
株式会社 旅工房　オプショナルツアー
 企画・実施：Globalair Travel

【オプショナルツアーのご案内と注意事項】

1．オプショナルツアーは現地旅行会社等が企画・実施し、株式会社 旅工房（以下、「当社」という。）が

     企画・実施するものではありません。

2．以下のオプショナルツアーは、マルタ共和国の旅行会社である「Globalair Travel」が企画・実施し、

    これを当社が代理販売しております。

3．取消料など各種詳細・旅行条件は現地旅行会社等が定めたものが適用となります。

　  また、企画・実施会社の所在する国・州・地域の法律により、参加年齢に制限がある場合があります。

4．オプショナルツアーは各旅行企画・実施会社が所在する国・地域の法律に準拠して実施され、当社の旅行条件は適用されません。

　  最少催行人員に満たない場合や天候、その他の現地事情により、内容やスケジュールなどが変更または中止になることがあります。

5．旅行企画・実施会社の都合により、内容や料金の変更、または催行中止になることがあります。

※ツアーをお申込みいただいた方限定のご案内です。

※子供料金は13歳未満のお客様に適用されます。

　1. 日本語ガイド付きヴァレッタ半日ツアー（所要時間：約4時間）

＜スケジュール目安＞　※13:00～17:00に変更もできます。

9:00頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご出発

アッパー バラッカ ガーデン（外観のみ）を訪れ、

聖ヨハネ大聖堂、騎士団長の宮殿、考古学博物館に入場。

13:00頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご到着

＜料金/お1人様あたり＞※日曜祝日は追加料金7,000円（おひとり様あたり）

1名参加：36,000円

2-3名参加：20,000円

4名以上参加：14,000円

＜料金に含まれるもの＞

ホテルからの送迎、日本語ガイド料金、

各入場料金

＜その他＞

・日曜日・祝日・土曜日午後は聖ヨハネ大聖堂が閉館します。

・騎士団長の宮殿が閉館の場合は、武器庫へのご案内です。

・騎士団長の宮殿は公式行事などにより突然閉館となる場合があります。

・ガイドやドライバーへのチップは含まれておりません。

・ご宿泊ホテルがセントジュリアン地区、ヴァレッタ地区、スリーマ地区、グジラ地区以外の場合、

　お一人様あたり7,000円の追加代金がかかります。



　2. 日本語ガイド付きイムディーナ半日ツアー（所要時間：約4時間）

＜スケジュール目安＞　※13:00～17:00に変更できます。

9:00頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご出発

イムディーナ大聖堂に入場、イムディーナを散策。

聖パウロの地下墓地に入場、ラバトを散策。

13:00頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご到着

＜料金/お1人様あたり＞※日曜祝日は追加料金7,000円（おひとり様あたり）

1名参加：36,000円　　　2-3名参加：19,500円

4名以上参加：13,000円

＜料金に含まれるもの＞

各入場料金、ホテルからの送迎、日本語ガイド料金

＜その他＞

・日曜日・祝日はイムディーナ大聖堂15:00～16:30のみ開館です。

・ガイドやドライバーへのチップは含まれておりません。

・ご宿泊ホテルがセントジュリアン地区、ヴァレッタ地区、スリーマ地区、グジラ地区以外の場合、

　お一人様あたり7,000円の追加代金がかかります。

　3. 日本語ガイド付きマルタ1日ツアー①　（所要時間：約8時間）

＜スケジュール目安＞

9:00頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご出発

青の洞門へ（天気が良ければ乗船できます/ボート代別途）。

ハジャーイム神殿へ入場後、漁村マルサシュロックをご案内します。

マルサシュロックにあるレストランにて昼食（3コース：シーフード料理）

昼食後、イムディーナ散策またはスリーシティーズ散策

17:00頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご到着

＜料金/お1人様あたり＞※日曜祝日は追加料金7,000円（おひとり様あたり）

1名参加：62,000円

2-3名参加：34,000円

4名以上参加：23,500円

＜料金に含まれるもの＞

各入場料金、ホテルからの送迎、昼食代、

日本語ガイド料金

＜その他＞

・ガイドやドライバーへのチップは含まれておりません。

・ご宿泊ホテルがセントジュリアン地区、ヴァレッタ地区、スリーマ地区、グジラ地区以外の場合、

　お一人様あたり7,000円の追加代金がかかります。



　4. 日本語ガイド付きマルタ1日ツアー③　（所要時間：約8時間）

＜スケジュール目安＞

9:00頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご出発

アッパーバラッカ ガーデン（外観）を訪れ、聖ヨハネ大聖堂、騎士団長の宮殿に入場。

ヴァレッタでの昼食後、スリーシティーズに移動しヴィットリオーザ セングレア コスピークアを散策。

17:00頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご到着

＜料金/お1人様あたり＞※日曜祝日は追加料金7,000円（おひとり様あたり）

1名参加：58,500円

2-3名参加：34,000円

4名以上参加：23,500円

＜料金に含まれるもの＞

入場料金、ホテルからの送迎、昼食代、

日本語ガイド料金

＜その他＞

・日曜日・祝日・土曜日午後は聖ヨハネ大聖堂閉館です。

・騎士団長の宮殿が閉館の場合は、武器庫へのご案内です。

・騎士団長の宮殿は公式行事などにより突然閉館となる場合があります。

・開閉館の状況により、午前と午後の行程を入れ替える場合があります。

　5. 日本語ガイド付きゴゾ1日ツアー

＜スケジュール目安＞

8:45頃 日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご出発

9:45頃 フェリー乗船→ゴゾ島へ（所要時間：約25分）

ゴゾ島到着後、英語ドライバーの専用車にて観光スタート

・ジュガンディーヤ神殿（入場）

・ヴィクトリア大城塞（チタデル）、ドヴェイラ、インランドシー　

※天気が良ければインランドシーにてボート乗船できます。（ボート代別途）

・カリプソの洞窟（足場が悪いため、入場はいたしません）

※レストランにてご昼食（3コース）つき

15:45頃 フェリー乗船→マルタ島へ（所要時間：約25分）

16:15頃 マルタ島到着後、日本語ガイドと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルへ

＜料金/お1人様あたり＞※日曜祝日は追加料金7,000円（おひとり様あたり）

1名参加：61,000円　　2-3名参加：35,000円

4名以上参加：23,500円

＜料金に含まれるもの＞

各入場料金、ホテルからの送迎、昼食代、フェリー代、日本語ガイド料金

＜その他＞

・日曜日・祝日はゴゾ聖堂閉館です。



　6. 夜景&ディナーツアー （イムディーナ）

＜スケジュール目安＞

17:30頃 日本語アシスタントと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご出発

イムディーナを散策後、ディナーをお召し上がりいただきます。

21:00頃 日本語アシスタントと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルへ

＜料金/お1人様あたり＞※日曜祝日は追加料金7,000円（おひとり様あたり）

1名参加：41,000円　2-3名参加：25,000円

4名以上参加：20,000円

＜料金に含まれるもの＞

ホテルからの送迎、ディナー（水、紅茶またはコーヒー含む）、日本語アシスタント料金

　7. 夜景&ディナーツアー （ヴァレッタ）

＜スケジュール目安＞

17:30頃 日本語アシスタントと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルご出発

ヴァレッタの夜景が一望できるスリーシティーズ散策後、ディナーをお召し上がりいただきます。

21:00頃 日本語アシスタントと共に英語ドライバーのセダンにてご宿泊先ホテルへ

＜料金/お1人様あたり＞※日曜祝日は追加料金7,000円（おひとり様あたり）

1名参加：41,000円　　2-3名参加：25,000円

4名以上参加：20,000円

＜料金に含まれるもの＞

ホテルからの送迎、ディナー（水、紅茶またはコーヒー含む）、日本語アシスタント料金

　8. フェルナンデス号クルーズ～ゴゾ島&コミノ島へ～

＜スケジュール目安＞

10：00頃 集合後、トルコ式のガレット船でゴゾ島へ向けて出発。

11：15頃 ゴゾ島に到着。

午前中はゴゾ島の景勝地に停泊、船上のデッキで日光浴やシュノーケリングを

お楽しみいただきます。

午後はコミノ島のブルーラグーンに滞在します。

昼食ビュッフェはお肉やお魚、サラダ、フルーツなどをご用意しています。

17：30頃 マルタ島到着。

＜催行日＞

5～10月：毎日（10：00 - 17：30）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：9,500円　　子ども：6,500円

＜料金に含まれるもの＞

フェリー代、昼食代、ご宿泊ホテル～スリーマ港までの送迎



　9. マルタ島周遊クルーズ

＜スケジュール目安＞

10：00頃 スリーマフェリーに集合後、出発。

首都ヴァレッタ、ピーターズプール、デリマーラポイント、漁村マルサシュロックへ。

青の洞門やディングリクリフ、ポパイ村を通り、コミノ島で停泊。

セントポール島、セントジュリアンを通り、スリーマへ。

昼食は船内でビュッフェランチをお楽しみいただきます。

17：30頃 スリーマフェリー到着。

＜催行日＞

5月～10月：月・水・日（10：00-17：30）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：7,500円　　子ども：5,000円

＜料金に含まれるもの＞

フェリー代、昼食代

ご宿泊ホテル～スリーマ港までの送迎

　10. 英語ガイド付き ヴァレッタ 半日観光（混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

グランドハーバーやスリーシティーズを一望できるアッパーバラカガーデン、

聖ヨハネ大聖堂（入場）、騎士団長の宮殿（外観のみ）へご案内します。

最後はマルタの歴史を堪能できる日本語音声付きの映像をご覧いただきます。

＜催行日＞

毎週月曜日（10～6月：午後催行　　7～9月：午前催行）、毎週水曜日（午前催行）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：8,000円　　子ども：5,000円

　11. 英語ガイド付き ゴゾ島1日観光（混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

マルタ島からフェリーで約20分、独自の文化を持つゴゾ島へ。

ドゥウェイラ湾（アズールウィンドウ跡地）、大城塞ヴィクトリアチタデル、

シュレンディ湾へご案内します。

木・土曜催行のツアーのみ、巨石神殿ジュガンディーヤのご案内もあります。

コースには昼食も含まれています。

＜催行日＞

毎週月・木・土曜（終日）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：11,000円　　子ども：5,500円



　12. 英語ガイド付き マルタ島ナイトツアー（混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

昼間とは一味違う雰囲気の夜のマルタをお楽しみいただけます。

グランドハーバーに立ち寄ったあと、

バーやレストランでにぎわうエリアでフリータイム。

その後ラバトや「静寂の街」古都イムディーナ市内を徒歩で散策。

＜催行日＞

毎週金曜日（夜催行/8～9月は火曜も催行します）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：6,500円　　子ども：2,000円

　13. 英語ガイド付き スリーシティーズ観光（混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

かつて騎士団が最初に本拠地を築いた街スリーシティーズへ。

3つの街、コスピクア（車窓見学）、ヴィットリオ―ザ（徒歩散策）、

セングレア（見晴らし台見学）をご案内します。

＜催行日＞

毎週水曜日（午前催行/8月は土曜日も催行します）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：7,000円　　子ども：4,500円

　14. 英語ガイド付き イムディーナ半日観光（混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

そびえる城壁に中世の雰囲気が残る「静寂の街」イムディーナ。

異国情緒あふれる市内を徒歩で散策し、眺めがすばらしい堡塁広場とギリシャ門へ。

その後、マルタで最も標高の高いディングリクリフと

サンアントンガーデンへご案内いたします。

＜催行日＞

毎週火曜日（午前催行）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：7,000円　　子ども：4,000円



　15. 英語ガイド付き イムディーナ1日観光（混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

そびえる城壁に中世の雰囲気が残る「静寂の街」イムディーナ。

異国情緒あふれる市内を徒歩で散策し、眺めがすばらしい堡塁広場とギリシャ門へ。

イムディーナの城壁外に広がる街ラバトのカタコンベもご案内します。

その後、マルタで最も標高の高いディングリクリフやサンアントンガーデン、

ヨーロッパで3番目に大きなドームを持つモスタの教会、

工芸品が魅力のタアーリのクラフトセンターへご案内します。

コースには昼食も含まれています。

＜催行日＞

毎週火・金曜日（終日）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：9,500円　　子ども：5,500円

　16. 英語ガイド付き ゴゾ島ナイトツアー（混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

14時頃に出発し、夕方から日没までゴゾ島の夜の顔を味わいます。

ピラミッドより長い歴史を持つ巨石神殿ジュガンティーヤを見学後、

大城塞ヴィクトリアチタデルからゴゾ島の素晴らしい景色をお楽しみいただき、

かつてのアズールウィンドーの跡地、ドゥウェイラ湾で日没をご覧いただきます。

コースにはディナーも含まれています。

＜催行日＞

毎週水曜日（5月8日～9月18日のみ）　　　毎週日曜日（7月14日～9月8日のみ）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：11,000円　　子ども：6,500円

　17. 英語ガイド付き 青の洞門&ハジャールイム神殿（混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

マルタの建造物に使われる石灰石（ライムストーン）を辿るライムストーンヘリテイジ、

「聖なる石」を意味する突き立った巨石 ハジャールイム神殿、

太陽の光によって様々な表情の青色を映し出す青の洞門を訪れます。

カラフルな漁船が浮かぶ漁村マルサシュロックでマーケット散策後、昼食。

その後、マルタの巨石神殿と先史時代の洞窟アールダラムにご案内します。

コースには昼食も含まれています。

＜催行日＞

毎週金曜日（終日）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：11,000円　　子ども：5,500円



　18. 英語ガイド付き 青の洞門&マルサシュロック （混載）～ホテル送迎付き

＜ツアー内容＞

マルタ南部の田舎道を通り、太陽の光によって様々な表情の青色を映し出す青の洞門へ。

（青の洞門ではボートに乗ることもできますが、別途追加料金がかかります。）

その後カラフルな漁船ルッツがたくさん停泊する漁村、マルサシュロックへ。

マーケットを散策します。

＜催行日＞

毎週日曜日（午前催行）

＜ツアー料金/おひとり様あたり＞

大人：7,000円　　子ども：5,500円


