
 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７－３５３－３９００ FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

バルカン諸国（セルビア〜ボスニア・ヘルツェゴビナ〜

モンテネグロ） 4 泊 5 日 
ベオグラード-メチャーブニック-ビシェグラード-サラエボ-モスタル-コトル- ブドバ-聖ステファン島

- スカダル湖-ポドゴリッツァ-オストログ-ジャブリャック 
 

 

 

日程 ご旅程 参考 

Ｄａｙ 

1 

ベオグラード空港でグループをお出迎え。ベオグラード市内観光に出発:白色宮殿、ユーゴスラビア歴史

博物館と「花の家（チトー霊廟）」、聖サバ聖堂、テラジエ広場、ミハイロ公通り、カレメグダン公園。。。

昼⾷はセルビア料理レストランで地元料理を。ホテルにチェックイン。⼣⾷はスカダルリヤ通りで。ス

カダルリヤ通りは１９世紀初めに開かれた石畳の通りで、当時からベオグラードでも有名なボヘミアン

や詩人、画家、近くの劇場の俳優、そして”名酒の滴"で喉をうるわしながら気の許せる友人と熱い⾔葉

を交わすことが⼤好きなすべての人たちが愛してやまない場所だった。街が近代化と発展を続ける近年

にあってもスカダルリヤは昔からの流儀を守り続け、ベオグラードっ⼦や数多くの旅⾏者を虜にしてい

る。ベオグラード市内ホテルへ、泊。 

Ｄａｙ 

2 

ベオグラード – メチャーブニック – ビシェグラード – サラエボ （移動 375ｋ） 

朝⾷。メチャーブニックにある映画撮影⽤に建設された⺠俗村「ドゥルベングラード」へ。世界でも有
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 名な映画監督、エミール・クストリッツァ氏の発案で築かれたもの。その後国境を越えボスニアのビシ

ェグラードへ。小説「ドリナの橋」の舞台となったメフメド・パシャ・ソコーロビッチ橋（ユネスコ世

界遺産でもある）と、小説を書いたノーベル賞作家イボ・アンドリッチを記念してエミール・クストリ

ッツァ監督とボスニアのスルプスカ共和国政府が築いたテーマパーク「アンドリッチ・グラード」を訪

問。ビシェグラードで昼⾷。サラエボへ向けて出発。ホテルにチェックイン後、午後のサラエボの街を

⾒学。ビェラーシュニッツァ、イグマン、ヤホリナ、オズレン、ロマーニヤ、トレスカビッツァ、トレ

ベビッチといった険しい⼭々に囲まれるこの街は冬季五輪の開催地としても知られている。サラエボは

「ヨーロッパのエルサレム」との別名も持つが、これは街のユニークな伝統と様々な宗教が交わった歴

史に由来している。サラエボでは旧市街の「バシュチャルシヤ」やカトリック⼤聖堂、イコン博物館を

持つ旧市街の正教教会、モスク、トルコ風家屋などを⾒学。バシュチャルシヤで⼣⾷。宿泊。 

Ｄａｙ 

3 
 

サラエボ – モスタル – コトル – ブドバ （移動 339ｋ） 

朝⾷。モスタルへ向けて出発。モスタルを⼿短に⾒学︓スターリ・モスト（ユネスコ世界遺産の石橋）、

ケレビヤ塔、ヘルツェグシャ塔、時計塔（サハット・クーラ）、オスマントルコ⽀配期の１５５８年に建

造された橋で現在も残る建造物の中で最古のものとされる「クリーバ・チュープリヤ（曲がった橋）」（ス

ターリ・モストもこのクリーバ・チュープリヤを模倣して築かれている）、スターリ・モストの下を流れ

るネレトバ川の左岸に位置するモスタルの旧市街で⼯房や⼟産屋の⽴ち並ぶ「クユンジルック（鍛冶屋

街）」など。モスタルの後はブラガイ村にあるブナ川の源泉で昼⾷。コトルへ。コトルではボートに乗り

コトル湾をクルーズ。途中、聖⺟のイコンが発⾒されたという海岸の岩を集めて築かれた人⼯島、聖シ

ュクルピェル（岩礁の聖⺟）島を⾒学。コトルの街で下船。コトル湾の中でも最も美しい場所に位置す

るコトルは商人と航海士の街として知られ、その豊かな歴史は数多くの物語を生んできた。コトルの旧

市街は１２世紀から１４世紀に築かれた中世都市の面影を保っている。中世の建造物や数々の文化遺産

によってコトルの街はユネスコの世界遺産リストに入ってる。コトルの旧市街は数々のそのような建造

物と小さな路地、広場などでひしめいている。コトルの旧市街にある聖トリフォン⼤聖堂はロマネスク

様式の建造物であり、街の最も名高いシンボルの一つに数えられる。コトルでは聖ルカ教会、聖アンナ

教会、聖マリヤ＝コレジャッタ教会、健康聖⺟教会、総督邸、ナポレオン劇場なども⾒学。。。昼⾷を挟

みブドバへ。ブドバの旧市街を⼿短に⾒学。ホテルにチェックイン。⼣⾷と宿泊。 
 

Ｄａｙ 

4 
 

ブドバ - 聖ステファン島 – スターリ・バール - スカダル湖 - ポドゴリッツァ（移動 100ｋ） 

朝⾷。ブドバ近郊では聖ステファン島で写真を撮るために休憩。聖ステファン島は現在モンテネグロ 

やアドリア海一帯で最高級リゾートとして知られる元漁村の島で ⼤陸側と細い砂州でつながってい 

る。聖ステファン島の名前が初めて現れるのは 15 世紀の古文書とされる。聖ステファン島からはスタ 

ーリ・バールへ。スターリ・バールはモンテネグロで最初に人々が住み始めた場所の一つであり、そ 

の街は⻑い歴史を誇るものの常に様々な軍隊や侵略者の刃に脅かされてきた。その為に何世紀にも 
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わたるその歴史では建築が繰り返され、現在目にすることの出来る建築物には様々な建築様式の影 

響が伺える。スターリ・バールの近くでは樹齢２０００年を越えるオリーブの⽊を⾒学。その後バル 

カンでも最も美しい魅惑の湖の一つに数えられるスカダル湖へ。昼⾷にはスカダル湖畔の小さな漁 

村、ビルパザールのレストランで地元料理を。昼⾷の後はポドゴリッツァへ。ホテルにチェックイ 

ン。⼣⾷と宿泊。 

Ｄａｙ 

5 

 

ポドゴリッツァ – オストログ – ジャブリャック – ポドゴリッツァ（移動 139ｋ） 

朝⾷。オストログ修道院へ。モンテネグロ中央部のオストログ⼭にほぼ垂直にそびえる岩の岸壁に築か

れた修道院。ヘルツェゴビナ府主教のバシリイェ公が１７世紀に建⽴した。その後ジャブリャックへ移

動。ジャブリャックはドゥルミトル国⽴公園（ユネスコの⾃然遺産に指定されている）の中⼼に位置す

る街で、海抜１４５６メートルの高さにある。南東ヨーロッパで最も高い場所にある街とされている。

ドゥルミトル⼭系の麓にあり、周囲を高さ２２００メートル以上の２３の頂に囲まれている。ドゥルミ

トル国⽴公園には１８の湖、そしてヨーロッパで最⼤とされるタラ渓⾕がある。ドゥルミトル国⽴公園

では⿊湖（ツルノ・イェーゼロ）も訪問。ドゥルミトル国⽴公園最⼤の湖として知られ、この地⽅のシ

ンボルとも⾔える存在。モンテネグロの⼭岳部の湖の中では国内２位の面積を誇る。ドゥルミトル国⽴

公園訪問の後はジュルジェビッチャ・タラ橋へ。現代建築の最高傑作とされる橋でタラ渓⾕のシンボル

にもなっている。旧ユーゴスラビア時代のパルチザン映画「モスト（橋）」の舞台としても有名。タラ渓

⾕から１５０メートル以上の高さにかかる橋。昼⾷。ポドゴリッツァ空港へ。⼣⽅の便でご帰国。 
 

 

 

 

 

 

 

バルカン諸国（セルビア・ボスニアヘルツェゴビナ・ 
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モンテネグロ・アルバニア 8 泊 9 日 
ベオグラード-ノビサド-スレムスキ・カルロブッツィ-トポーラ-ズラティボルとメチャーブニック-ビシ

ェグラード-サラエボ-モスタル - コトル-ブドバ- スカダル湖-ポドゴリッツァ- シュコドラ-クルーヤ

-ティラナ-ベラト  
 

 

 

Ｄａｙ 

１ 
 

ベオグラード 

ベオグラード空港でグループをお出迎え。ベオグラード市内観光に出発:聖サバ聖堂、テラジエ広場、白

色宮殿、「花の家（チトー霊廟）」、共和国広場、国⽴博物館、学生広場、ベオグラード城「カレメグダン

要塞」、神使ミハイロ主教座教会、⺠族学博物館、ベオグラード市議会、ミロシュ公通り。。。セルビア料

理レストランで昼⾷。地元名物のグリル料理を。ミハイロ公通りを散策。ホテルにチェックイン。夜は

ボヘミアンな雰囲気の漂うベオグラード中⼼部のスカダルリヤ通りへ。スカダルリヤ通りは１９世紀初

めに開かれた石畳の通りで、当時からベオグラードでも有名なボヘミアンや詩人、画家、近くの劇場の

俳優、そして"名酒の滴"で喉をうるわしながら気の許せる友人と熱い⾔葉を交わすことが⼤好きなすべ

ての人たちが愛してやまない場所だった。街が近代化と発展を続ける近年にあってもスカダルリヤは昔
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からの流儀を守り続け、ベオグラードっ⼦や旅⾏者を虜にしている。⼣⾷と宿泊。 

Ｄａｙ 

2 
 

ベオグラード – ノビサド – スレムスキ・カルロブッツィ – ベオグラード（移動 195ｋ） 

朝⾷。ノビサドに向けて出発。ノビサドの街をバスで観光︓ペトロバラディン要塞、セルビア⺠族 

劇場、⾃由広場。。。典型的なボイボディナ地⽅の平原に⽴つ、"サラシュ"と呼ばれる当地独特の家 

屋にてボイボディナの⺠謡を楽しみつつ名物料理を。昼⾷の後はスレムスキ・カルロブッツィへ。聖 

ニコラ主教座教会、旧総主教府、カルロブッツィ高校などを⾒学。地元のワイナリーを訪ね、ワイ 

ンテイスティング。ベオグラードに戻り、⼣⾷と宿泊。 

Ｄａｙ 

3 

 

ベオグラード–トポーラとオプレナッツ–マチュカット–ズラティボル–スィロゴイノ（移動 220ｋ） 

朝⾷。トポーラに向けて出発。まずオプレナッツにあるセルビア王家の霊廟を⾒学。霊廟は岩がちの丘

であるオプレーナッツの頂上に⽴つ。たくさんの石の転がる丘の頂上には曲がりくねったナラの⽊の幹

が数多く植わっているが、昔このねじれた⽊の幹を地元の人々が「オプレン」と呼ばれる⾺⾞の荷台の

⽀えに利⽤した為、丘は「オプレナッツ」と呼ばれるようになった。その次はズラティボルへ。マチュ

カットで昼⾷。ホテルにチェックインした後にスィロゴイノを訪問。この村は岩や⼭に囲まれたズラテ

ィボルでの伝統建築、景観、産業、生活といったものを物語る屋外の博物館となっている。ホテルに戻

り、⼣⾷。宿泊。 

Ｄａｙ 

4 

 

ズラティボル–シャルガン峠の８の字鉄道–メチャーブニック–ビシェグラード–サラエボ（移動 180ｋ） 

朝⾷。シャルガン峠では忘れることの出来ない８の字鉄道の旅をご体験。このシャルガン・ビタスィか

らモクラゴーラへと⾄る路線の一区間は実にユニークな線路の敷き⽅をされている。２２のトンネルと

５つの橋を含む全⻑１５４４０メートルを⾛る列⾞「ノスタルギヤ」に乗⾞。狭軌鉄道の旅の後はメチ

ャーブニックにある映画撮影⽤に建設された⺠俗村「ドゥルベングラード」へ。世界でも有名な映画監

督、エミール・クストリッツァ氏の発案で築かれたもの。その後国境を越えボスニアのビシェグラード

へ。小説「ドリナの橋」の舞台となったメフメド・パシャ・ソコーロビッチ橋（ユネスコ世界遺産でも

ある）と、小説を書いたノーベル賞作家イボ・アンドリッチを記念してエミール・クストリッツァ監督

とボスニアのスルプスカ共和国政府が築いたテーマパーク「アンドリッチ・グラード」を訪問。ビシェ

グラードで昼⾷。サラエボへ向けて出発。ホテルにチェックイン後、午後のサラエボの街を⾒学。ビェ

ラーシュニッツァ、イグマン、ヤホリナ、オズレン、ロマーニヤ、トレスカビッツァ、トレベビッチと

いった険しい⼭々に囲まれるこの街は冬季五輪の開催地としても知られている。サラエボは「ヨーロッ

パのエルサレム」との別名も持つが、これは街のユニークな伝統と様々な宗教が交わった歴史に由来し

ている。サラエボでは旧市街の「バシュチャルシヤ」やカトリック⼤聖堂、イコン博物館を持つ旧市街

の正教教会、モスク、トルコ風家屋などを⾒学。バシュチャルシヤで⼣⾷。宿泊。 

Ｄａｙ 

5 

サラエボ – モスタル – トレビニェ（移動 245ｋ） 

朝⾷。モスタルへ向けて出発。モスタルではオスマントルコ時代の建造物などを⾒学︓スターリ・モス
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 ト（ユネスコ世界遺産の石橋）、ケレビヤ塔、ヘルツェグシャ塔、時計塔（サハット・クーラ）、オスマ

ントルコ⽀配期の１５５８年に建造された橋で、現在も残る建造物の中で最古のものとされる「クリー

バ・チュープリヤ（曲がった橋）」、スターリ・モストの下を流れるネレトバ川の左岸に位置するモスタ

ルの旧市街で、⼯房や⼟産屋の⽴ち並ぶ「クユンジルック（鍛冶屋街）」など。モスタル郊外ではブナ川

の源泉やブラガイ村のテッケ（イスラム修道場）を訪問。その後トレビニェに向けて出発。トレビニェ

では１６世紀に建⽴された石橋であるアルスラナギッチ橋やトレビシュニッツァ川、城壁に囲まれた旧

市街の中にある時計塔や数々の広場などを⾒学。中でも街のシンボルとされる樹齢１００年以上の⽊が

植わる「詩人の広場」は有名。「詩人の広場」にはこの街出身の詩人ヨバン・ドゥーチッチが故郷の街に

寄贈した数々の像が⽴つ（イェレナ・アンジュイスカ像、ニェゴシュ 

胸像、公園への入り⼝に⽴つ獅⼦像など）。ホテルにチェックイン。⼣⾷と宿泊。 
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トレビニェ–コトル–ブドバ–聖ステファン島–スカダル湖–ポドゴリッツァ（移動 175ｋ） 

朝⾷。コトルに向けて出発。コトルの街を⾒学。コトル湾の中でも最も美しい場所に位置するコトルは

商人と航海士の街として知られ、その豊かな歴史は数多くの物語を生んできた。コトルの旧市街は１２

世紀から１４世紀に築かれた中世都市の面影を保っている。そのよく保存された中世の建造物や数々の

文化遺産によってコトルの街はユネスコの世界遺産リストに入っている。コトルの旧市街は数々のその

ような建造物と小さな路地、広場などでひしめいている。コトルの旧市街にある聖トリフォン⼤聖堂は

ロマネスク様式の建造物であり、街の最も名高いシンボルの一つに数えられる。コトルでは聖ルカ教会、

聖アンナ教会、聖マリヤ＝コレジャッタ教会、健康聖⺟教会、総督邸、ナポレオン劇場なども⾒学。そ

の後ブドバへ。ブドバ近郊では聖ステファン島で写真を撮るために休憩。聖ステファン島は現在モンテ

ネグロやアドリア海一帯で最高級リゾートとして知られる元漁村の島で⼤陸側と細い砂州でつながって

いる。聖ステファン島の名前が初めて現れるのは１５世紀の古文書とされている。その後バルカンでも

最も美しい魅惑の湖の一つに数えられるスカダル湖へ。湖で獲れた新鮮な⿂を提供する地元の⿂料理レ

ストランで昼⾷。昼⾷後はスカダル湖でボート巡り。スカダル湖独特の動植物や人目につかないビーチ

の数々などを。スカダル湖訪問の後はポドゴリッツァへ。ホテルにチェックイン。⼣⾷と宿泊。 

Ｄａｙ 

7 

 

ポドゴリッツァ – オストログ– ドゥルミトル – ポドゴリッツァ 

朝⾷。オストログ修道院へ。モンテネグロ中央部のオストログ⼭にほぼ垂直にそびえる岩の岸壁に築か

れた修道院。ヘルツェゴビナ府主教のバシリイェ公が１７世紀に建⽴した。その後ジャブリャックへ移

動。ジャブリャックはドゥルミトル国⽴公園（ユネスコの⾃然遺産に指定されている）の中⼼に位置す

る街で、海抜１４５６メートルの高さにある。南東ヨーロッパで最も高い場所にある街とされている。

ドゥルミトル⼭系の麓にあり、周囲を高さ２２００メートル以上の２３の頂に囲まれている。ドゥルミ

トル国⽴公園には１８の湖、そしてヨーロッパで最⼤とされるタラ渓⾕がある。ドゥルミトル国⽴公園

訪問の後はポドゴリッツァへ。道中ジュルジェビッチャ・タラ橋で休憩。現代建築の最高傑作とされる



 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７－３５３－３９００ FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

橋でタラ渓⾕のシンボルにもなっている。旧ユーゴスラビア時代のパルチザン映画「モスト（橋）」の舞

台としても有名。タラ渓⾕から１５０メートル以上の高さにかかる橋。昼⾷。ポドゴリッツァのホテル

到着。⼣⾷と宿泊。 

Ｄａｙ 

8 

 

ポドゴリッツァ – シュコドラ – クルーヤ – ティラナ（移動 185ｋ） 

朝⾷。シュコドラへ出発。シュコドラの街をバスで観光、ロザファ城塞（「ボヤナ川のスカダル」という

名の英雄譚で知られる）と城塞内の博物館を訪問。巨⼤で、良い状態で保存されている城塞からはシュ

コドラの街や湖の絶景が楽しめる。シュコドラの後はクルーヤへ。クルーヤはアルバニア⺠族の英雄と

して知られるスカンデルベグの生地。アルバニアで最も美しい街の一つにも数えられている。昼⾷。ス

カンデルベグ城塞（６世紀）と博物館を⾒学した後は⼿織りのキリムやアラバスターなどで作られた地

元⼯芸品などが売られるオールド・バザールを訪問。ティラナに向けて出発。ホテルにチェックイン。

⼣⾷と宿泊。 

Ｄａｙ 

9 

 

ティラナ – ベラト – ティラナ（移動 200ｋ） 

昼⾷。ティラナ市内を⾒物︓正教の主教座聖堂、カトリック聖堂、エトヘム・べウト・モスク、国⽴歴

史博物館、スカンデルベグ広場など。ベラト（ユネスコ世界遺産）へ。昼⾷。ベラトは紀元前４世紀に

築かれたとされ、「１０００の窓の街」との異名でも知られる。三位一体教会、天使首ミハイル教会、１

６世紀のフレスコ・イコン画の巨匠とされるオヌフリの名を冠したオヌフリ記念国⽴イコン博物館、１

３世紀に建⽴され今⽇でも正教徒が数多く住んでいる中世要塞、皇帝のモスク（元々は「スルタンのモ

スク」）などを⾒学。ティラナに戻り、空港へ。⼣⽅の便でご帰国。 

ツアー終了 
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バルカン諸国（モンテネグロ・アルバニア・ 

北マケドニア・コソボ 9 泊 10 日） 
７つのユネスコ世界遺産巡り 

 

 

 

Ｄａｙ 
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ポドゴリッツァ〜ツェティニェ〜ブドバ（移動７０ｋｍ） 

ポドゴリッツァ空港ご到着。入国審査の後、ロブチェン⼭とツェティニェに向けて出発。ロブチェン⼭

国⽴公園を訪問。モンテネグロの王国時代の都としての歴史を誇り、現在モンテネグロ第２の都市であ

るツェティニェへ。ツェティニェは豊かな文化遺産を抱える古都としての歴史が尊重され、今でもモン
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テネグロの⼤統領府が置かれている。ツェティニェ市内ではモンテネグロ歴史博物館、⺠族博物館、⼆

コラ王宮、ニェゴシュ博物館などを⾒学。ブドバでホテルにチェックイン後、⼣⾷。ホテル泊。 

Ｄａｙ 
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ブドバ〜コトル〜ブドバ（移動５０ｋｍ） 

朝⾷後、コトルに向けて出発。コトルは世界でも最も美しい湾の一つ、コトル湾に面している。町の名

を高めたのは商人と船乗りで、現在もそれを物語る史蹟が数多く残っている。１２〜１４世紀に築かれ

た中世都市であり、現在に⾄るまで保存状態が最も良い街の一つに数えられる。街の中の中世建築や文

化遺産によりユネスコの世界遺産に指定されている。コトルでは聖トリフォン⼤聖堂、南イタリアの影

響を色濃く残す聖ルカ教会、聖アンナ教会、聖マリヤ＝コレジャッタ教会、総督邸、ナポレオン劇場な

どを⾒学。コトル市内⾒学の後はボートでコトル湾の絶景を満喫。続いてコトル湾沿いのロマンチック

な道を進みながらバロックの街ぺラストへ。街の正面にはコトル湾に伝わる伝説の題材となった⼆つの

小島が浮かぶ。聖ゲオルギオス島は９世紀建⽴の修道院で知られ、また聖シュクルピェル（岩礁の聖⺟）

島は聖⺟のイコンが発⾒されたという海岸の岩を集めて築かれた人⼯島。コトルでの昼⾷の後、ブドヴ

ァのホテルへ。短い休憩をはさみ、ブドヴァの旧市街⾒学へ。ブドヴァの旧市街は１５世紀にベネチア

によって築かれた塁壁に囲まれ、”ヘドニスト（快楽主義者）の楽園”と呼ばれるモンテネグロ随一の人

気観光スポット。ブドバは豊かな⾃然に囲まれたビーチや小島の数々、充実したナイトライフに文化イ

ベントやカーニバルで知られ、⼟産屋やギャラリー、高級レストランなどがひしめいている。また数多

くの歴史・文化遺産や遺跡、砦、修道院、教会などが古代からの海上の砦であったこの街の歴史を物語

っている。ホテルに戻り、⼣⾷、宿泊 

Ｄａｙ 

3 

 

ブドバ〜聖ステファン島〜スターリ・バール〜シュコドラ（移動９５ｋｍ） 

朝⾷後、聖ステファン島へ。ブドバからも近いこの島は、モンテネグロのみならずアドリア海沿岸の最

高級リゾートの一つとして知られる。聖ステファン島からはスターリ・バールへ。スターリ・バールの

歴史は古代ギリシア・ローマ時代に存在したイリュリア王国にまで遡る。他の著名な古代沿岸都市の遺

跡とは異なり、スターリ・バールは４キロほど内陸に入ったルミヤ⼭麓に位置するが、これは都市の形

成に不可⽋な⽔源に近く、また街の防衛にも適した地形であるのが理由。現在のスターリ・バールには

ゴシック様式の聖カタリーナ教会（１４世紀）と聖ベネランダ教会（１５世紀）の⼆つの教会と聖⼆コ

ラ教会（１２８８年）があり、またこの街に⽔を供給していた巨⼤な⽔道橋が残されている。スターリ・

バールに近いミーロビッツァ地区のオリーブは樹齢２０００年を越えるもので、世界最古の樹⽊の一つ

とも⾔われている。昼⾷の後、アルバニアのシュコドラへ。シュコドラはアルバニア北部に位置する非

常に美しい街。シュコドラ随一の名所はロザファ城塞。この数々の伝説を誇る城塞の名は昔からバルカ

ン半島全⼟に知れ渡り、現在はその歴史を物語る博物館がある。城壁からはシュコドラを取り囲む三つ

の川（ブナ、ドリン、キリ）やシュコドラ湖の素晴らしい眺望が楽しめる。シュコドラ市内で⼣⾷、 

宿泊。 

Ｄａｙ シュコドラ〜コマン湖〜デチャニ〜プリズレン（移動 170ｋｍ） 
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4 

 

朝⾷後、コマン湖に向け出発。コマン湖はバルボン渓⾕国⽴公園の中に位置する。⼤⾃然の中の真珠と

も⾔われるエメラルド色に輝く湖でクルーズを満喫。イギリスの「ブラッド・トラベルガイド」によれ

ばコマン湖でのクルーズは世界で最も素晴らしい湖⽔クルーズの一つであり、スカンジナビアのフィヨ

ルド巡りにも匹敵するとされている。昼⾷ではアルバニアの伝統的な家庭料理を。続いてコソボ⻄部の

街デチャニに向けて出発、ビソーキ＝デチャニ修道院（ユネスコ世界遺産）を⾒学。その後はプリズレ

ンへ。プリズレンは様々な文化が交 する街で、アルバニア語、トルコ語、セルビア語の三つの⾔語を

⽿にすることが出来る。美しい噴⽔、舗石の敷かれた街路、モザイク画で知られるユネスコ世界遺産の

リェビシュ生神⼥教会、要塞などが名所として知られる。ホテルに到着後、⾃由時間。⼣⾷、宿泊。 

Ｄａｙ 
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プリズレン〜プリシュティナ〜スコピエ〜オフリッド（移動 340ｋｍ） 

朝⾷後、プリシュティナに向けて出発。若者の多い首都であるプリシュティナへの到着前に近郊のユネ

スコ世界遺産、グラチャーニッツァ修道院を⾒学。中世セルビア・ビザンチン建築美術の最高峰とされ

る。プリシュティナでは歩⾏者天国のマザー・テレサ通りや⺠族博物館、モスクやアクセサリー・貴⾦

属店が並ぶ中⼼部を散策。プリシュティナの後は北マケドニアの首都スコピエに向け移動。スコピエの

中⼼部では古代ギリシャ人によって建国されたマケドニア王国のアレクサンダー⼤王とその父ピリッポ

ス２世の壮⼤な銅像を⾒学し、その後はスコピエの街を流れるバルダル川のほとりを散策。川岸には巨

⼤な考古学博物館の建物も聳える。スコピエからはオフリッドへと移動。ホテル到着後に⼣⾷、宿泊。 

Ｄａｙ 

6 

 

オフリッド 

朝⾷後、現地ガイド随⾏でオフリッド観光。聖ソフィア教会は１１世紀の建⽴。当時のヨーロッパのフ

レスコ画の中でも最も保存状態の良いものが⾒られる。旧市街の高台に⽴つ１２９５年建⽴の聖クレメ

ント教会とローマ時代の劇場などを⾒学。昼⾷の後は旧市街のバザールと⼟産屋などの探索に続き、聖

ナウム教会を⾒学。オフリッドは湖の美しい景観とビザンチン時代から残る数々の教会によりユネスコ

の世界遺産に登録されている。バルカン半島で最深の湖であるオフリッド湖は信じられないほどの美し

い緑色を湛え、透明度は２２メートルを越えるとされている。午後はこのロマンチックな湖畔を散策。

⼣⾷、宿泊。 

Ｄａｙ 
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オフリッド〜コルチャ〜ジロカストラ（移動 345ｋｍ） 

朝⾷後、コルチャに向け出発。アルバニアの南部に位置するコルチャは独特の文化を持つ街。異国情緒

あふれるこの街のバザールは「セレナーデ（夜曲）のバザール」と呼ばれる。この街はアルバニア文学

をはじめとするアルバニアの芸術の発祥の地とされ、中世美術博物館にはビザンチン美術の一⼤コレク

ションが所蔵されている。コルチャの後はジロカストラへ向け移動。ジロカストラの旧市街は２００５

年にユネスコ世界遺産に登録されている。「銀の町」と呼ばれ、オスマントルコ時代の典型的な都市の姿

が保存された好例とされる。街の城塞から⾒下ろすドリン川の⾕は息を飲むほどの絶景。アルバニアの

共産主義時代の鎖国孤⽴政策で悪名高い元指導者、エンヴェル・ホジャの生家は現在⺠族博物館に改装

されている。ジロカストラ市内のレストランで昼⾷。ホテルにチュックイン、⼣⾷、そして宿泊。 
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ジロカストラ〜ベラト〜デュレス〜ティラナ（移動 290ｋｍ） 

朝⾷後、ベラトに向けて出発。ベラトはアルバニアの中央部に位置する古い街で、城塞と中世の正教教

会の数々で知られている。街の中⼼部マンガレム地区はユネスコの世界遺産に登録され、「千の窓を持つ

街」、「博物館の街」などと呼ばれる。ベラト城を⾒学した後は昼⾷、そしてアルバニアの首都ティラナ

に向けて移動。道中、デュレスでローマ時代の円形劇場やベネチア⽀配期に⽴てられた塔や門の並ぶ中

⼼部を散策。ティラナでのホテルにチェックイン、⼣⾷と宿泊。 

Ｄａｙ 
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ティラナ〜クルヤ〜ティラナ（移動７５ｋｍ） 

朝⾷後、現地ガイド随⾏によりティラナ観光へ。エテム・ベイ・モスク、正教教会、カトリック⼤聖堂、

スカンデルベグ広場などを⾒学。クルヤに向けて出発。クルヤは中世に存在した当地の⾃治国家の首都

が置かれたところ。「アルバニア⺠族の父」とされる伝説の英雄、ジェルジ・カストリオッティ＝スケン

デルベウ、通称「スカンデルベグ」はこの地でオスマン帝国に反旗を翻し、その名を馳せた。クルヤの

城塞からは息を飲むような絶景が楽しめる。スカンデルベグ博物館、オールド・バザールの⼟産物屋な

どを散策。昼⾷後、ティラナへ。⼣⾷と宿泊。 

Ｄａｙ 
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ティラナ〜 

朝⾷後にティラナ空港に移動、旅程終了。 

 
 

 

この旅程は、参考旅程になります。お客様のご希望のご旅程で企画手配をさせて戴きます。 

ご出発空港やご到着着空港は、様々ですのでフライトスケジュールや航空会社のご希望はその

都度弊社までお問合せ下さい。 

弊社では、お客様のご希望に沿った航空会社での手配を御案内をいたします。 
 

 

 




