナイトツアーはグランドハーバーの見えるヴィットリオーザから始まります。1530年に騎士団が築き上げた街の
路地、そしてヨットハーバーなどへご案内します。
大包囲戦の舞台となった世界遺産ヴァレッタ周辺を通りながら古都イムディーナへ向かいます。
イムディーナの独特の雰囲気と美しい路地散策をお楽しみ頂けます。広場からはマルタ島の夜景が目の前に広が
ります。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

４
Ｈ

４
Ｈ

８
Ｈ

料金お一人様

主催

¥7,000

Ｍ

主なホテルピックアップ
08:15～09:00頃

¥10,500

Ｍ

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥4,900

Ｍ

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥8,900

Ｍ

主なホテルピックアップ
19:00～20:30頃

¥5,100

Ｍ

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥5,600

Ｍ

主なホテルピックアップ
13:00～14:00頃

¥5,800

Ｍ

主なホテルピックアップ

5名催行

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

騎士団が最初に本拠地を築いた街、スリーシティーズ。スリーシティーズはコスピクア、セングレア、ヴィットリオーザの
３つの街を指します。ツアーではまず、コスピクアを車窓より見学、その後入り組んだ細い路地や、歴史的な建造
物のあるヴィットリオーザを徒歩観光します。最後にセングレアの有名な見晴らし台へご案内します。お天気がよけ
ればマルタの伝統小船での遊覧もお楽しみいただきます。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

英語ガイド

入り組んだ入り江をもつ天然の良港で知られる、マルサムシェットハーバー、グランドハーバー。 これらハーバーをプ
レジャーボートでご案内します。船から見るハーバーの景色はまさに一見の価値ありです。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

英語ガイド

マルタ島の姉妹島であるゴゾ島。マルタ島よりフェリーで２０分でゴゾの玄関口のイムジャールへ。ゴゾ島は，マル
タ島とおなじ歴史的背景を持つものの、独自の特性、文化を持ち発展してきた島です。そして、マルタ島との大き
な違いは、緑が多く、マルタ独特のクリーム色の家々は写真にとても映えます。ツアーではピラミッドより古い歴史を
持つ巨石神殿ジュガンティーヤ神殿、自然の造形美アズールウィンドウを訪れ、そして大城塞のヴィクトリアチッタデ
ルへ、その後シュレンディをご案内します。ランチ込み
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

出発場所/出発時間

5名催行

5名催行

午後
13:00～14:00頃

大人
英語ガイド
5名催行

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥10,900

Ｍ

混載観光ツアー
☆☆☆☆
パラッゾパリジオ宮殿とワイナリーツアー
The Other Malta
催行日：毎週木曜日

☆☆☆☆
青の洞門、南マルタと
地元の生活を知る半日ツアー
Hagar Qim, Limestone Heritage

所要
時間

４
H

４
Ｈ

催行日：金曜日

☆☆☆☆☆
青の洞門、南マルタと
地元の生活を知る終日ツアー（ランチ込）
Hagar Qim,
Limestone Heritage and Local
Market

８
Ｈ

内容

ガイド/催行人数

ナポレオンが滞在したことでも有名なナシャールにある、パラッゾパリジオ宮殿へご案内します。 19世紀に貴族の
屋敷として建てられた宮殿はまさに“必見”です。 「小さなヴェルサイユ」と呼ばれ、美しいフレスコ画、煌びやかなイ
ンテリア、大きな彫刻や贅沢に使った金箔が施された宮殿は豪華絢爛です。お庭のお美しさはヨーロッパでも有名
です。 その後、400年の歴史を持つワイナリーを訪れます。ワインセラーでは現在もワインの熟成が行われており、
マルタで有名ないろいろなワインのテイスティングをお楽しみ頂けます。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

英語ガイド

マルタ南部には素朴な村が点在しています。細く曲がりくねった小道は町の素朴さを表しています。マルタの家に
使用されているライムストーンの採掘や歴史をライムストーンヘリテイジにて。 その後、世界遺産にも登録されてい
る巨石神殿郡の一つハジャーイム神殿を訪れます。
ズリーにある、太陽の光によって美しい青を映し出す青の洞門を訪れます。ここではボートに乗ることも可能です。
（ボート料金別途、天候によって運行状況が変わります。）
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。
マルタ南部には素朴な村が点在しています。細く曲がりくねった小道は町の素朴さを表しています。マルタの家に
使用されているライムストーンの採掘や歴史をライムストーンヘリテイジにて。 その後、世界遺産にも登録されてい
る巨石神殿郡の一つハジャーイム神殿を訪れます。ズリーにある、太陽の光によって美しい青を映し出す青の洞
門を訪れます。ここではボートに乗ることも可能です。（ボート料金別途、天候によって運行状況が変わりま
す。）昼食後、漁村マルサシュロックへ向かい、そこでは静かな海に浮かぶたくさんのカラフルなルッツと呼ばれる漁
船を見ることができます。 マルタの先史時代の洞窟アールダラムにご案内します。 ランチ込み。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

5名催行

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

出発場所/出発時間

料金お一人様

主催

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥6,800

Ｍ

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥4,900

Ｍ

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥10,000

Ｍ

主なホテルピックアップ
13:00～14:00頃

¥4,200

Ｍ

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥5,300

Ｍ

主なホテルピックアップ
19:00～20:30頃

¥6,000

Ｍ

主なホテルピックアップ
08:30～09:00頃

¥6,500

Ｃ

主なホテルピックアップ
08:15～09:00頃

¥10,000

Ｃ

主なホテルピックアップ
08:15～09:00頃

¥5,600

Ｃ

主なホテルピックアップ
08:15～09:00頃

¥7,400

Ｃ

催行日：金曜日

☆☆☆☆
半日リネッラ砦ツアー
Animated Tour of Fort Rinella
催行日：土曜日 午後

☆☆☆☆☆
半日青の洞門、マルサシュロックマーケットツ
アー
Blue Grotto & Marsaxlokk

４
Ｈ

４
Ｈ

リネッラ砦の歴史の再現、100ｔある機関砲、世界的に大きい自動機関砲。このツアーでは19世後半の英国
要塞の歴史を垣間見ることができます。ツアーの中では大砲がどのように動くかや、 砦がどのように敵襲来に備え
て守られていたか、他の砦とどのように連絡を取っていたか、 そして、兵士の生活などの再現を楽しめます。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。
ホテル出発後、太陽の光の加減で美しい青を水面に映し出す青の洞門へご案内。（ボート料金は別途、天候
によって運行状況が変わります）。その後マルタの漁村マルサシュロックへ。ここでは静かな港に浮かぶカラフルな
ルッツと呼ばれるマルタの漁船をご覧いただき、その後、名物のマーケットをお楽しみいただきます。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

催行日：毎週日曜日

☆☆☆☆☆
バレッタ＆スリーシティーズナイトウォークツ
アー
Magical nightfall Experience
–Movies and Legends-

３
Ｈ

催行日：毎週土曜日
✻6,7,8,9月のみ 催行✻

☆☆☆
【終日】マルタ島 一周クルーズ（送迎付）
Round Malta Cruise
催行日：
4月：月、金 出港10:00/到着16:30
5～10月：月、水、金、日 出港10:00/到着17:30

6.5
or
7.5
H

☆☆☆☆☆
6.5
【終日】フェルナンデス号 ゴゾ＆コミノブルーラ
or
グーンクルーズ（送迎付）
7.5
FERNANDES GOZO, COMINO &
H
BLUE LAGOON
催行日：
４月：火、木 出港10:00/到着16:30
5～10月：毎日 出港10:00/到着17:30

☆☆☆☆☆
【終日】コミノ島クルーズ （送迎付）
COMINO CRUISE
催行日：
4月：毎日 出港10:00/到着16:30
5～10月：毎日 出港10:00/到着17:30

☆☆☆☆☆
【終日】ベスト オブ ゴゾ＆コミノクルーズ
（送迎付）
The best of Comino and Gozo
催行日：
4月：毎日 出港10:00/到着16:30
5月～10月：毎日 出港10:00/到着17:30

6.5
or
7.5
H

6.5
or
7.5
H

唯一現存している要塞の門、ヴィクトリアゲートより始まります。 ヴァレッタの隠れた裏路地、オレンジの光に照らさ
れた町並みを徒歩にて散策、 趣ある小道は映画「グラディエーター」や「モンテ・クリスト伯」などの映画のロケ地に
なるほど。 その後、古風で趣のある地元のバーに立ち寄ります。ワインやマルタのおつまみをお楽しみ下さい（代
金に含まれます）
グランド・ハーバーより望む、対岸のスリーティーズの夜景を鑑賞後、 スリーティーズの一つ、ヴィットリオーザ・ウォー
ターフロントより、 ヴァレッタ城塞の夜景もお楽しみください。
※集客状況により、ツアーが急遽催行中止となる事がございます。その際は、催行会社よりご案内させて頂きま
す。
グランド・ハーバーの入り口でもあるヴァレッタから、マルタ島を一周し、コミノ島へ向かいます。途中、マルサスカー
ラ、トーマスベイ、ピーターズプール、マルタ最大の漁村・マルサシュロックに沿い、クルーズ。そしてブルーグロットの
美い洞窟を船上よりご覧頂けます。高さ約220ｍの断崖絶壁を有するディングリクリフ、小さな無人島フィルマラ、
実際の映画のセットが現在はテーマパークになっているポパイビレッジ、マルタ最大級の砂浜ビーチなどを通過し、コ
ミノ島に停泊。コミノ島ではブルーラグーンでの海水浴をお楽しみください。
※ランチ＆オープンバー込。スピリッツ別。
※波の状況により、欠航、またはルート変更がございますので、予めご了承下さい。
※悪天候によるキャンセルの場合、ツアー代金の一部差し引いた金額を払戻致します。
※水着、タオル、飲料水、軽食、日焼け止めなどご持参下さい。
※ロッカーはございませんので、貴重品の管理には十分お気をつけ下さい。
※コミノ島は岩場が多く、滑りやすい為マリンシューズなどがありますと重宝します。
帆船、フェルナンデス号にのり、ゴゾ島・コミノ島のブルーラグーン、コバルトブルーの美しい海での海水浴をお楽しみ
下さい。
※船内にトイレが備わっております。
※波の状況により、欠航、またはルート変更がございますので、予めご了承下さい。
※ランチ＆オープンバー込。スピリッツ別。
※悪天候によるキャンセルの場合、ツアー代金の一部差し引いた金額を払戻致します。
※水着、タオル、飲料水、軽食、日焼け止めなどご持参下さい。
※ロッカーはございませんので、貴重品の管理には十分お気をつけ下さい。
※コミノ島は岩場が多く、滑りやすい為マリンシューズなどがありますと重宝します。
コミノ島・ブルーラグーンに訪れる、終日プランです。
どこまでも透き通るコバルトブルーの海で、海水浴をお楽しみ頂けます。
※波の状況により、欠航、またはルート変更がございますので、予めご了承下さい。
※ランチ＆オープンバー込。スピリッツ別。
※悪天候によるキャンセルの場合、ツアー代金の一部差し引いた金額を払戻致します。
※水着、タオル、飲料水、軽食、日焼け止めなどご持参下さい。
※コミノ島のロッカーの数には限りがございます、貴重品の管理には十分お気をつけ下さい。
※コミノ島は岩場が多く、滑りやすい為マリンシューズなどがありますと重宝します。

ゴゾ島に上陸し観光、その後コミノ島で海水浴をお楽しみいただけるツアーです。スリーマ出航後、ブジッバ、セント
ポールズベイなどマルタ北部をクルーズし、ゴゾ島に向かいます。ゴゾ島では、シュレンディ、ゴゾ大城塞、タピーヌ教
会周辺などをドライブし、いくつかの観光地ではお写真ストップ、または散策の時間もご用意しています。その後、コ
ミノ島、ブルーラグーンにて約30分~１時間ほどの海水浴の時間をお楽しみください。
※波の状況により、欠航、またはルート変更がございますので、予めご了承下さい。
※オープンバー込。スピリッツ別。
※悪天候によるキャンセルの場合、ツアー代金の一部差し引いた金額を払戻致します。
※水着、タオル、飲料水、軽食、日焼け止めなどご持参下さい。
※ロッカーはございませんので、貴重品の管理には十分お気をつけ下さい。
※コミノ島は岩場が多く、滑りやすい為マリンシューズなどがありますと重宝します。
※観光地入場料、昼食代別です。

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

英語ガイド
5名催行

～ 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。
各キャンセル規定はお問い合わせください。
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。

