Malta

ツアーのポイント！

ロマンと太陽の国
マルタ島の休日 ４日間

期間：5月25日（木・祝日）〜5月28日（日）

Valletta

●シチリア島の沖合い100 キロにぽっかり浮かぶリゾート・アイランド、
マルタ島。
ミステリアスな古代遺跡、温暖な気候、美味しい食事が魅力です。
●宿泊は、デラックスな5 つ星ホテル、Westin Dragonara Resort と、経済的な
4 つ星ホテル、Golden Tulip Vivaldi の２つからお選びいただけます。
●自分で 観 光するには 大 変な、マルタ島 一日観 光 が 料 金に含まれています。
美しい漁港、
マルサシュロックでは、シーフード料理のランチをご賞味頂きます。
●ゴゾ島や古都イムディーナを訪れるオプショナルツアーをご用意致しました。
都市
ブリュッセル発
１ フランクフルト発
マルタ空港着
25日
（木） ホテル着

オ最後にたどり着いたのが、地中海に浮かぶ孤島、マルタでした。

ホテル発
09:00
青の洞門
ハジャー・イム
マルサシュロック 12:00

スマントルコによって本拠地ロードス島を攻略された十字軍が

異教徒からの侵略を守る最前線として、ヨハネ騎士団によって築かれ
た首都ヴァレッタ（写真上）は、ヨーロッパ最大の天然港に恵まれ、今
でも、騎士団長の宮殿や聖ヨハネ大聖堂など、当時の華麗な建築物
がそこかしこに残り、
「宮殿の町」と呼ばれています。

時間
11:05
13:25
15:55
17:15

２
26日

ヴァレッタ着

13:30
14:00

（金）

ホテル着

Hagar Qim

16:30
18:30 OPTION イムディーナの夜景とディナー（所要約3.5 時間）

マルタ島滞在
（ゴゾ島観光）

３

マルタ料理のディナーと、古都イムディーナの夜景を楽しみます。
（セントジュリアン泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：オプション）
終日 ホテルにて朝食後、終日自由行動。

08:00 OPTION ゴゾ島一日観光（昼食付き・約9 時間）

27日

エ

ジプトのピラミッドより古い、今から5000 年近くも前に建てられ
た、謎の巨石神殿ハジャー・イム。最大20 トンもの巨石をどうや
って運び、積み上げたか、
イギリスのストーンヘンジや、
フランスのブル
ターニュ地方の巨石神殿との関係など、今なお謎に包まれています。

太澄 ん だ 海 水 に 反

陽のまぶしい光が

射し、きれいな青を映し
出すブルーグロット。水
深5 メ ートル の 海 底 ま
ではっきり見えるほどの
透明度を誇ります。天気
がよければ、小さなボー
Blue
トで洞 窟を探 訪します。

Marsaxlokk

(土）

４ ホテル発

マルタ空港発
(日） ミュンヘン発
ブリュッセル着

28日

Grotto

マ呼ばれるカラフル

ルタ語でルッツと

な小舟がたくさん浮か
ぶ漁村、
マルサシュロッ
ク（写真左）。2 日目の
昼食には、この町の漁
師達が釣り上げた、新
鮮なシーフード料理を
ご賞味頂きます。

OPTIONAL TOURS： ゴゾ島一日観光

日程（宿泊都市・食事条件）
ルフトハンザ航空1009 便にて、
フランクフルトへ。
（12:05 着）
ルフトハンザ航空1310 便に乗り換えてマルタ島へ｡
マルタ到着。専用車にてホテルへ。
セントジュリアン地区のホテルにチェックイン。
（セントジュリアン泊 昼：Ｘ 夕: Ｘ）
ホテルにて朝食後、専用バスにて、
マルタ島一日観光に出発。
天気が良ければボートに乗って、青の洞門を探訪します。
その後、世界遺産の巨石神殿、
ハジャー・イムを観光します。
ルッツと呼ばれるカラフルな小舟が浮かぶ、
マルタ東部の漁村の海
沿いのレストランで、新鮮なシーフード料理をご賞味頂きます。
昼食後、世界遺産のヴァレッタに向かいます。
聖ヨハネ大聖堂で、
カラヴァッジョ作、聖ヨハネの斬首等を鑑賞。
グランド・ハーバーの眺望が見事なアッパー・バラッカ・ガーデン
と、聖ヨハネ騎士団長の宮殿（または武器庫）
を訪れます。
一日観光ツアーよりホテルに帰着。

10:00
12:25
17:20
18:40

フェリーでゴゾ島に渡り、
自然が造った造形美アズール・ウィンドー
やゴゾ島の田園風景を一望するヴィクトリアの大城塞、
ジュガン
ティーヤの巨石神殿、
カリプソの洞窟などにご案内します。
昼食には、
ゴゾ島名物、
タコのシチューをお召し上がり下さい。
（セントジュリアン泊 朝: ホテル 昼: オプション 夕：X）
ホテルにて朝食後、
出発まで各自自由行動。
ホテルより専用バスにて空港へ。
（9 名以下の場合、運転手のみ）
ルフトハンザ航空1977 便にて、
ミュンヘンへ。
（14:40 着）
ルフトハンザ航空2290 便に乗り換えて帰国の途へ。
ブリュッセル到着。
（朝：ホテル 昼：Ｘ 夕: Ｘ）

ご旅行代金
4 つ星ホテル泊 5 つ星ホテル泊
大人（12 歳以上）
€720.00
€840.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室した場合）
€550.00
€550.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合）
€660.00
€800.00
幼児（0 〜1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します）
€60.00
€60.00
一人部屋追加料金
+€90.00
+€230.00
◆最少催行人数：ブリュッセルからのご参加が8 名様以上（幼児を除く）
◆仮予約期限：3 月23 日（木） ただし、
その後も残席があればご予約はお受け致します。
◆5 つ星ホテルは、
クイーンサイズのベッドが2 台入り、大人２人と子供２人の同室が可能です。
エキストラベッドが必要な場合は、追加料金120 ユーロでリクエストが可能です。
◆4 つ星ホテルで一室に同室出来るのは、大人2 人と子供2 人までとなります。
◆添乗員は同行しませんが、観光とオプショナルツアーは、原則、
日本語ガイドがご案内します。
ただし、送迎や、
オプショナルツアーは、英語ガイドになる場合がございます。
◆気象条件や宗教行事等により上記日程が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
◆海側のお部屋をご用意致しますが、
お部屋の位置や階層により海の見え方は異なります。
◆チップは含まれておりません。
ガイドと運転手に、一人5 ユーロ程度のチップをお渡し下さい。

選べるホテル （5 つ星と4 つ星からご選択下さい♪）

Westin Dragonara Resort

オぬかれたアズ―ルウィンドウ（写真左上）、17 世紀の騎士団時

Golden Tulip Vivaldi

プションで訪れるゴゾ島1 日観光では、
自然の力で窓の形にくり

代に建設された古都ヴィクトリア（写真右上）、世界遺産のジュガンテ
ィーヤ巨石神殿等にご案内致します。
※料金

大人110 ユーロ、子供（2 〜11 歳児）90 ユーロ

▲広大な敷地を誇る5 つ星リゾートホテル。
お部屋
は全てオーシャン・ビュー。室内プール、
テニスコー
ト、
ダイビングセンター、
ジム、SPA、
キッズクラブ、
レ
ストラン3 軒など、設備が充実しています。

▲ウェスティンの隣にある4 つ星ホテル。館
内には室内温水プール、ジム、サウナ、SPA
などがございます。
セント・ジュリアンの町中
にあり、
お食事やショッピングにも便利です。

