
[最少催行8名様・最大12名様限定／空港税・燃油サーチャージ別途要]
（予価）



日本各地 航空機 午前 各地より空路ヨーロッパ都市乗継地へ。 朝：---

ヨーロッパ乗継ぎ 航空機 午後 昼：機内

リュブリャーナ 専用車 夜 夕：×

ブレッド湖近郊 ブレッド湖近郊　泊

ブレッド湖近郊 専用車 終日 朝：○

昼：○

ボーヒン湖 夕：○

ブレッド湖

ブレッド湖近郊

ブレッド湖近郊　泊

ブレッド湖近郊 専用車 終日 朝：○

昼：○

トリグラウ国立公園 夕：○

ヴァルシチ峠

ノバゴリッツア 深く美しいソチャ川に沿って走り、ノバゴリッツアへ。

ノバゴリッツア　泊

ノバゴリッツア 専用車 終日 朝：○

昼：○

夕：○

ポストイナ

リュブリャーナ 夕刻 見学後、首都リュブリャーナへ。

リュブリャーナ　泊

リュブリャーナ 午前 朝：○

昼：○

夕：○

列車 午後 散策後、列車でスロベニア屈指のワイン名産地・マリボルへ。

マリボル マリボル着。ワイン農家の方の出迎えで宿へ。

マリボル近郊 スロベニア家庭料理と自家製ワインをお楽しみ下さい。

マリボル近郊　泊

マリボル近郊 午前 朝：○

昼：○

夕：○

マリボル

専用車 午後

マリボル　泊

マリボル 専用車 マリボル駅へ。 朝：○

午前 列車で、国境を越えオーストリアの首都ウィーンへ。（約3時間30分） 昼：×

ウィーン 午後 ウィーン着、地下鉄に乗換え西駅へ。西駅より徒歩でホテルへ。チェックイン後、フリー。 夕：○

夜は、オーストリアのワイン居酒屋「ホイリゲ」で最後の乾杯！

ウィーン　泊

ウィーン 午前 エアポートバスでウィーン空港へ。 朝：○

ヨーロッパ乗継ぎ 航空機 ウィーン発、ヨーロッパ都市乗り継ぎ、空路帰国の途に。 昼：機内

機中泊 夕：機内

日本各地 午前 各地到着。 朝：機内

お疲れさまでした。

*上記日程は天候や現地事情により変更となる場合があります。

*ハイキングルートは天候等により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

*ワイン農家での宿泊は、4-5名様1室利用となります。あらかじめご了承ください。

（土）

日次

②

リュブリャーナの語源は「愛された街」。ルネッサンス、バロック、アー
ルヌーボー様式の建築物と古代ローマ時代の遺物、世界的に著
名なスロヴェニア人建築家プレチュニック氏の建築物などが見事に
調和している小さな都を、徒歩で自由に散策してみて下さい。旧
市街の川沿いにはカフェが並び、露店も出ています。

専用車

朝食後、ワイン畑や醸造所を見学し、ワイン作りについてのお
話を伺います。※農家の方のご都合により内容が変更になる
場合があります。

マリボル市内へ。レストランで昼食後、市内観光。世界最古の
ブドウの木のある博物館や、市内に点在するワインセラーなどを
訪れます。

（木）

10/19

⑥

ハイキング後は、「アルプスの瞳」と称される美しいブレッド湖を
ゆっくりと散策します。湖に浮かぶ小島に建つバロック式の聖母
被昇天教会へ、手漕ぎボートで訪れます。

（火）

④

10/17

10/14

10/15

時間

（土）

ブレッド湖よりさらに奥にあるボーヒン湖を訪れます。フォーゲルスキー場のゴンドラで標高
1535mまで上がり、軽いハイキング。眼下に美しいボーヒン湖、対岸にはトリグラウ国立
公園の山々を望みます。

乗継地にて全国のお客様と合流後、空路スロヴェニアの首都リュブリャーナへ。到着後、
ブレッド湖近郊のホテルへご案内します。

（金）

⑤

③

（日）

⑦

10/18

（水）

10/20

（日）

⑧

10/22

都市名

①

交通 食事

10/16 ヨーロッパの岩場として1、2位の規模を誇るスロヴェニア最高峰トリグラウ(2864m)の北壁
を望むポイントまで、平坦な道を約1.5時間のハイキング。

ハイキング後、内陸から海へと抜ける昔の重要な通商道路を
通り、ヴァルシチ峠へ。峠では簡単なハイキングでトリグラウ国
立公園の逆側を見ることができます。昼食はユリアンアルプス
の眺めを楽しみながら、素朴な雰囲気の山小屋でスロベニア
料理を。

ノバゴリッツアからポストイナにかけての一帯は、カルスト地帯が広がり赤ワインの生産で有
名な地域。ワイン畑を抜けて走り、ワイナリー訪問＆昼食。

その後、ヨーロッパ最大級の規模と美しさを誇るポストイナ
鍾乳洞へ。約27kmの長さの洞窟は、10万年ほど前から少
しずつ形成されていったものと言われています。

（月）

⑨

10/21



2名様1室利用 ◎1人部屋追加代金：45,000円
 （※ワイン農家での宿泊は4-5名様1室利用となります）

■下記はご旅行代金とあわせてお支払ください
◎出発空港使用料：成田2,610円/中部2,750円/関西3,040円  ◎現地空港税：約9,500円     
◎燃油サーチャージ：約16,000円　　　　　　　　　　

＜旅行条件＞

代金に含まれないもの：空港使用料・現地空港税・燃油サーチャージ、日程表に記載のない食事・交通費・観光、食事の際の飲物、個人的費用

●ツアーガイド：同行いたします。　　●最少催行人員：8名様（最大12名様限定）

国内最大のポストイナ鍾乳洞は長さが約27kmあり、鍾乳石の種類の豊富さでも他に類を見ない希少
な鍾乳洞。数百万年の時間をかけて、一滴一滴の水が作り上げてきた壮大な自然の芸術は、神秘の
世界。暗闇の世界に適応した100種類以上の珍しい生物のすみかでもあります。

｢人々の心を開くには、まずその腹を満たすことから」－ス
ロヴェニアの古いことわざです。

自然形態が豊かなスロヴェニアでは、食を基にして24の地域に分けられ、170もの郷土料理があると言われています。原産地や地理的表示、伝統
的評判、品質に基づいて保護されている特別農作物や食品もたくさんあり、食に対する関心が非常に高い国です。清流の多いスロヴェニアでは、ど
の地域であっても比較的多くの魚料理が味わえますが、体力勝負である酪農や農業が盛んな内陸部では肉料理が主流となっています。カルスト
地域では、日本人にも馴染み深いそば粉を使った料理も多くあります。

ボルドーやバーガンディーなどとほぼ同じ緯度（北緯45.3度～47度）に位置し、地理・気候的に非常に恵まれたワイン
栽培地。ワインの歴史は非常に古く、ローマ帝国時代に花開いたワイン文化は、15世紀からおよそ6世紀続いたオース
トリア・ハプスブルグ家 の支配下で発展を続け、現代にも根付いています。

※空港税・燃油サーチャージは2017年3月の金額です。為替の変動及び航空会社より値上げ･値下げの発表があった場合は随時これに準じ、ご
請求をさせて頂きます。

スロヴェニアの一番の魅力は美しい自然。国土の大部分が深い森で覆わ
れており、イタリアとの国境付近の北部にはアルプス山脈、西部には紺碧
にきらめくアドリア海、10,000ヶ所以上の鍾乳洞があるカルスト地域と、
パンノニア平原があります。
日本の四国ほどの小さな国の中に、ヨーロッパで唯一とも言える多様な
自然形態を持っており、旅を進めると共に変わりゆく自然に目を奪われる
ことでしょう。

スイス・オーストリアとアルプスを挟んで反対の南側にあるユリアンアルプスは、太
陽の当たる側になることからスロベニアでは「サニー･アルプス」と呼ばれています。
ユリアンアルプスの最高峰トリグラフ(2864m)は、国章のデザインに用いられてお
り、「トリグラウを登らないとスロヴェニア人ではない」とも言われるほど国民に愛さ
れる山。

ユリアンアルプスの麓にあり、「アルプスの瞳」とも称される美しい2つの湖。かつてハプスブルグ家のリゾート地であった一帯は、現在トリグラウ国立
公園に指定されています。澄み切った湖面に映るトリグラウや古城の風景は、まさに絵のような美しさです。

代金に含まれるもの：航空運賃、宿泊費（2名1室、マリボル近郊ワイン農家では4-5名1室）、日程表に記載の食事（朝7・昼5・夕6）・交通費・観光、ツ
アーガイド（添乗員）費用

■ご旅行代金

カルストとは、石灰岩が厚く分布した地域で水の溶食によりできた地形。スロヴェニア南西部のクラス
地方は、カルスト地形の宝庫として知られ、「カルスト」という地理学用語の語源ともなった地域です。

スロヴェニアワインには3大ワイン産地があります。南西部のカルスト地域（Primorje）は赤、マリボル周辺(Podravje)は
白、東部(Posavje)は白とロゼが主体。これらの地域はさらに14の地域に区分され、それらを結ぶワイン街道が20あり
ます。人口200万人の小さな国ながら、国民一人あたりのワイン消費量は世界第7位で、生産されたワインのほとんど
は国内で消費されています。

●利用予定航空会社：フィンランド航空、ルフトハンザドイツ航空　●利用予定ホテル：＜ブレッド湖近郊＞ホテルリブノ ＜ノバゴリッツア＞ホテルサボティ
ン、パークホテル、ホテルリパ　＜リュブリャーナ＞シティーホテル、ホテルセンター、ホテルパーク　＜マリボル近郊＞ワイン農家　＜マルボリ＞ピラミダ、オレル
＜ウィーン＞ホテルフュルステンホフ　または他同等クラス

448,000円（予価）

リチェット シュトルクリ クランスカ・クロバサ シャヴォル



旅券 出国時3ヵ月以上の期限が残っており、未使用査証欄が1ページ以上あるものが必要です。

時差 日本との時差はマイナス7時間です　(サマータイム)。

通貨 1ユーロ＝約125円　（ 2017年3月 ）　　ホテルや大きなお店では各種クレジットカードが使用可能です。

言語 公用語はスロヴェニア語（スラヴ語派）。外国語はドイツ語、英語、イタリア語がよく通じます。

電圧 220ボルト/50ヘルツ。コンセントは2穴/Ｃタイプが一般的です。

気温 宿泊地　：
最高/最低

服装

ホテル

観光庁長官登録旅行業第735号　(社）日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者： 山口　寿史

40日前～31日前まで 〒460-0003名古屋市中区錦1-20-19名神ビル6F 営業時間 月-金　10：00-18：00

30日前～15日前まで

14日前～3日前まで

出発日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

14℃ / 7℃
ブレッド ノバゴリッツァ リュブリャーナ マルボリ ウィーン

15℃ / 7℃

■募集型企画旅行契約　この旅行は株式会社チックトラベルセンターが企
画・募集し実施する旅行であり、お客様は当社と募集型企画旅行契約を
締結することになります。　旅行契約内容は、パンフレット、別途お渡しする
旅行条件書、申込書、出発前に別途お渡しする確定書面(最終日程表)
及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約によります。

■個人情報の取扱について　 当社は申込書に記載の個人情報について、お客様との
連絡のほか、運送・宿泊機関等の手配上の手続に必要な範囲内で利用させて頂きま
す。　※この他、当社では、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケート
のお願い、統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させて頂く場合があります。

■免責事項　お客様が次に挙げる事由により被害を被られた場合、当社は責任を負
いかねます。ア．天災地変、戦乱、暴動。イ．運送・宿泊機関等のサービス提供の中
止。ウ．官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離。エ．自由行動中の
事故。オ．食中毒。カ．盗難。キ．運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変
更など。又は上記ア～キによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、目的地
滞在時間の短縮。

■旅行の申し込みと契約の成立時期　当社所定の旅行申込書に所定の
事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申込頂きます。申込金は旅
行代金の一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社が予約の承諾を
し、申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。

■旅行代金のお支払い　旅行代金は、旅行出発日の前日か
ら起算して20日前迄にお支払頂きます。

19℃ / 9℃ 16℃ / 9℃ 16℃ / 7℃

申込金

50,000円

■旅程保証　　パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款
(募集型企画旅行の部第25条別表)に挙げる重要な変更が生じた場合、
同条に定めるところにより変更保証金をお支払いします。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。こ
の旅行契約に関し、担当者の説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね
下さい。

■旅行契約の解除･払戻　　お客様は次に定める取消料をお支払い頂くこ
とにより、いつでも旅行契約を解除できます。但し解除の連絡は当社の営
業時間内にお受け致します。

旅行契約の解除日 取消料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

旅行代金の10%

旅行代金の20%

50,000円

日本の11月くらいの気候とお考え下さい。一年の中では比較的雨が多い季節で、晴雨による気温差が大きくな
ります。重ね着で調節できるようご用意ください。 フリースなどの防寒着、上下セパレートの雨具も必ずご用意く
ださい。 歩きやすく滑りにくいハイキングシューズをご用意下さい。（履き慣れたもの）

ツインルームのベッドは「ジャーマンツイン」と呼ばれる形式になります。 ベットが分離されておらず、一つに合体
した形態になっています。 但し、マットレス/シーツや掛け布団は2つに分かれており、マットレスの間には、5～
10cmほどの間隔があります。 ホテルによってはバスタブが無くシャワーのみとなる場合もございます。

※マリボルのワイン農家では、4～5名1室となります。予めご了承下さい。

旅行代金の50%

旅行代金の100%

ご旅行条件　 お申込の際には必ずお読みください。

TEL 052-212-2830     FAX 052-212-2778

[E-mail] grp@tictravel.co.jp [URL] www.tictravel.co.jp


