【募集終了】
＜関空発着＞

◇音楽祭オープニングチケット付き◇

2013 年 5 月 6 日(月)～5 月 16 日(木)

【添乗員同行】

～おさそい～
ライラックやマロニエが咲き誇り、つぐみが高らかに歌い、すべて生きとし生ける物が生を謳歌する５月、今年もプラハの春
音楽祭の季節がやってまいります。チェコの生んだ国民的作曲家であるスメタナの命日にはじまり３週間続くこの音楽祭でプラ
ハの町中にはフォルテマークの幟がはためき活気に満ち溢れます。
今年は「わが祖国」の第５曲の題名にもなっているフス戦争の本拠地であるターボルからはじめ世界遺産の街チェスキークル
ムロフ、ベートーベンゆかりのスロヴァキアの首都ブラチスラヴァ、アマデウスのロケ地の世界遺産クロムニェジーシュ、ヤナ
ーチェクのフクヴァルディ、スメタナの生家のある世界遺産リトミシュル、クトナー・ホラなどをめぐり、プラハ４連泊でオー
プニングコンサートをはじめ連日の音楽会三昧ができます。プラハでは通常の観光に加え「わが祖国」第一曲目ヴィシェフラド
内のスメタナ墓前で行われるオープニングセレモニーに参加したり、ベートーベンのオリジナル楽譜や手紙があるロブコヴィッ
ツ宮殿、ドヴォルザークが「ルサルカ」を作曲した家、又、日本でもファンの多い画家ミュシャがパリでの名声を捨てチェコに
帰り十年の歳月をかけて描いた二〇編からなる「スラブ叙事詩」をゆっくり鑑賞します。スメタナが晩年を過ごしたヤブケニツ
ェではスメタナの弾いたピアノで参加者はミニコンサートもできます。
音楽や絵画など芸術愛好家はもちろん歴史愛好家、自然愛好家、左党愛好家にも
ご満足いただけると確信します。是非この機会をお見逃しなくご参加を心よりお待ちしております。
日次

都市

5月6日
(月)

関西空港発
ソウル(仁川空港)着
ソウル(仁川空港)発
プラハ着

5月7日
(火)

5月8日
(水)

ターボル
チェスキー・クルムロフ

テルチ
ブルノ
ブラチスラヴァ

ホテルにて朝食。
日本語ガイドが出迎え専用車にて南ボヘミアの古都・世界遺産都市チェスキー・クルムロフへ。途
中フス戦争の軍事拠点であったターボルに立ち寄ります。到着後、チェスキー・クルムロフ観光。
プラハに次ぐ大きな城、チェスキー・クルムロフ城*1 にご案内します。
【チェスキー・クルムロフ泊】

ホテルにて朝食。
“モラビアの真珠”と呼ばれる、美しく歴史ある街テルチへ。
その後ブルノへ。
ブルノ観光後、スロヴァキアのブラチスラヴァへ。
【ブラチスラヴァ泊】

クロムニェジーシュ
オロモウツ

5 月 10 日
(金)

09:30 関西空港から大韓航空にてソウル(仁川空港)へ。
11:20 ソウル(仁川空港)に到着。
12:45 同じく大韓航空にてプラハへ。
16:50 プラハに到着。専用車にてホテルへ。
【プラハ泊】

ブラチスラヴァ

5月9日
(木)

旅行概要・食事・宿泊地など

オロモウツ
フクヴァルディ
リトミシュル
クトナー・ホラ

ホテルにて朝食。
午前：ブラチスラヴァ観光。
旧市街のみどころとして聖マルティン教会*2、ミハエル門*2、丘の上にあるブラチスラヴァ城*2
などにご案内します。
午後：クロムニェジーシュへ。
大司教の城*1 にご案内します。その後オロモウツへ。
レストランにて夕食。(モラビア料理レストラン＜予定＞)
【オロモウツ泊】

ホテルにて朝食。
オロモウツ市内観光後、クトナー・ホラへ。
途中ヤナーチェク博物館*1 のあるフクヴァルディ、リトミシュル城*1、スメタナの生家*1 のあるリト
ミシュルに立ち寄ります。
その後クトナー・ホラへ。
レストランにて夕食。(ビヤホール＜予定＞)
【クトナー・ホラ泊】

クトナー・ホラ
5 月 11 日
(土)

ヤブケニツェ
プラハ

ヴィシェフラド
5 月 12 日
(日)

プラハ

プラハ
5 月 13 日
(月)

プラハ
ヴィソカー・ウ・プジー
ブラムニェ

5 月 14 日
(火)

ホテルにて朝食。
午前：クトナー・ホラ観光。
聖バルバラ大聖堂*1 などにご案内します。
その後プラハへ。途中、スメタナが晩年を過ごしたヤブケニツェを訪れます(スメタナ記念館*1) 。
プラハに到着。夕食まで自由行動。
【プラハ泊】

ホテルにて朝食。
午前：プラハ観光。
スメタナとドヴォジャークの墓地のあるヴィシェフラド訪問。墓前でのプラハの春音楽祭オープニン
グセレモニーをご覧いただきます。
午後：旧市街散策。
夕食後、“プラハの春”音楽祭オープニングコンサート。
(スメタナ：『我が祖国』 スメタナホールにて)
【プラハ泊】

ホテルにて朝食。
終日：歴代の王の居城であるプラハ城*1(ベートーベンが献呈した「英雄」の原譜やオリジナルの
手紙が展示されているロブコヴィッツ宮殿*1 など)観光。
昼はマチネ―コンサートをお楽しみください。
【プラハ泊】

ホテルにて朝食。
午前：ミュシャの『スラヴ叙事詩』を鑑賞。
午後：ヴィソカー・ウ・プジーブラムニェへ。
ドヴォジャーク博物館*1 と公園にご案内します。
【プラハ泊】

プラハ
5 月 15 日
(水)
プラハ発

ホテルにて朝食。
出発まで自由行動。
専用車にて空港へ。
18:55 大韓航空にてソウル(仁川空港)へ。
【機中泊】

ソウル(仁川空港)着
ソウル(仁川空港)発
関西空港着

5 月 16 日
(木)

11:40 ソウル(仁川空港)に到着。
15:20 同じく大韓航空にて関西空港へ。
17:00 関西空港に到着。お疲れ様でした。

*1:入場観光、*2:外観観光、*3:車窓観光
※現地の事情により日程表内の時間・内容が前後または変更になる場合がございます。ご了承ください。
◎上記スケジュールは、交通機関の時刻変更、受入機関の都合により変更されることがございますので予めご了承ください。

食事マーク/

＝朝食

＝昼食

＝夕食

＝機内食

＝なし

ご旅行代金

ご出発日
2013 年 5 月 6 日(月)

ご旅行代金
(2 名様 1 室をご利用の場合のお一人様の料金)

398,000 円

注：上記ご旅行代金は 2 名様 1 室でご利用の場合の基本料金となります。別途燃油付加運賃・TAX 類、(お一人様部屋をご
利用の場合は)お一人様部屋ご利用追加料金等をお申し受け致します。詳しくは下記「ご旅行代金に含まれないもの」をご
参照ください。

ご旅行販売条件
＊利用予定航空会社

： 大韓航空(国際線エコノミークラス)利用

＊利用予定宿泊施設

プラハ/クラウン・プラザ(1 日目)&ヤスミン(6～9 日目)、チェスキー・クルムロフ/ホテル・ベルビュ
： ー、 ブラチスラヴァ/パーク・イン・ダニューブ、オロモウツ/トリニティ、クトナー・ホラ/ズラタ・
ストウパ ※または各都市同等クラスホテル

＊食事回数

： 朝食 9 回/昼食 8 回/夕食 6 回※機内食含まず

＊発着予定空港

： 関西空港

＊添乗員

： 同行します。

＊最少催行人員

： 10 名様

＊募集定員

： 15 名様

＊お申込締切日

： 2013 年 3 月 22 日(金)

ご旅行代金に含まれるもの
＊エコノミークラス航空運賃(包括料金)
＊ホテル料金(お 2 人様部屋にお 2 人で宿泊される場合のお一人様の料金)
＊旅程表に明示した食事料金、交通機関料金、観光料金(ガイド料金・入場料等)など
ご旅行代金に含まれないもの
＊お一人様部屋ご利用追加料金 ：68,000 円
注：奇数でお申し込みの方が相部屋を希望されてもやむを得ずお一人様部屋をご利用いただく場合、お一人様部屋ご利用追加
料が必要となります。予めご了承ください。
＊ビジネスクラスご利用追加料金：お問い合わせください。
＊関西空港施設使用料・燃油付加運賃・航空保険料・現地空港税等 59,290 円(2013 年 1 月 7 日現在/変動性)
＊日本国内における自宅からの発着空港等集合・解散地点までの交通費、及び旅行開始日の前日、旅行終了当日等の宿泊費
＊超過手荷物料金
＊クリーニング代、電報・電話・FAX・インターネット等通信費、追加飲食代、その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・
サービス
＊旅程表に明示されていない飲食代・交通機関料金・観光料金(ガイド料金・入場料など)
お申込の前にお申し込みからご出発までを必ずお読みください。旅行条件書はこちら。
第 13 回 “プラハの春”音楽祭とチェコ・スロヴァキアの旅 11 日間

は参加者を募集しています。【募集終了】

ツアーのお問い合わせ・お申込みはこちらまで
株式会社ユーラスツアーズ

観光庁長官登録旅行業第 49 号

OTOA236 号

大阪営業所：大阪府大阪市西区西本町 1-11-7 エイトビル西本町(旧スギノビル)2 階
TEL：06-6531-7416 FAX：06-6531-7437 E-mail: osaka@euras.co.jp
総合旅行業務取扱管理者：塚田雅子
営業時間：09:00-17:00
定休日：土曜・日曜・祝日・5 月 1 日

※年末年始などは休業日となります。
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