20 名様以上のご参加で

添乗員同行

Bosnia 〜 Montenegro 〜 Croatia

ボスニア･ モンテネグロ･ クロアチア

旧ユーゴ3 か国周遊の旅 4 日間

期間：4月30日
（木）〜5月3日
（日）
クロアチア（ドブロブニク）

ツアーのポイント！

●ボスニア・ ヘルツェゴビナのモスタルで、
世界遺産のスタリ・モストにご案内します。
●モンテネグロでは、
フィヨルドに囲まれた、
中世の城塞都市、
コトルを訪れます。
●クロアチアでは、
アドリア海の真珠と呼ばれる古都、
ドブロブニクに2 泊します。
●ドブロブニクでのお泊まりは、
ビーチに面した4つ星リゾートホテルです。
●シーフードリゾットやチェヴァピなど、
名物料理のお食事が3 回含まれています。
日

都市名
デュッセルドルフ発
ウィーン発
サラエボ着
１ サラエボ空港発
モスタル着
30 日

群ニクは、宮崎駿監督の「紅の豚」の舞

青色のアドリア海に浮かぶ、
ドブロブ

台として知られた城塞都市です。
「アドリア海
の真珠」
と呼ばれる旧市街（写真左）
は世界
遺産にも登録され観光客を魅了しています。
町外れの高台（写真上）
からは、
アドリア海
に突き出した旧市街を一望できます。
自由時
間もたっぷりあるので、町歩きやショッピン
グなど、思い思いにお楽しみ下さい。

ボスニア・ヘルツェゴビナ（モスタル）

ボスマン・トルコ時代の邸宅などが建ち並び、異国情緒満点です。
スニアヘルツェゴビナの古都、
モスタル。旧市街には、
モスクやオ

この町のシンボル、
スタリ・モスト（ボスニア語で古い橋の意味）
は、
内
戦で破壊された後、2004 年に再建され、翌年、世界遺産に登録されま
した。複雑な歴史と異文化に触れる一時をお楽しみ下さい。

時間
09:50
13:10
14:20
15:15
17:40

日程 （宿泊予定ホテル ・食事条件）
オーストリア航空152 便にてウィーンへ（11:25 着）。
オーストリア航空757 便に乗り換えて、
サラエボへ。
ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボに到着。
日本語ガイドと共に、専用バスにて、
モスタルへ。
ボスニア・ヘルツェゴビナの古都、
モスタルに到着。
世界遺産のスタリ・モストやイスラム教のモスク、
オスマン・トルコ
( 金）
時代の邸宅などを観光致します。
（観光は全て、外観のみ）
19:30 夕食には、
チェヴァピ等のボスニア名物をご賞味下さい。
21:00 モスタルの5 つ星ホテルにチェックイン。
（Hotel Mepas 泊 朝：Ｘ 昼：Ｘ 夕：レストラン）
モスタル発
08:00 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
モンテネグロの古都、
コトルへ。
バスの車窓から、世界遺産の中世墓碑ステチュツィの墓所群や、
ロ
マネスクの要塞をご覧頂いた後、
モンテネグロの国境を越えます。
コトル着
12:30 コトルに到着。
シーフードリゾットやイカのグリルのご昼食。
世界遺産のコトル旧市街を散策し、聖トリプン大聖堂や中央広場
の大時計、
ヴェネチア時代の城壁等を観光します。
（外観のみ）
2
コトル発
14:30 観光終了後、
アドリア海の真珠と呼ばれる町、
ドブロブニクへ移動。
1日
( 金）
途中、美しいフィヨルドの風景や、
ゴスパ・オド・シュクルベラ（岩
礁の聖母島）、
中世の村ペラストをご覧頂きます。
（全て外観のみ）
その後、
モンテネグロとクロ アチアの国境を通過します。
ドブロブニク着 18:00 ドブロブニク到着。
アドリア海に面したリゾートホテルに宿泊。
夜 ホテルのレストランにてご夕食。
（Hotel Kompas 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
ドブロブニク
08:45 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
ドブロブニク半日市内観光へ。
町外れの高台からドブロブニク旧市街の絶景を堪能します。
その後、旧市街に移動し、
ロマネスクの回廊と14 世紀の薬局で有
名なフランシスコ会修道院に入場します。他に、
ピレ門、
オノフリオ
3
の噴水、
プラツァ通り、大聖堂、
スポンザ宮殿等を外観から観光。
2日
12:00 観光後、各自自由行動。昼食にお勧めのレストランを紹介します。
( 土)
午後は、約2 キロの城壁巡りや旧市街の散策等でお楽しみ下さい。
17:00 専用バスにて、
旧市街からホテルへ戻ります。
（Hotel Kompas 泊 朝：ホテル 昼：X 夕：X）
ホテルにて朝食後、
出発まで各自自由行動。
暖かい日ならば、
ホテルのビーチで日光浴も可能です。
4
12:15 専用バスにて、
ドブロブニク空港へ。
（ガイドは同行しません。
）
3 日 ドブロブニク発
15:00 オーストリア航空732 便にてウィーンへ（16:30 着）。
( 日)
ウィーン発
17:40 オーストリア航空155 便に乗り換えて、帰国の途へ。
デュッセルドルフ着 19:20 デュッセルドルフ空港に到着。
（朝：ホテル 昼：Ｘ 夕：Ｘ）

大人（12 歳以上）
€780.00
子供（4 〜 11 歳・大人 2 人と同室の場合／ベッド付き・食事付き）
€420.00
子供（２〜 3 歳・大人 2 人のベッドで添い寝の場合／ 1 室 1 名のみ適用） €60.00
ー ロッパ 最
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合／食事付き）
€600.00
南部のフィヨ
幼児（0 〜 1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します）
€10.00
ルドに面したモン
一人部屋追加料金
+€240.00
テネグロの古都、
当社で予約も承りますが、
ご自身で
コトル。世界遺産 ◆上記料金には、航空券代は含まれておりません。航空券は、
手配されても結構です。
また、LH 等、他の航空会社もご利用頂けます。詳細はお問合せ下さい。
に 登 録 され た 旧
市街は、
カトリック ◆最少催行人数：大人10 名様以上
その後も残席があればご予約をお受け致します。
の大 聖 堂や正 教 ◆仮予約期限：3 月13 日（金） ※ただし、
◆初日、サラエボ空港から、3 日目の観光終了時まで、
日本語ガイドが同行してご案内致します。
の教会が混在し、
また、大人のお客様に、20 名様以上ご参加頂いた場合には、添乗員が同行します。
中世の姿をそのま
◆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になります。
ま留めています。
但し、
お子様の年齢により4 名同室できない場合がございます。
（予約の際にお知らせします。）
◆上記日程やメニューは、改修工事、交通事情、
気象条件等の為、変更になる場合があります。
美味しいクロアチア・モンテネグロ料理

モンテネグロ（コトル）

ヨ

ア魚やムール貝、牡蠣、
ドリア海沿岸地方は、

イカ墨のリゾット等、美味し
いシーフードの宝庫です。
また、オスマントルコの領
土だったボスニアでは、チ
ェヴァピ（ 挽肉団 子の炭
火焼き）等、
イスラム色豊か
な料理が名物です。

ご
旅
行
代
金

HOTEL KOMPAS ★★★★ & HOTEL MEPAS ★★★★★

ドKompas( 写真左）では、海が見えるお部屋を
ブ ロ ブ ニ ク で お 泊 ま り い た だ く、Hotel

ご用意致しました。
アドリア海に突き出た半島のビ
ーチ沿いに位置した、
リゾートホテルとしての設備も
充実し、
旧市街へは公共バスで20 分程と便利です。

モMepas に宿泊。清潔で広々としたお部屋と充
スタルでは、近代的な5 つ星ホテルのHotel

実した朝食が好評です。

