12 名様以上のご参加で

添乗員同行

Bulgaria

リラの僧院と吸血鬼ドラキュラ城
ブルガリアとルーマニア 4 日間

期間：5月25日（木・祝日）〜5月28日（日）

Rila Monastery

ブルガリア

ツアーのポイント！

●ブルガリアでは、人里離れた山中に隠れるように建つリラの僧院と、
フレスコ画で
有名なボヤナ教会、
そして首都ソフィアを、観光します。
●ルーマニアでは、吸血鬼ドラキュラの舞台として有名なブラン城と、
カルパチアの
真珠と呼ばれる古都シナイア、首都ブカレスト等にご案内します。
●いずれも個人で訪れるには非常にハードルが高い見所ばかりですが、専用バスに
ベテラン日本語ガイドが同行してご案内しますので、安心してご参加頂けます。
●フォークロアショーと3 回含まれている昼食で、名物料理の数々をご賞味下さい。
都市
ブリュッセル発
ミュンヘン発
ソフィア空港着
１ ソフィア市内着

時間
06:45
09:25
12:15
13:30

日程（宿泊ホテル名・食事条件）
ルフトハンザ航空2295 便にてミュンヘンへ。
（08:00 着）
ルフトハンザ航空1702 便にて、
ブルガリアの首都ソフィアへ。
空港到着後、
日本語ガイドと共に、
ソフィア半日市内観光に出発。
アレクサンドル・ネフスキー寺院と、オスマン・トルコの治世下に
25日
建造された 聖ペトカ地下教会に入場。他に、丸いドームと尖った
(木)
尖塔が目を引く、
バーニャ・バシ・モスク等にご案内します。
16:00 ホテルに帰着。
その後、各自自由行動。
（Ramada Hotel Sofia 泊 朝：Ｘ 昼：Ｘ 夕：Ｘ）
ソフィア発
09:00 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
ボヤナへ移動します。
ボヤナ着
09:30 世界遺産のボヤナ教会に入場し、
フレスコ画の傑作を鑑賞します。
ボヤナ発
10:00 観光後、
ブルガリア正教の総本山、世界遺産のリラの僧院へ移動。
リラの僧院着
12:00 レストランにて、
ミートボールのスープと、
ニジマス料理のご昼食。
抜1147m、人里離れたリラ山脈に囲まれたこの修道院は、色鮮
リラの僧院で、素晴らしいフレスコ画とイコンで飾られた聖母誕生
やかなフレスコ画や華麗な彫刻で彩られたブルガリア正教の総
２
教会や、
歴史博物館、
修道僧の部屋、
フレリョの塔等を見学します。
本山です。10 世紀に、一人の僧侶が、隠遁生活をするために住みつき、
26日 リラの僧院発
15:00
観光終了後、
専用バスにて、
一路、
ソフィ
ア空港へ移動。
彼を慕った修道士や巡礼たちにより僧院が築かれたのが起源です。
(金)
ソフィア空港着 17:30 ソフィア空港に到着。各自、空港内のレストラン等でご夕食。
ofia
ソフィア空港発 19:20 ブルガリア航空1805 便にて、
ルーマニアの首都、
ブカレストへ。
ブカレスト空港着 20:25 ブカレスト空港到着。専用バスにて、市内のホテルへ。
ブカレスト着
21:30 ブカレストのホテルに到着。
（Novotel Bucharest 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
ブカレスト発
08:30 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
シナイアへ。
と称される美しい町、
シナイア市内観光。
シナイア着
11:00「カルパチアの真珠」
ルーマニア王室の夏の離宮、
ペレシュ城（入場）
と、入り口に描か
れたフレスコ画が必見のシナイア僧院を観光します。
13:00 トキトゥーラ（豚肉のシチュー）
等のルーマニア伝統料理のご昼食。
▲ボヤナ教 会の壁 面や祭 壇に ▲バルカン半島最大のキリスト教
３
シナイア発
14:00 昼食後、専用バスにて、
ブランに向けて出発。
は、最後の晩餐や聖母マリアな 建築物、アレクサンドル・ネフスキ
27日
15:00 吸血鬼ドラキュラの居城のモデル、
ブラン城に入場。
ど、13 世紀のフレスコ画の傑作 ー寺院は、金色に輝く、高さ60 ｍ （土) ブラン着
16:30
観光終了後、
専用バスにて、
首都ブカレストに戻ります。
ブラン発
がびっしり描かれています。
のドームがシンボルです。
ブカレスト着
19:30 フォークロアショーを楽しみながら、郷土料理をご賞味下さい。
ルーマニア
21:30 ブカレストのホテルにチェックイン。
（Novotel Bucharest 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：レストラン）
Bran Castle
09:00 ホテルにて朝食後、
ブカレスト半日市内観光( 所要約3 時間)
議会宮殿（入場予定)、
３つのドームが印象的な大主教教会( 入場)、
1989 年の革命の舞台となった革命広場、
凱旋門等を観光します。
12:30 観光終了後、
レストランにて、
ルーマニア料理のご昼食。
4
13:30 昼食の後、町中で自由時間を設けます。
28日
古い木造建築を集めた、国立農村博物館などを訪れてみては？
(日)
ブカレスト市内発 16:30 自由時間終了後、専用車にてブカレスト空港に移動。
ブカレスト空港発 19:15 ルフトハンザ航空1655 便にてミュンヘンへ。
（20:15 着）
ミュンヘン発
21:35 ルフトハンザ航空2294 便に乗り換えて、帰国の途へ。
ブリュッセル着
22:55 ブリュッセル到着。
（朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）

海

S

吸公ヴラド３世が、自らドラキュラ（悪魔の子）と称して、次から次

血鬼ドラキュラの城として知られるブラン城。15 世紀のワラキア

へと敵国のトルコ兵を倒していったため、後に、
「吸血鬼、
ドラキュラ」
の
物語が生まれたと言われています。彼のお城は深い森の中、威風堂々と
した姿でその偉容を誇っています。

Sinaia

▲カルパチアの真珠と讃えられる
景勝の地、シナイア。カロル一世
王が夏の離宮として建てた、ペレ
シュ城は、ルーマニアで最も壮麗
なお城と言われています。

Bucharest

▲激動の現代史を綴るルーマニア
の首都ブカレスト。
チャウチェスク
元大統領が、贅の限りを尽くして
建てた議会宮殿（旧国民の館）
や
大主教教会など見所も豊富です。

ご
旅
行
代
金

大人（12 歳以上）
€1200.00
子供（5 〜11 歳・大人2 人と同室／ベッド付き・食事付き）
€800.00
子供（2 〜4 歳・大人2 人と同室／ベッド無し・食事無し／1 名のみ適用） €450.00
子供（2 〜11 歳・大人2 人と同室しない場合）
€1120.00
幼児（0 〜1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します）
€60.00
一人部屋追加料金
€150.00

◆ブルガリアだけの2 泊3 日コース、またはルーマニアだけの2 泊3 日コースもございます。
この場合の日程や料金は弊社ウェブサイトにてご確認下さい。

◆最少催行人数：4 歳以上の参加者が6 名様以上
◆仮予約期限：4 月7 日（木） ※残席があれば、
それ以降のご予約も受け付けます。
◆現地での観光の際は日本語ガイドがご案内します。
また、4 歳以上のお客さまに12 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が同行します。
◆一室には、大人２人と子供２人までの同室が可能です。ただし、4 人同室の場合のお部屋は、
ダブルベッド1 台+ エキストラベッド1 台となりますので、2 人目のお子様は添い寝になります。
2 人目のお子様が4 歳以上の場合は、添い寝ですが、｢2 〜3 歳児｣の料金は適用されません。
◆このツアーは個人運賃の航空券を利用しますので、
ご予約の時期によっては、追加料金が発生
する場合等がございます。詳細は仮予約の際にご説明申し上げます。
◆宗教行事等による入場制限、交通事情、気象条件等の為、
日程が変更になる場合があります。
◆議会宮殿は、会議などの行事により、事前の予告なく、見学が出来なくなる場合がございます。
◆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。

