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バーリ（イタリア）

BAR01

バーリ市内観光 (約 4 時間)
時間)

バーリ市内観光ツアーでは徒歩で旧市街を巡りながら中世の建築を見学します。バーリの守護聖人に
捧げられたサン・ニコラ教会が特に見どころです。11 世紀後半に建てられたこの教会は、1000 年近くも
の間、重要な巡礼地であり続けています。また、ノルマン城の外観も見学します。フリータイムの後、短
時間で新市街を見学します。

BAR02

アルベロベッロ (約 4.5 時間)
時間)

バスに 1 時間乗り、ユネスコ世界遺産のアルベロベッロへ。イタリアの「かかと」、ムルジェ地方に位置
するアルベロベッロは、とんがり屋根「トゥルッリ」を載せた丸い石造りの家々で知られています。他に
類を見ない村をガイドの説明を聞きながら徒歩で巡り、トゥルッリ様式で建てられた世界でただひとつ
のサン・アントニオ教会を訪ねます。時間があれば、バスでバーリの車窓ツアーを楽しみます。

BAR04

マテーラの“サッシ” (約 4 時間)
時間)

バスに 1 時間乗り、世界で初めて町ごとユネスコ世界遺産登録された洞窟住居のサッシを訪れます。
サッシは新石器時代から 1952 年まで住居として利用されていました。独特な歴史を肌で感じることが
できるせいか、この場所は何とも言えない神秘的な雰囲気を醸し出しています。サッシのシンボルとい
える洞窟博物館または洞窟教会を訪ねます。マテーラは多くの映画のロケ地になり、近年はメル・ギブ
ソン監督の『パッション』が撮影されました。
＊ガイドはマテーラでお客様をお待ちしております。バス移動にガイドは同行しません。長時間の徒歩
観光が含まれるため、歩行が困難なお客様、車椅子ご利用の方にはお勧めできません。

BAR06

ビーチ・ツアー （約 3.5 時間）

観光に疲れたら、太陽あふれるビーチでのんびりと過ごしてはいかがですか？ 日焼け止め、水着、サ
ングラスをお忘れなく。20 分のバス移動で、設備の整った海辺のホテルに到着します。ここではデッキ
チェアとパラソルを自由にご利用いただけます。ソフトドリンク 1 杯付きです。ビーチを散歩したり、柔ら
かい砂の感触を足の下に感じたり、泳いでリフレッシュしたりと存分にお楽しみください。
＊6 月から 9 月末までの催行です。

BAR07

カステッラーナ洞窟とポリニャーノ・ア・マーレ （約 4 時間）

1 時間のドライブをお楽しみいただいた後、カスッテラーナ洞窟に到着。ガイドと合流し、幻想的な地底
の旅を始めます。この洞窟の存在は 18 世紀に既に知られていましたが、初めて人が入ったのは 1938
年のことでした。地下 60 メートルの世界に広がる、先端が方解石結晶で覆われたアラバスターの石筍

や鍾乳石の息をのむような眺めに目を奪われることでしょう。次に訪れるのは、岩の上にある美しい村
ポリニャーノ・ア・マーレで、ここからは素晴らしい海の風景が望めます。ガイドに村を案内してもらうか、
またはご自身で花のアーチで飾られた白い道の散策や、海を見渡す丘のテラスでの休憩をお楽しみく
ださい。
＊閉所恐怖症の方や歩行が困難なお客様にはお勧めできません。洞窟内の通路は起伏が多く滑りや
すくなっています。

BAR14 港町トラー
港町トラーニとオリーブオイル・テイスティング（約 4.5 時間）
バーリの港からバスで 1 時間ほど北に走ると美しい港町トラーニに到着です。ここでは観光と地元産の
おいしいオリーブオイルのテイスティングをご体験ください。トラーニの長く豊かな歴史は 9 世紀までさ
かのぼり、当時の遺産は今日でも見ることができます。歴史をたどる行程では、まずスベボ城を訪れま
す。13 世紀の堅牢な城塞は海を望む場所に建っています。ゆっくりと周りを散策して景色を楽しんだら、
11 世紀から 12 世紀にかけて建てられたサン・ニコラ・ペレグリーノ大聖堂へ。巡礼者聖ニコラに捧げら
れた大聖堂は、ロマネスク様式の傑作です。見事なステンドグラスの窓、12 世紀のモザイクが残る床、
サン・ニコラ地下聖堂が特に見どころです。海辺を散歩してリフレッシュした後はバスに乗り、オリーブ
オイル工房へ。製品の説明を聞きながら、オリーブオイルのテイスティングとプーリア州の名物を楽し
みます。

カタコロン／オリンピア近郊
カタコロン／オリンピア近郊(
／オリンピア近郊(ギリシャ)
ギリシャ)

KAT01
KAT01

オリンピアとショッピング
オリンピアとショッピング (約 4 時間)
時間)

バスで内陸にあるオリンピアに向かい、古代オリンピックが開催されたオリンピア遺跡を見学します。19
世紀にドイツ人が発掘を開始すると、多くの重要な遺跡が出土しました。オリンピアは神々の王ゼウス
が建設したと伝えられています。ゼウス神殿、体育館、競馬場、4 万人の観客を収容できた競技場を見
学します。フリータイムはショッピングをお楽しみください。

KAT03
KAT03

ビーチ・トランスファー (約 3 時間)
時間)

クルータ・ビーチでのんびりとリラックスした数時間を過ごしませんか？ アマリアダ町内のクルータ・ビ
ーチへは港からバスで 30 分です。美しい風景とギリシャの太陽を満喫しながら、海水浴や砂浜での日
光浴、ゆったりした散歩等をお楽しみください。アメニティ類はビーチでもお買い求めいただけますが、
日焼け止め、帽子、水をお持ちいただくことをお勧めします。
＊6 月から 9 月末までの催行です。食事やお飲物をご注文のお客様は、デッキチェアとパラソルを無料
でご利用いただけます。

KAT04
KAT04

オリンピアと博物館 (約 4.5 時間)
時間)

カタコロンからバスですぐのところにあるオリンピア遺跡を訪れ、古代オリンピアの歴史をたどります。
オリンピアは古代オリンピックが開催された都市であり、現代では、1896 年から始まった夏の近代オリ
ンピックで聖火が採火されます。オリンピア遺跡は 1766 年に発見されましたが、発掘作業が始まった
のは 1829 年のことでした。1870 年以降はアテネのドイツ考古学研究所が発掘を請け負うことになりま
した。ユネスコ世界遺産である遺跡内では、ゼウス神殿、体育館、競馬場、4 万人の観客を収容できた
競技場を見学。続いてオリンピア考古学博物館を訪れます。1982 年に開館した博物館には発掘作業
で発見された貴重な出土品が展示されています。とりわけ素晴らしいのは、美しい彫刻やブロンズ製
品、テラコッタやモザイクです。館内にある書店と土産物店を訪れるのもいいでしょう。バスの車窓から
風景を楽しみながら港に戻ります。
＊MSC ディヴィーナおよび月曜の寄港では催行されません。

KAT05
KAT05

古代ギリシャの味 (約 4 時間)
時間)

古代ギリシャを味わうツアーです。まずカタコロンの港を出発し、内陸にあるオリンピア遺跡に向かいま
す。19 世紀にドイツ人が発掘を行うと、多くの貴重な出土品が見つかりました。オリンピアは神々の王
ゼウスが建設したと言われています。ゼウス神殿、体育館、競馬場、現代人から見ても巨大な 4 万人
の観客を収容できた競技場を見学します。“オリンピック”体験の締めくくりとして、オリンピアのレストラ
ンでギリシャの伝統的なショーと軽食をお楽しみください。

KAT11
KAT11

「マグナ・グラエキア」の土地とオリンピア (約 4 時間)
時間)

古代オリンピックが開催されたオリンピアを訪れ、遺跡を見学します。19 世紀にドイツの考古学チーム
が発掘を行ったオリンピア遺跡からは、古代ギリシャ人の生活様式を垣間見ることができるでしょう。オ
リンピアは神々の王ゼウスが建設したと伝えられています。ゼウス神殿、体育館、競馬場、4 万人の観
客を収容できた競技場を見学後、「マグナ・グラエキア（偉大なるギリシャ）」の美しいぶどう園を訪れま
す。ウェルカム・カクテルで歓迎を受け、自家製ワインとオリーブオイルの製造法を見学した後は、ギリ
シャ料理の軽食をお楽しみください。

サントリーニ（ギリシャ）

JTR01
JTR01

イア観光 (約 4 時間)
時間)

テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスでイアに向かいます。狭い路地や、青いドームと白壁
の教会が特徴的なギリシャらしいこの村は、地中海のポストカードそのままの風景です。丘の上にあり、
サントリーニ湾を見下ろす絶景で有名です。近隣のワイナリーでは地元のおつまみとワインの試飲をお
楽しみください。併設の店ではお土産を購入できます。最後はフィラ村に移動。メトロポリス教会のそば
で、港に戻るケーブルカーの乗り方をガイドが説明します。

＊ケーブルカーおよびテンダーボート乗り場では長い行列ができる場合があります。港への往復には
テンダーボートを利用するうえ、島には石畳の道や階段があるため、歩行が困難なお客様や車椅子の
方にはお勧めできません。

JTR02
JTR02

カルデラ・
カルデラ・ツアー (約 3 時間)
時間)

サントリーニ湾は火山の噴火によってできたカルデラ湾です。ここをボートで抜けて小さな無人島ネア・
カメニに移動。島内を徒歩で巡ります。島には火山があるため、周囲の海水は養分が豊富です。次に
パレア・カメニ島を訪れます。ボートが 30 分停泊するので、硫黄分の混じった暖かい温泉で泳ぐことも
できます。埠頭からテンダーボートで船に戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。テンダーボートの乗り場は長い列ができることがあります。ボートの
停泊位置によっては、海を泳いで温泉まで移動していただくことがあります。歩行が困難なお客様や泳
げない方にはお勧めできません。

JTR03
JTR03

ペリボロス・ビーチ送迎 (約 4 時間)
時間)

テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスでペリボロス・ビーチへ。風光明媚な砂浜の前には美
しく青い水をたたえるエーゲ海が広がります。ビーチ沿いにはレストランやパブも並んでおり、楽しい時
間を過ごせることでしょう。続いてサントリーニ島の中心集落であるフィラ村に移動。メトロポリス教会へ
の行き方と港までのケーブルカーの乗り方について説明を受けます。港からテンダーボートで船に戻り
ます。
＊6 月から 9 月末までの催行です。デッキチェアやパラソルの使用料はツアー料金に含まれていませ
ん。ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。

JTR04

アクロティリ遺跡 (約 3.5 時間)
時間)

サントリーニ島は美しいビーチやのどかな雰囲気、恵まれた天候が観光客に人気ですが、島の最南端
にあるアクロティリ遺跡も有名です。テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスに 20 分乗りアクロ
ティリ遺跡に到着。ミノア文明の青銅器時代、古代都市アクロティリには多くの人が住んでいましたが、
紀元前 1500 年頃に火山の大噴火により埋没しました。溶岩と火山灰に埋もれたため、フレスコ画や陶
器、家具、高度な下水システム、さらには 3 階建ての建物が良好な保存状態で残っています。これらは
すべて 1967 年に始まった発掘作業により発見されました。1 時間 30 分の見学時間がありますので、先
史時代の歴史にゆったりと浸ることができます。続いて近隣にある現代のアクロティリ村でフリータイム
をお過ごしください。その後フィラに向かいます。港に戻るケーブルカーの乗り方をガイドが説明します。
＊ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。港への往復にはテンダ
ーボートを利用するうえ、島には石畳の道や階段があるため、歩行が困難なお客様や車椅子の方に
はお勧めできません。

ピレウス（アテネ近郊／ギリシャ）

PIR02

プラカ、アクロポリスと考古学博物館
プラカ、アクロポリスと考古学博物館 （約 6 時間）

アテネ近郊のピレウス港は、ギリシャの首都アテネと世界的に有名なアクロポリス観光の出発地として
最適です。アクロポリスはアッティカ盆地の標高 150 メートルの岩がちな丘の上にあります。この世界遺
産は古代の建築遺跡群と共に、アテネのシンボルであるパルテノン神殿を擁します。紀元前 447 年か
ら 432 年にかけて建築されたパルテノン神殿は女神アテナを祀っていましたが、紀元 5 世紀には聖母
マリアを祀る教会となり、ついにはイスラム寺院に改修されました。15 世紀にはミナレットが加えられて
います。現在、パルテノン神殿は古代ギリシャの不変のシンボルであり、民主主義が生まれた場所と
広く認識されています。歴史ある都市の観光名所を快適なバスで巡ります。古代ギリシャ美術の重要
なコレクションを所蔵する国立考古学博物館を見学する時間もあります。また、入念に修復されたアテ
ネの旧市街、プラカ地区を訪れます。新古典主義様式の建物、狭い路地、遺跡を見れば歴史への興
味を掻き立てられることでしょう。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

PIR03

コリントス運河のセーリング （約 5.5 時間）

港から 1 時間 30 分バスに乗り、ギリシャの田舎の風景を楽しみながらコリントス運河へ。ここでしばらく
停車し、狭い水路を行き交う船を眺めます。ギリシャ本土とペロポネソス半島を分かつコリントス運河は
全長 6.4 キロ、幅はわずか 21.3 メートルです。海面と同じ高さに掘られているため、水門を建設する必
要がありませんでした。バスから小さなボートに乗り換え、運河をセーリングします。水路の両側にそそ
り立つ地峡を見れば、運河の建設が非常に困難だったことがわかるでしょう。セーリング中に軽食が提
供されます。

PIR04

アテネとアクロポリス （約 4.5 時間）

歴史あるアテネの街の主要な広場や通りを観光するツアーです。アテネは西洋文明のゆりかごおよび
現代民主主義発祥の地というだけではなく、目を喜ばせてくれる美しいものの宝庫です。市内を巡った
後は、アテネの最も重要なランドマークを訪れます。標高 150 メートルの丘の上にそびえるアクロポリス
です。ギリシャの古代建築で最も有名なパルテノン神殿があります。女神アテナを祀る巨大な神殿は、
世界の文化遺産の中で最も素晴らしいものの一つです。土産物店でしばらくショッピングを楽しんだ後、
船に戻ります。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

PIR08

アテネのパノラマツアー （3.5 時間）

アクロポリスまでの階段を上れない方でも、このツアーでしたらギリシャの首都アテネの雰囲気を味わ
うことができます。港でガイドと合流し、バスで主要な見どころを巡ります。ピレウス港からアテネに向か
う道中、ガイドの説明を聞きながらハドリアヌスの門、バイロン卿の像、ゼウス神殿、シンタグマ（憲法）

広場、無名戦士の墓といった新旧の名所を車窓から見学。また、国立庭園、オリンピック競技場、アカ
デミー、大学、国立図書館を巡ります。遠くからアクロポリスの丘を眺めて写真撮影を楽しんだ後は、プ
ラカ広場でのフリータイムです。
＊すべての施設は外観のみの見学となります。

PIR09

古代ギリシャへの旅 (5.
(5.5 時間)
時間)

港でガイドと一緒にバスに乗り、歴史的に重要な都市アテネのメインストリートと広場を巡るツアーに出
発します。アテネ市街に到着後、標高 150 メートルの丘にそびえる有名なアクロポリスを訪れます。アク
ロポリスは数千年にわたってアテネのシンボルであり続けており、ギリシャ黄金期の傑作を見ることが
できます。アクロポリスの丘まで 150 段の階段を上ると、エレクティオン神殿、アテナ・ニケ神殿、ギリシ
ャのシンボルであるパルテノン神殿が迎えてくれます。アテネの守護神である女神アテナを祀るパルテ
ノン神殿は、ギリシャ全土で最も大きく壮麗です。歩行者専用区域を歩いて近年改装されたアクロポリ
ス博物館へ。1 時間 30 分の見学時間を設けていますので、パルテノン神殿の彫像や大理石をたっぷり
とご鑑賞いただけます。お土産を買う時間もあります。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

コルフ（ギリシャ）

COR01

アヒリオン宮殿 (約 4 時間)
時間)

ギリシャ神話では、コルフ島は英雄オデュッセウスが故郷イタカへ戻るまでの長い旅路の末に立ち寄っ
た場所です。私たちはそれほどの長旅はしませんが、島内を巡って緑豊かな風景を満喫します。シシィ
と呼ばれたオーストリアのエリザベート皇妃の住まいであったアヒリオン宮殿を訪ねます。海を望む美
しい庭園に囲まれた壮麗な宮殿の名前は、ギリシャ神話のもう一人の英雄アキレウスにちなんでいま
す。コルフタウンではフリータイムがありますので、散策をお楽しみください。
＊このツアーは車椅子ご利用の方も参加していただけますが、アヒリオン宮殿内のいくつかの部屋お
よび庭園への入場は制限されています。

COR02

ビーチ・ツアー (約 3.5 時間)
時間)

イオニア海に浮かぶ緑と岩とは何のことでしょう？もちろん、美しいコルフ島のことです。休暇の滞在先
として人気なのは、素晴らしい田園、のんびりした生活、数々の魅力的なビーチがあるからです。完全
にリラックスできる数時間を過ごすため、バスでビーチに移動します。イオニア海に浮かぶ島の浜辺で
日光浴や美しい海をお楽しみください。
＊6 月から 9 月末までの催行です。

COR03

パレオカストリッツァ （約 4 時間）
時間）

バスの車窓からオレンジ、糸杉、松の木の茂る田園風景を楽しみながら、島の西岸、アンゲロカストロ
の南にある美しいパレオカストリッツァ湾へ。岩がちな岬に建つビザンティン時代の修道院を訪れます。
ここからは島とイオニア海を一望できます。修道院の歴史は 13 世紀初頭までさかのぼりますが、現在
の建物は 18 世紀のものです。少数の修道士が今でも生活しています。修道院内部は壁と天井にフレ
スコ画が描かれ、イコンで装飾されています。コルフタウンに移動後はフリータイムになりますので、ご
自身で観光をお楽しみください。
＊ビーチ・ツアーではありませんが、修道院に興味のない方はビーチに立ち寄ることも可能です。ビー
チに設備のご用意はありません。

COR04

ボート・ツアー （約 5 時間）

モーターボートに乗り、コルフ島沿岸を巡りながら絵画のように美しい旧市街や歴史ある港町、16 世紀
に建造されたヴェネツィア要塞を眺めます。ヴェネツィア要塞が新要塞とも呼ばれているのは、それよ
りも古い要塞が存在するためです。続いてポンティコスの小島へ。海岸沿いに浮かぶ小島にはマウス
島という別名があります。白い階段を遠くから見るとねずみの尻尾のように見えるためです。ブラヘル
ナ修道院で写真撮影の時間を設けます。その後はコルフタウンのファリラキ地区にあるカフェでコーヒ
ーブレークをお楽しみください。最後はコルフ港の入り口にある小さな島、ビド島を訪れます。イオニア
海で泳ぐ時間もあります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。

COR05
COR05

サファリ・ジープ （約 5 時間）

美しいコルフ島をジープを運転して巡り、村々のすばらしい風景や写真撮影をお楽しみください。時々
停車して、家族のアルバムに加えるために写真を撮影しましょう。港に戻る前に伝統的な民宿に寄る
ので、体を休めてエネルギーを補給できます。お飲み物とコルフ島の伝統的なダンスショーをお楽しみ
ください。
＊ジープに運転手は付きません。お客様に運転していただきますので、必ず国際運転免許証をご用意
ください。ジープの定員は運転手を含めて最大 4 名です。

COR06
COR06

アクアランド（約
アクアランド（約 4 時間）

アギオス・イオアニスにあるギリシャ最大のウォーターパーク、アクアランドで過ごすツアーです。家族
全員で楽しめる施設が揃っています。ジャイアントスライド、マルチスライド、ブラックホール、フォー・ツ
イスターズ、カミカゼ、クレイジー・リバー、ハイドロチューブといったアトラクションをお楽しみください。
お子様向けのエリアもあり、浅いプールやウォータースライダー、スリッパリー・オクトパス、スクリーミン
グ・フロッグ、シャワー・マッシュルーム等の施設があります。たっぷり時間がありますので、バーやレス
トラン、キャビン、サンデッキ、パラソルといった設備もご利用いただけます。

COR07

パレオカストリッツァとワイン・
パレオカストリッツァとワイン・テイスティング(
テイスティング(約 4 時間)
時間)

バスの車窓からオレンジ、糸杉、松の木の茂る田園風景を楽しみながら、30 分後に最初の目的地とな
る金柑農園に到着。金柑がどのように収穫され、おいしいリキュールや加工食品になるのか説明を受
けます。続いて美しいパレオカストリッツァ湾に移動します。フリータイムになりますので、付近を散策し
たり、1228 年に建造されたビザンティン様式の修道院を見学したりと、ご自由にお過ごしください。岩が
ちな岬の上に建つ修道院からは、島とイオニア海の素晴らしい眺めをご覧いただけます。パレオカスト
リッツァ湾の絶景をさらに堪能するため、山沿いのラコネス村へ。ここで停車し、写真撮影をしながら村
の雰囲気を味わいます。伝統的な村マクラデスにある食堂“コロンボス”では、ギリシャの軽食メゼと地
元のワインまたはアニスの香りがする有名な食前酒ウゾをお楽しみください。食堂には 18 世紀から 19
世紀の農具やオリーブオイルの搾油機が飾られており、過去への興味を掻き立てられます。
＊歩きやすい靴でご参加ください。起伏のある道や階段を 1.5 キロほど歩きます。

COR08

コルフ・パノラマツアー (約 4 時間)
時間)

コルフタウンの観光とオレンジや糸杉、松の木の茂るコルフ島らしい風景を楽しむツアーです。まずは
パレオカツロリッツァ湾を訪れます。ガイドの説明を受けてから、ご自身で散策をお楽しみください。ラコ
ネス村にあるゴールデンフォックス・カフェに寄ります。丘の中腹にあるため、パレオカストリッツァ湾の
絶景が望め、地元住民からは「神のバルコニー」と呼ばれています。ラコネス村での休憩後コルフタウ
ンに移動し、世界遺産の旧市街の車窓ツアーを始めます。パレオポリスの古代ギリシャ遺跡、ギリシャ
国王の夏の住まいだったモン・レポス宮、ガリツァ湾と 14 世紀に建造されたヴェネツィア要塞を巡りま
す。また、かつてナポレオン軍が行進を練習したスピアナダ公園、聖ジョージと聖マイケル宮殿、旧港と
伝統的な漁船カイーク、新ヴェネツィア要塞とコルフタウンの商業中心地である聖ロッコ広場も見学し
ます。
＊コルフタウンの車窓ツアーでは、観光スポットはすべて外観のみの見学となります。

ドブロブニク（クロアチア）

DUB01

ドブロブニク市内観光 (約 3 時間)
時間)

世界遺産の街ドブロブニクの狭い小道や城壁を歩きながら、豊かな歴史に思いを馳せましょう。最初に
訪れる聖母被昇天大聖堂は石造建築の傑作で、見事な祭壇画はヴェネツィア派の画家によるもので
す。ドブロブニクの名前はスラブ語で“樫の森”を意味する“ドゥブラカ”にちなんでいます。続いてドブロ
ブニク共和国の行政機関が置かれ、総督邸でもあったレクター宮殿を見学。ナポリ出身の建築家オノ
フリオ・デラ・カヴァによる後期ゴシック様式の建物です。オノフリオは他にもドブロブニクで上水道と二
つの噴水を制作しました。続いて訪れるフランシスコ会修道院は、見事な回廊が見どころです。1317 年
創業のヨーロッパ最古の薬局が入っています。フリータイムでは古都の散策をお楽しみください。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらくお待ちいただくことがあります。大聖堂、レクター宮殿、修

道院内部では写真およびビデオ撮影が制限される場合があります。

DUB02

コナブレと
コナブレとドブロブニクの伝統
ドブロブニクの伝統 (約 4.5 時間)
時間)

アドリア海と伝統的な村々のすばらしい風景を車窓から眺めながら、ドブロブニク郊外のコナブレ渓谷
へ。コナブレ地方の民俗品コレクションが保存されているナヴァコヴィッチ一族の家を訪ねます。自然
の中を散策しながら、家畜を見たり木から直接果物をもいだりして自然との触れ合いをお楽しみくださ
い。ゆったりとした 1 日を過ごせば、自然がもたらすシンプルな喜びを味わえることでしょう。音楽家と民
族衣装を着た踊り手によるダルマチア地方の歌と踊りを鑑賞しながら、地元特産のリキュールやワイン、
燻製ハム、自家製のパンやチーズをお楽しみください。ドブロブニク市内へ戻り、旧市街をガイドと一緒
に散策します。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらくお待ちいただくことがあります。

DUB04

聖ヤコブ・ビーチ （約 4.5 時間）

ドブロブニクで最も人気のビーチで過ごすツアーです。旧市街に沿ってセーリングを楽しんだ後、城壁
を 45 分ほど散策します。ドブロブニクの美しさを海と陸から堪能できます。ボートで聖ヤコブ・ビーチに
到着した後はフリータイムです。日光浴や海水浴をお楽しみください。パラソルとデッキチェアのご利用、
ウェルカムドリンクおよび追加の 1 ドリンクはツアー料金に含まれています。
＊6 月から 9 月末までの催行です。ウォータースポーツは空き状況によりご利用可能です。ビーチには
バーやレストランもあります。

DUB05

ドブロブニク歴史散策
ドブロブニク歴史散策 （約 3.5 時間）

かつて“ドゥブラカ”と呼ばれていたドブロブニクの歴史発見ツアーは、古い城門に着いた瞬間から始ま
ります。1979 年にユネスコ世界遺産に登録された旧市街のすばらしい建築を見学。城壁の上を歩けば、
旧市街の街並みとアドリア海、ロクルム島の絶景が目の前に広がります。続いて目抜き通りであるプラ
ツァ通りを散策しながら、レクター宮殿、海洋博物館、海洋調査機関である小さな水族館等の見どころ
を訪ねます。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらくお待ちいただくことがあります。レクター宮殿、水族館内部
での写真およびビデオ撮影は制限される場合があります。

DUB06

エラフィテ諸島での
エラフィテ諸島でのスポーツ （約 4.5 時間）

モーターボートに乗り、ドブロブニク旧市街の城壁沿いとラパド半島をクルーズします。海から
眺める旧市街の街並みを写真に収めてはいかがでしょうか。コロセップ島沖のモドゥラ・シュピ
ーリャ（青の洞窟）では、シュノーケリングをお楽しみください。次にコロセップ島の反対側、
ドンジェ・セロにある人気のビーチへ。太陽の下、泳いだりリラックスしたり、またはドンジェ・
セロの美しい湾でゴムボートに乗るなどして思い思いにお過ごしください。ヴィラ・ローズ・レ
ストランで飲み物付きの軽い昼食をとった後、グルージュ港へ戻ります。

＊6 月から 9 月末までの催行です。7 歳以上のお子様から参加できます。お体の不自由なお客様には
お勧めできません。シュノーケリング用具の貸し出しも含まれています。モーターボートの所有者が船
長、ガイド、およびシュノーケリングのインストラクターを務めます。説明は英語で行われます。

DUB09
DUB09

ドブロブニクと城壁 （約 3.5 時間）

ユネスコの世界遺産であり、「アドリア海の真珠」と呼ばれるドブロブニクの美しい旧市街までバスで向
かいます。歴史地区と港を囲む有名な城壁、塔、稜堡、砦を訪れます。敵の侵入を防ぐため 12 世紀に
建設された城壁は、13 世紀と 14 世紀に修築されました。全長は 1,940 メートルに及び、ヨーロッパで最
も美しく保存状態がよい城壁です。ガイドと一緒に旧市街のほかの見どころを訪れた後は、フリータイ
ムをお楽しみください。
＊歩行が困難なお客様、車椅子ご利用の方にはお勧めできません。履きなれた靴、帽子と日焼け止
めをご用意ください。旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらくお待ちいただくことがあります。

DUB11
DUB11

クロアチアの田舎、ワイン・テイスティング、サイクリング
クロアチアの田舎、ワイン・テイスティング、サイクリング （約 4.5 時間）

バスで港を出発後、ドブロブニクの旧市街を見渡す丘の上で写真撮影のために停車します。バスに 1
時間乗り、ゴルニャ・ドブラブカに到着。クロアチアの田舎を自転車で探検します。コナブレ地方の糸杉
の木立、ぶどう園、オリーブの森、伝統的な村々を抜け、サプロの水車小屋で休憩を取ります。乾燥い
ちじく、チーズ、ダルマチア地方の塩漬けハム、フレッシュジュース、コーヒー、ケーキ、水車小屋で搾っ
たオリーブオイルをお楽しみください。お腹が満たされた後はブライコビッチに向かい、ワイン・テイステ
ィングを行います。バスでドブロブニクに戻り、旧市街を短時間訪れます。
＊動きやすいズボン、半袖シャツ、運動靴、日焼け止め、水をご用意ください。ツアーの内容は参加者
や天候に合わせて変更となる場合があります。ご自身の体に合わせて調整可能な自転車をご利用い
ただけます。自転車で通る道は整備されたなだらかな下り坂です。

ヴェネツィア（イタリア）

VCE03

サン・マルコ広場へのトランスファー (約 5 時間)
時間)

下船後、荷物をターミナルの外にある預かり所に預け、有名なサン・マルコ広場までボートで向かいま
す。ここはヴェネツィアの社会的、宗教的、政治的中心部です。フリータイムになりますので、美しい広
場、ビザンティン建築の傑作として名高い壮麗なサン・マルコ寺院、隣接したドゥカーレ宮殿を見学した
り、ヴェネツィアらしい迷宮のような小道の散策をお楽しみください。荷物を取りに一旦港に戻り、マル
コ・ポーロ国際空港に移動します。
＊空港で解散となります。ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライトをご利用のお客様が対象です。

VCE05D ゴンドラと徒歩ツアー
ゴンドラと徒歩ツアーおよび
時間)
徒歩ツアーおよび空港へのトランスファー
および空港へのトランスファー (約 4 時間)
ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、昔ながらのゴンドラでの運河巡りで
す。水路から水路へと移動しながら、橋や壮麗な宮殿、ヴェネツィアらしい迷宮のような小道を眺めま
す。ゴンドラを降り、地元のガイドの案内で小道を散策した後は、サン・マルコ寺院に面したサン・マルコ
広場でフリータイムを過ごします。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ乗船にガイドは同行しません。ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライト
をご利用のお客様が対象です。

VCE08D

ロマンス＆カルチャー：ゴンドラ乗船、ガイド付き徒歩ツアー、博物館
ロマンス＆カルチャー：ゴンドラ乗船、ガイド付き徒歩ツアー、博物館 (約 4.5 時間)
時間)

ロマンティックな街ヴェネツィアを巡るのに、ゴンドラは最高の手段です。水路から水路を行けば、橋や
壮麗な宮殿、ヴェネツィアらしい迷宮のような小道といったすばらしい風景が目の前に現れます。地元
のガイドの案内で小道を散策した後は、サン・マルコ広場でのフリータイムです。並ばずに入れる特別
チケットをお渡ししますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、マルチャーナ図書館
等たくさんの選択肢からお好みの施設をご見学ください。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国
際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ乗船にガイドは同行しません。ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライト
をご利用のお客様が対象です。

VCE09D

ゴンドラツアー＆サン・マルコ広場 (約 4 時間)
時間)

伝統的なゴンドラでの運河巡りほどヴェネツィアを堪能できるものはないでしょう。このツアーでは、
数々の橋や壮麗な宮殿、ヴェネツィアらしい迷宮のような小道を水上から眺めます。続いてサン・マル
コ広場でのフリータイムです。カフェでコーヒーを飲みながら道行く人を眺めたり、隣同士で並ぶ壮麗な
サン・マルコ寺院とドゥカーレ宮殿を見学したりしてお過ごしください。荷物を取りに一旦港に戻り、マル
コ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ乗船にガイドは同行しません。ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライト
をご利用のお客様が対象です。

VCE10D

魅惑のヴェネツィア：ゴンドラ乗船、サン・マルコ広場、博物館 (約 4 時間)

最も贅沢な方法でヴェネツィアを観光しましょう。昔ながらのゴンドラに乗り有名な運河を巡ります。水
路から水路を移動しながら、数々の美しい橋、壮麗な宮殿、ヴェネツィアらしい迷宮のような小道を堪
能します。並ばずに入れる特別チケットをお渡ししますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古
学博物館、マルチャーナ図書館等たくさんの選択肢からお好みの施設をご見学ください。荷物を取りに
一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ乗船にガイドは同行しません。ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライト
をご利用のお客様が対象です。

VCE11D ボートでのパノラマツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場 (約 4 時間)
時間)
港のターミナルでボートに乗船し、ムラーノ島を目指します。途中、サン・マルコ広場や歴史的に重要な
アルセナーレ（国立造船所）、美しいサン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルボロ島、チェルトーザ島
が見えます。船内ではガイドがムラーノ島について説明いたします。12 世紀にまでさかのぼる吹きガラ
スで有名なムラーノ島では、有名なガラス職人の工房または美しいサン・ドナート教会を訪れます。そ
の後サン・マルコ広場フリータイムをお過ごしください。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際
空港に移動します。
＊ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライトをご利用のお客様が対象です。

VCE12D

麗しのヴェネツィア：ボートでのパノラマツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場、ゴンドラ体

験 (約 4.5 時間)
時間)
港のターミナルでボートに乗船し、ムラーノ島に向かいます。サン・マルコ広場、アーセナル（国立造船
所）、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルボロ島、チェルトーザ島を眺めながら、ガイドの説明に
耳を傾けます。吹きガラスで有名なムラーノ島に到着後、ガラス工房で吹きガラスの実演を見るか、サ
ン・ドナート教会を訪れます。その後サン・マルコ広場を訪れ、ボートからゴンドラに乗り換えます。絵の
ように美しい水路を巡りながら、多くの橋、壮麗な宮殿、迷宮のような小道を眺めましょう。サン・マルコ
広場ではフリータイムがあります。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ乗船にガイドは同行しません。ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライト
をご利用のお客様が対象です。

VCE14D

ボートでのパノラマツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場、博物館 (約 4.5 時間)
時間)

港のターミナルでボートに乗船し、ムラーノ島に向かいます。サン・マルコ広場、アーセナル（国立造船
所）、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルボロ島、チェルトーザ島を眺めながら、ガイドの説明に
耳を傾けます。吹きガラスで有名なムラーノ島に到着後、ガラス工房で吹きガラスの実演を見るか、サ
ン・ドナート教会を訪れます。ボートでサン・マルコ広場に戻った後は、並ばずに入れる特別チケットを
お渡ししますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、マルチャーナ図書館等たくさん
の選択肢からお好みの施設をご見学ください。どれを選んでも、すばらしい経験ができることでしょう。
サン・マルコ広場で短いフリータイムを過ごした後、荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空
港に移動します。
＊ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライトをご利用のお客様が対象です。

VCE15D ヴェネツィアの有名博物館 (約 4 時間)
時間)
この博物館ではヴェネツィアのすばらしい文化遺産を堪能します。港でボートに乗り、サン・マルコ広場
に向かいます。数時間のフリータイムがありますので、広場に近い重要な博物館を訪れることができま
す。並ばずに入れる特別チケットでお好きな施設をお選びください。例えばドゥカーレ宮殿はいかがでし
ょう。1309 年から 1424 年にかけて建造されたドゥカーレ宮殿は、1574 年の火災で損傷を受けましたが、

修復では建造当時のゴシック様式が踏襲されました。16 世紀には溜息の橋ができて隣の牢獄とつな
がりました。他にもコッレール博物館、考古学博物館、マルチャーナ図書館等をお選びいただけます。
サン・マルコ広場で短いフリータイムを過ごした後、荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空
港に移動します。
＊ヴェネツィアで下船し、17：30 以降のフライトをご利用のお客様が対象です。

この寄港地観光プログラムの日本語訳は 2013 年 3 月 18 日時点の英文情報を翻訳したもので、相違
がある場合は原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることがあります。正確な情
報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。

