辰巳琢郎と巡る嬉食満面な旅 10回記念スペシャル

悠久の歴史と神々のワインを訪ねて
2015年6月4日
（木）発

〜北ギリシャからエーゲ海へ いいとこどりの13日間〜
ギリシャ人気が再び急速に高まってきました。何より古代ギリシャ以来の歴史遺跡の重みは世界一級ですし、
メテオラを
はじめとする自然造形の大迫力、
アフリカ大陸を目の前にする古代文明の島クレタ、そして紺碧のエーゲ海をどこまでもロ
マンチックなサントリーニ島へフェリーで向かう、
と重要ポイントをしっかり押さえた旅程です。
さらに、今回もギリシャ各地の個性溢れるワイナリーを5カ所訪問するなど、ディオニュソスの生まれたギリシャらしさを
いっそう味わえる、
このシリーズならではのプログラム、
おおいにご期待ください。

サントリーニ島

（株）
ワールド航空サービス社長 松本佳晴

©Tiago Fernandes

観光庁アドバイザーでもある辰巳琢郎さんの旅へのこだわり。
□前半は、古代マケドニアに思いを馳せる。

□後半は、高速船を途中下車しながら、エーゲ海の島巡り。

ギリシャ北部は古代マケドニアの地。ペルシャ征服の後、東方
遠征を続け、ガンダーラ
（インド）
までも手中に収めたアレキサン
ダー大王の故郷です。
アレキサンダー生誕の地ペラや、父フィリッポス２世ゆかりの世
界遺産ヴェルギナまでを訪ねながら、ほぼ同じ時代に起源を発す
ると言われる、マケドニア・ワインを楽しみます。

後半はギリシャのもう一つの魅力、エーゲ海に時間をかけました。
通常ですとクルーズ船で、立ち寄るのみが多い島々を、あえて定
期高速船で結び、島での、夕暮れ、朝日、そして食と宿泊を楽しみな
がら訪問します。
なかでも
「酒と演劇の神ディオニュソス」
ゆかりのナクソス島への
途中下車は、通常のツアーでは訪問しないこだわりです。
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20年以上に渡ってヨーロッパへの旅を作り続けてまいりました
が、本当のところギリシャに行かずにその歴史は語れません。
ワインについても然りです。何し
ろ酒の神ディオニュソスは、エー
ゲ海の真ん中、ナクソス島生ま
れ。イタリアやフランスにワインを
伝えたのは、ギリシャ人なのです
から。
今回もまた、欲張りなツアーに
なりました。さらに現地で行程に
変更が加わることもあります。そ
んな手 作りの旅、我が儘な旅、
本質を追求する旅に、ご一緒し
ませんか？
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出発日・旅行代金

辰巳琢郎と巡る嬉食満面な旅
10回記念スペシャル

【成田・関空発】
６月４日（木）〜６月１６日（火）…１３日間
ご参加人数によってご旅行代金が異なります。
ご旅行代金の最終的な決定はキャンセル料が発生する前の5月4日となります。

悠久の歴史と神々のワインを訪ねて

１０名〜１４名……………￥６３５,０００
１５名〜１８名……………￥５９８,０００
１９名〜２２名……………￥５７８,０００

〜北ギリシャからエーゲ海へ いいとこどりの13日間〜
（1名利用追加料金

燃油サーチャージ別途目安：￥39,500：3月1日現在

¥90,000）

ビジネスクラス利用追加料金 ¥280,000 （成田・関空〜イスタンブール往復区間）

利用予定航空会社 : ターキッシュ エアラインズ

4 成田空港H
（木） 関西空港H
6/

ツアーコード ： OZ0005

22：30発 成田空港・関西空港より、ターキッシュ エアラインズ
22：30発 にてイスタンブールへ。
（機中泊）ssk

イスタンブール 04：40着 早朝、イスタンブールで乗り継ぎ、ギリシャ北部マケ
イスタンブールB 07：30発 ドニア地方の中心テサロニキへ。
5 テサロニキB 08：45着 着後、郊外にあるペラ遺跡を訪問。
（金） (ペラ遺跡)
午後、テサロニキに戻り市内観光。●テサロニキ考
テサロニキ
古学博物館、●アギオス・ディミトリオス教会へ。
（テサロニキ泊）kss
テサロニキB 09：00発
6 (ナウサ)B
（土） (ヴェルギナ)B
カランバカ
17：00着
ナクソス島

午前、マケドニア・ワインの中心地、ナウサへ。ナウサ
ではワイナリーを訪ねます。
午後、ヴェルギナに立ち寄り、メテオラ観光の拠点カ
ランバカへ。
（カランバカ泊）ass

カランバカB 13：00発 午前、メテオラの修道院群を見学。●アギオス・ステ
7 （メテオラ修道院） 18：00着 ファノス修道院を訪ねます。
（日） カランバカB
午後、バスにてペロポネソス半島のパトラへ。
パトラ
（パトラ泊）ass

メテオラ遺跡

現地での食事に関して

（地元の味が毎回好評をいただいております。）

※辰巳さんの希望もあり、昼、夕食はあえて含めておりません。
これは、事前に団体の予約が出来るレストラ

パトラB
09：00発 午前、パトラにてワイナリーを訪ねます。
8 (ミケーネ遺跡)
午後、ミケーネ遺跡を見学、コリント運河を渡り、ア
（月） (コリント運河)
テネへ。
アテネ
17：00着
（アテネ泊）ass
9

ンではなく、地元で情報を聞き、評判のレスト

午前、アテネの市内観光。●アクロポリスのパルテノ
ン神殿、●新アクロポリス博物館に入場。
午後、自由行動。
（アテネ泊）ass

アテネ

（火）

ランに行きたいという辰巳さんの
「こだわり」
からです。ですから、現地でおすすめレストラ

アテネH
10 ハニア
ハニアB
（水）
（ヴァモス）
クレタ島

ンをご案内し、
「 割り勘」
でお楽しみいただけ
るようにいたしますので、
ご安心ください。

※目安としてランチ 25〜30 ユーロ、夕食で 35 ユーロ前後です。

08：00発 午前、国内線でクレタ島の港町ハニアへ。城壁に囲
08：50着 まれたベネチア風の港町の散策を楽しみます。
14：00発 午後、バスにてクレタ島の中心イラクリオンへ。
途中、ヴァモスにて地元のワイナリーを訪ねます。
18：00着
（クレタ島イラクリオン泊）ass
午前、イラクリオン周辺の観光。●クノッソス宮殿を
訪れます。
午後、イラクリオンの散策。●考古学博物館、●クレ
タ歴史博物館を見学します。
（クレタ島イラクリオン泊）ass

クレタ島
■食事： 朝10回、昼0回、夕0回、機5回
■添乗員：成田空港出発から成田空港到着まで随行いたします。
（関西空港発着は、イスタンブールにて合
流、離団となります。関西空港〜イスタンブール往復は、添乗員の随行はありません。）
■最少催行人員：10名様
■パスポート必要残存期間：帰国時6か月以上。
■旅行代金には海外の空港税と出国税が含まれております（ただし、国内各地空港の施設使用料及び保安
サービス料ならびに燃油サーチャージはお客様のご負担となります）。
■相部屋希望の方で出発日45日前を切ってのお申し込みご入金の場合 ：組み合わせの都合で最終的に客
室がおひとり利用となる場合には、上記1名利用追加料金を申し受けますので、予めお含みおきください。

■以下の日本国内各地より、割引料金でご利用いただけます。
名古屋〜東京（成田または羽田）……………… 往復￥１０,０００
福岡・仙台・札幌〜東京（成田または羽田）…… 往復￥２０,０００

11

（木）

12

クレタ島F
サントリーニ島

（金）

08：30発 午前、フェリーにてエーゲ海を渡り、サントリーニ島
へ。
10：15着 着後、サントリーニ●ワイン博物館を見学。その後、
ワイナリーを訪ねます。
夕暮れに合わせ、イアの町を訪問します。
（サントリーニ島フィラ泊）ass

サントリーニ島F 11：00発 午前、高速船にて酒と演劇の神ディオニソスゆかり
12：40着 の地、ナクソス島へ。
ナクソス島
ナクソス島にて散策を楽しみ、再び高速船にて白い
（土）
ナクソス島F 16：50発 家並みが印象的なミコノス島へ。
17：25着
ミコノス島
（ミコノス島・ミコノスタウン泊）ass
13

ご宿泊ホテル
各地とも、地元では快適なホテルを選んでおりますが、通常ツアーでは行か
ない小さな町では、バスタブがなくシャワーのみであったりしますことをお
含みおきください。但し、
どこもアットホームな雰囲気で好評のホテルです。
■
■
■
■

テサロニキ………………エレクトラ・パレス
カランバカ（メテオラ）………ディパニ・カランバカ
パトラ……………………アスティール
アテネ……………………ディパニ・パレス・アクロポリス
または、ディパニ・カラベル
または、
メトロポリタン
■ クレタ島（イラクリオ）………アストリア
■ サントリーニ島（フィラ）……クラウン・スイート
■ ミコノス島………………レト・ホテル

14 ミコノス島F

（日） アテネ

14：15発 午前、ミコノス島にてお過ごしください。
16：55着 午後、高速船にてアテネへ。 （アテネ泊）ass

アテネF
15 (エピア島)F
21：45発
（月） アテネ
イスタンブールH 23：15着

終日、ギリシャワインの集散地として有名な、エビア
島のワイナリーを訪ねます。
夜、ターキッシュ エアラインズにてイスタンブール
へ。
（機中泊）ask

イスタンブールH 01：15発 深夜、イスタンブールにて航空機を乗り換え、帰国の
16 成田空港H
18：30着 途へ。
（火）
17：55着 夕刻、成田空港・関西空港に到着。
関西空港H
kks
クレタ島

●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書
（全文）
をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

営業時間のご案内 ／月曜日〜金曜日 午前9：30〜午後6：00（土・日・祝日は休業日）
ホームページもご覧ください h t t p : / / w w w . w a s t o u r s . j p

お問い合わせ・お申し込み先
東京支店

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビル4階

大阪支店

〒530-0001

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル29階

名古屋支店

〒460-0008

名古屋市中区栄3-14-7
RICCO栄6階

福岡支店

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前2-2-1
福岡センタービル11階

札幌営業所

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2-1
時計台ビルB1階

仙台営業所

藤沢営業所

〒980-0811

〒251-0052

仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台タワービル3階

神奈川県藤沢市藤沢484-1
藤沢アンバービル3階

TEL（03）3501-4111（代） TEL（06）6343-0111（代） TEL（052）252-2110（代） TEL（092）473-0111（代） TEL（011）232-9111（代） TEL（022）726-0111（代） TEL（0466）27-0111（代）
総合旅行業務取扱管理者 深澤 義博

総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一

総合旅行業務取扱管理者 井芹 健一

総合旅行業務取扱管理者 原田 寛

総合旅行業務取扱管理者 小川 伸

総合旅行業務取扱管理者 福森 崇

総合旅行業務取扱管理者 篠原 克三

※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。
この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

旅行企画・実施：（株）ワールド航空サービス 観光庁長官登録旅行業201号 ・（社）日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

