15 名様以上のご参加で

添乗員同行

Slovenia & Croatia

美しき水と豊かな緑の広がる風景
クロアチアとスロヴェニア ４日間

期間：5月21日（木・祝日）〜5月24日（日）
クロアチア

P lit vice

世ドグリーンの湖、大小無数の滝と、深く濃い森が創り出す神秘的

界遺産のプリトヴィツェ国立公園では、澄んだ空気の中、
エメラル

な美しい景色を眺めながらの散策をお楽しみ頂きます。
ハイキングコー
スは、綺麗に整備されており、
お子様連れでもご参加可能です。

ゴンスから現 代ま

シックやルネッサ

Z agreb

で様々な建築様式の
建物が立ち並ぶ、
クロ
アチアの首 都ザグレ
ブ。絵タイルで飾られ
たカラフルな屋 根が
印象的な聖マルコ教会
（写真左）や石の門な
ど、見所満点です。

スロヴェニア

L ake B led

ア

ルプスの瞳と称されるブレッド湖の景観は、17 世紀頃からすでに
リゾート地として人々を魅了しています。
オーストリア、国境にほど
近いこの湖は国立公園に指定され、エメラルドグリーンに輝く湖面に
は、
ユリアン・アルプスの山々が映し出されます。
ボートで渡る小島（写
真上）
には、
バロック様式の聖マリア教会が静かに佇んでいます。

P ostojna C ave

リ年にわたる神 聖ロ
ュブリャナは、500

ーマ帝国の支配の後、
オ
ーストリア＝ハンガリー
帝国に組み込まれ、ハプ
スブルク家 のもとで 発
展を遂げました。フラン
シスコ会教会（写真右）
と、橋を守るように立つ
ドラゴンの像は、この町
のシンボルです。

全パ最大の大きさを誇

長約２7㎞とヨーロッ

るポストイナ鍾 乳 洞 。10
万年程前から少しずつピウ
カ川の水を吸収し、石灰岩
が削られてきました。出入
口付近の２㎞は電気トロッ
コで移動。大人も子供も大
喜びです。

L jublijana

ツアーのポイント！

●クロアチアでは、世界遺産の「プリトヴィツェ湖群国立公園」
に宿泊。
日本語ガイ
ドが、神秘的で美しい湖や豪快な滝などを巡るハイキングにご案内します。
●スロヴェニアでは、絵のように美しいブレッド湖で、湖に浮かぶ小島に、ボートで
渡ります。また、
ヨーロッパ最大の鍾乳洞「ポストイナ鍾乳洞」
を観光します。
●プリトヴィツェのペカ料理等、名物料理の昼食2 回と夕食1 回が含まれています。
●クロアチアの首都ザグレブと、
スロベニアの首都 リュブリャナの観光が含まれます。
都市
時間
日程（宿泊ホテル名・食事条件）
ザグレブ空港発 12:15 ザグレブ空港より、専用バスにて、
ザグレブ市内へ。
ザグレブ着
13:00 ザグレブのシンボル、聖母被昇天大聖堂や聖マルコ教会、道路に面
した礼拝堂にお祈りを捧げる人が絶えない石の門等を観光します。
１
ザグレブ発
15:30
観光終了後、専用バスにて、
プリトヴィツェ国立公園へ移動します。
21日
周囲は、深い森に囲まれ森林浴や散策に最適です。
（木） プリトヴィツェ着 18:00 ホテルに到着。
夜 ホテルのレストランにて、
ビュッフェスタイルのご夕食。
（Hotel Jezero 泊 朝：Ｘ 昼：Ｘ 夕：ホテル）
08:30 朝食後、
プリトヴィツェ国立公園を、
ガイドと共にハイキングします。
落差78m 園内最大のヴェリキ・スラップ（大滝）
をはじめとする大
小合わせて92 もの滝や、
コズィヤク湖などの16 の湖、深い森が織
りなす美しい景観を、徒歩とボートで巡ります。
2
プリ
トヴィツェ発
12:30
クロアチア独特の鉄鍋（ペカ）
で調理した、
仔牛のペカのご昼食。
22日
14:00 昼食後、専用バスにて、
アドリア海のリゾート、
オパティアへ。
（金） オパティア着
17:30 オパティアのホテルに到着。
その後、各自自由行動。
アンジョリーナ公園や海岸沿いの通りの散策等でお楽しみ下さい。
（Hotel Bristol 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
オパティア発
08:30 朝食後、専用バスにて、
ポストイナ鍾乳洞へ移動します。
途中、国境を通過して、
スロヴェニアに入国します。
10:45 トロッコ列車に乗って、広大な、
ポストイナ着
ポストイナ鍾乳洞に入場します。
ヨーロッパ最大を誇る洞内の鍾乳石は、高度や広さにより形や色が
変化し、
ラクダやカメ、
スパゲッティのように見えるものもあります。
12:45 鍾乳洞見学後、豚肉のグリルなど、スロヴェニア料理のご昼食。
３
14:00 昼食後、専用バスにて、
ポストイナ発
ブレッド湖へ移動します。
23日
15:00 手漕ぎボートに乗って、湖に浮かぶ小島に建つ聖母被昇天教会を
(土) ブレッド湖着
訪れます。
その後、崖の上に建つ、ブレッド城に登り、
エメラルドグ
リーンに輝くブレッド湖と、聖母被昇天教会を一望します。
ブレッド湖発
17:30 観光終了後、専用バスにて、
スロヴェニアの首都、
リュブリャナへ。
リュブリャナ着 18:30 リュブリャナのホテルに到着。
（Austria Trend Hotel 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：X）
リュブリャナ旧市街に移動します。
09:00 朝食後、専用バスにて、
フランシスコ会教会、町の象徴の4 体の竜が飾ら
09:15 旧市街を散策し、
れた竜の橋などを観光します。
自由時間には、
ケーブルカーで登るリ
４
ュブリャナ城観光や、民芸品のショッピングでお楽しみ下さい。
24日
13:00 観光と自由時間終了後、専用バスにてザグレブ空港へ移動します。
(日) リュブリャナ発
途中、国境を通過して、
クロアチアに入国します。
ザグレブ空港着 16:00 ザグレブ空港到着。
（朝：ホテル 昼：Ｘ 夕：Ｘ）

ご
旅
行
代
金

大人（12 歳以上）
子供（4 〜 11 歳・大人 2 人と同室／ベッド付き・食事付き）
子供（2 〜 3 歳・大人 2 人と同室／ベッドと食事無し／ 1 人のみ適用）
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合／食事付き）
幼児（0 〜 1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します）
一人部屋追加料金

€840.00
€460.00
€120.00
€660.00
€10.00
+€140.00

◆上記料金には、航空券代は含まれておりません。航空券は、
当社で予約も承りますが、
ご自身で
手配されても結構です。
航空券についての詳細はお問合せ下さい。
◆最終日は、
ザグレブまで行かずに、
リュブリャナで解散いただくことも可能です。
◆最少催行人数：大人10 名様以上
◆仮予約期限：4 月3 日（金） ※ただし、
その後も残席があればご予約をお受けします。
◆現地到着後は、全行程、毎回評判の日本語ガイドが同行してご案内致します。
また、12 歳以上の
お客様に17 名様以上ご参加頂いた場合には、
ブリュッセルから添乗員も同行致します。
◆一室には大人２人と子供２人の同室が可能ですが、2 人目のお子様は、添い寝となります。
また、
お子様の年齢によっては、大人2 人と同室出来るのは、子供1 人のみとなります。
◆上記日程は、改修工事、交通事情、気象条件、入場制限等の為、変更になる場合があります。
◆上記記載のお食事のメニューは、
当日の仕入れ状況などにより変更になる場合もございます。

宿泊予定ホテル

プリトヴィッツェ： Hotel Jezero ★★★（シャワーのみです）
プリトヴィッツェ国立公園にある16 の湖で最大のコズィヤク湖
まで約300m に位置し、美味しい空気と散策を満喫出来ます。
オパティア： Hotel Bristol ★★★★
ヴィラ・アンジョリーナ庭園の前に位置するリゾートホテル。

リュブリャナ： Austria Trend Hotel ★★★★
リュブリャナ新市街に位置する、4 つ星ホテル。
ジムやスパあり。

Hotel Jezero

