12 名様以上のご参加で

添乗員同行

Lithuania - Latvia - Estonia

杉原千畝記念館を訪ねる旅
魅惑のバルト３国周遊 ４日間

期間：5月25日（木・祝日）〜5月28日（日）
リトゥアニア Lituania

Villinius

ツアーのポイント！

●旧ソ連邦初の EU 加盟国、エストニア、ラトビア、リトアニア。激動の歴史を
くぐり抜けた個性溢れるバルト三国を一気に制覇します。
●見所が分散しているバルト三国を、個人で旅行するのはとても大変ですが
日本語ガイドが同行し、専用バスで回るこのツアーなら快適、かつ安心です。
●いずれも世界遺産に指定された、バルト３国の首都に 1 泊ずつ宿泊します。
●リトアニアでは、「日本のシンドラー」杉原千畝氏が活躍したカウナスの旧日本
領事館や十字架の丘、湖に浮かぶトラカイ城などもご案内します。

都市
時間
日程（宿泊都市・食事条件）
フランクフルトへ。
（08:10 着）
ブリュッセル発 07:05 ルフトハンザ航空1025 便にて、
エストニアの首都タリンへ。
フランクフルト発 09:45 ルフトハンザ航空880 便に乗り換え、
１ タリン空港着 13:00 タリン空港到着後、専用車にて、タリン市内のホテルへ。
14:00 ホテルに到着。世界遺産のタリン市内観光へ出発します。
タリン市内着
25 日
日本語ガイドと、城壁に囲まれた石畳の町を散策し、
タリン大聖堂、
（木）
トームペア城、
アレクサンドル・ネフスキー聖堂等にご案内します。
（Barons Hotel 泊 朝：Ｘ 昼：Ｘ 夕：Ｘ）
ラシック様式の大聖堂（写真左上）
は、
リトゥアニアの首都ヴィリ
ラトビアの首都リガへ移動。
タリン発
08:00 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
ニュスのシンボル。旧ソ連時代に撤去された３聖人の像が、独立
ユーゲントシュティール様式の建築群を見学します。
リガ着
12:30 リガ新市街で、
後、
ファサードの上に再び据え付けられました。世界遺産の旧市街に
13:30 レストランにてラトビア料理のご昼食。
は、小さな礼拝堂に信者が絶えない、夜明けの門（写真右上）
や、
ヴィ
2
日本語ガイドと共に、世界遺産のリガ市内観光へ。
15:00 昼食後、
リニュス大学などの歴史的建造物が立ち並びます。
26 日
大聖堂、三人兄弟の家、
ブラックヘッドのギルド、市庁舎、
リーガ城、
（金）
ル ト３ 国 で、 rakai
ラトビア国会、
スウェーデン門、
旧城壁、猫の家などを観光します。
最も美しいと
17:30 観光終了後、
リガのホテルにチェックイン。
評 判 のトラカイ城
（Radisson Blu Latvia 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
は、静かな湖に浮か
リトゥアニアに向けて出発。
08:00 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
リガ発
ぶ小島に立つ、赤レ
リトゥアニア民族と宗教の象徴、十字架の丘に立ち寄り大小
十字架の丘着 10:00 途中、
ンガ 造りの可愛い
無数の十字架に込めた信者の思いに圧倒されます。
お 城です。
（ 外 観の
十字架の丘発 10:45 専用バスにて杉原千畝ゆかりの町カウナスへ。
みの観光です。）
レストランにてリトアニア料理のご昼食。
13:00 カウナス到着後、
３ カウナス着
に入場します。
14:30 昼食後、杉原千畝記念館（旧日本領事館）
杉原千畝記念館
27 日
杉原千畝のドキュメンタリーフィルムを鑑賞し、
執務室を見学します。
画やドラマで脚 光 （土）
15:30 観光終了後、
カウナス発
リトゥアニアの首都 ヴィリニュスへ移動します。
を浴びる千畝。｢日
16:45 途中、湖に浮かぶトラカイ城（外観のみ）
トラカイ経由
に立ち寄ります。
本のシンドラー｣と呼ば
18:00
ヴィリニュス着
ヴィリニュスのホテルにチェックイン。
れる彼が、6 千人ものユ
（Hotel Conti 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
ダヤ人を救うため、彼が、
世界遺産のヴィリニュス市内観光
08:30 ホテルにて朝食後、
命がけでビザを発給した
ヴィリニュスの町並みを散策し、大聖堂やヴィリニュス大学、夜明け
カウナスの旧日本領事館
の門、琥珀博物館などを観光します。
その後、1 時間程自由時間。
は、感動の玉手箱です。
4
ホテルより専用バスにてヴィリニュス空港へ。
12:15
28 日
十字架の丘
フランクフルトへ。
（15:30 着）
14:20 ルフトハンザ航空887 便にて、
（日） ヴィリニュス発
さ５ｍもの巨大な
フランクフルト発 17:25 ルフトハンザ航空1018 便に乗り換え、帰国の途へ。
物から、僅か数セ
ブリュッセル着 18:20 ブリュッセル着。
（朝：ホテル 昼：Ｘ 夕：Ｘ）
ンチの物まで、
この国の
大人（12
歳以上）
€980.00
人口よりも多い夥しい
ご
子供（4
〜
11
歳・大人
2
人と同室／ベッド付き・
食事付き）
€840.00
数の十字架で埋もれた
旅
子供（2
〜
3
歳・大人
2
人と同室／ベッドと食事無し／
1
名のみ適用）
€550.00
十字架の丘。旧ソ連時
行
子供（2
〜
11
歳・大人
2
人と同室しない場合／ベッド付き・
食事付き）
€920.00
代の迫害にも負けず、今
代
幼児（0 〜 1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します）
€60.00
に伝わった聖地です。
金 一人部屋追加料金
+€150.00
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ラトヴィア Latvia

Riga

◆最少催行人数： 4 歳以上のお客様のご参加が、8 名様以上
◆仮予約期限：3 月24 日（金） ※ただし、
その後も残席があればご予約をお受け致します。
◆4 歳以上の方に、12 名様以上にご参加頂いた場合はブリュッセルから添乗員が同行します。
又、現地到着後は、全行程、
日本語ガイドが同行してご案内致します。
◆ 一 室 には、大 人2 人と子 供2 人（ 下 のお 子 様 が3 歳まで ）の 同 室 が 可 能 です。ただし、
一室に入るベッドは3 台のみですので、2 人目のお子様は、添い寝になります。
◆宗教行事などによる入場制限や交通事情などにより日程が変更になる場合がございます。
◆ホテルはいずれも、便利な場所に位置する4 つ星ホテルです。Wi-Fi も無料でご利用頂けます。

エストニア Estonia

ラは800 年以上の歴史

Tallinn

トヴィアの首 都、リガ

を持つバルト三 国 最 大の
都市。ハンザ同盟時代の教
会や商家が立ち並ぶ旧市街
（写真上）
と、ユーゲントシ
ュティール（アールヌーボ
ー）様式の優雅な建物（写
真右）が建つ新市街のコン
トラストをお楽しみ下さい。

エ産に登録されています。約600 年前に敷かれた石畳の旧市街には、帝政ロシアにより建てら
ストニアの首都、
タリンの旧市街（写真左上）
は、
周囲を約2.5 キロの城壁で囲まれ、世界遺

れた、
アレクサンドル・ネフスキー聖堂（写真右上）
や旧市庁舎など、
由緒ある建造物が並びます。

