
188 人気商品人気
昼食

（飲物付）
昼食

（飲物無）
夕食

（飲物無）
夕食

（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

空港トランスファー ホテルと一緒にお申し込みください

クロアチア区間バス HR301

※ お 申し込 み 時 に希 望 の 乗 車 時 間を、2時 間 毎（ 例：8〜10時 ） に第3希 望までお 知らせください。 
※変更取消料としてお申込み時より100%を申し受けます。※お申し込み時にフルネーム、パスポート番号、
生年月日をお知らせください。※季節によって減便される場合があります。また満席等の場合はご予約を承
れません。※現地事情によりご予約の回答にお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

路　線
ザグレブ→スプリット
スプリット→ザグレブ
スプリット→ドブロブニク
ドブロブニク→スプリット

運行

毎日

出発時間

午前、昼、午後
それぞれ
数便ずつ

料金（お1人様）

52ユーロ

45ユーロ

ホテルと一緒にお申し込みください

所要時間

約5時間

約4時間30分

定員2名  55ユーロ　　定員6名  69ユーロ料　金

ザグレブ空港 ⇔ ザグレブ市内ホテル （1台／片道）

定員2名  69ユーロ　　定員6名  85ユーロ料　金

スプリット空港 ⇔ スプリット市内ホテル （1台／片道）

ドブロブニク空港 ⇔ ドブロブニク市内ホテル （1台／片道）

定員2名  62ユーロ　　定員6名  69ユーロ料　金

※車種の指定はできません。※お荷物はお１人様スーツケース1個までとなります。［運行会社］ユニライン

［運行会社］Croatia Bus または AP varazdin または Autrotrans または Brioni Pula

ザグレブからスロベニアのリュブリャナへ　
ブレッド湖の観光付

ザグレブ発 ［運行会社］UNILINE

※英語ガイドの案内はブレッド湖のみとなります。※お荷物は1人1個までとなります。それ以上の荷物や、一般的なス
ーツケースより大きな荷物をお持ちの場合は事前にご連絡ください。追加料金が発生する場合がございます。※国境を
超えるためパスポート（オリジナル）を持参ください。※お申し込み時にご宿泊ホテル、到着希望のホテルをお知らせ
ください。ホテルによってはお送りのサービスを手配できない場合があり、追加料金の発生、サービスをお受けできな
い場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

HR308

英語ガイド（ブレッド湖のみ） 1名催行

料　金 1名 533ユーロ、2名 288ユーロ、3名 206ユーロ
 4名 259ユーロ、5名 209ユーロ、6名 178ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 8:00　ザグレブ市内のご宿泊ホテル
所要時間 約8時間30分
解　散 リュブリャナ市内のご宿泊ホテル

スロベニアへ移動しながら観光できる便利なツアー
8:00 出発▶11:30 ブレッド湖到着▶観光（最大
3時間、手漕ぎボートで聖母被昇天教会（入場）
へ、ブレッド城（入場））と各自昼食（約1時間）
▶15:30 リュブリャナへ▶16:30 ホテル到着、解
散

料　金 [4/1～6/30、9/1～3/31］
 1名 885ユーロ、2名 462ユーロ、
 3名 321ユーロ、4名 283ユーロ
 [7/1～8/31］
 1名 896ユーロ、2名 473ユーロ、
 3名 332ユーロ、4名 294ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 ［ザグレブ］8:00頃、［スプリット］8:30頃
所要時間 約9時間
解　散 ご宿泊ホテル

ザグレブ、スプリット発
都市間を移動しながら観光　専用車で行く プリトヴィツェ湖群国立公園 1日観光

［運行会社］UNILINE

英語ガイド（プリドヴィツェ観光時のみ） 1名催行

スケジュール（目安）

【ザグレブ発の場合】
08:00 ザグレブ発（約2時間）
 プリトヴィツェ湖群国立公園観光（約

2時間）
 昼食
 スプリットへ（約3時間）
17:00 スプリットで解散

【スプリット発の場合】
08:30 スプリット発（約3時間）
 昼食
 プリトヴィツェ湖群国立公園観光（約

2時間）
 ザグレブへ（約2時間）
17:30 ザグレブで解散

都市間を移動しながら観光も楽しる便利なツアー
クロアチアの人気都市ザグレブ、スプリット間を移動しながら、16
の湖と92の滝が幻想的な景観を作り出しているプリトヴィツェ湖群
国立公園の観光ができる便利なツアーです。

HR305

※英語ガイドの案内はプリドヴィツェ湖群国立公園のみとなります。※お荷物は1名あたり1個までとさせていた
だきます。2個以上ある場合、大きな荷物がある場合は予めお知らせください。※お申し込み時にご宿泊ホテル
をお知らせいただきます。※ホテルによってはホテルまでのお送りのサービスを手配できない場合があり、サー
ビスをお受けできない場合があります。※国立公園が積雪や悪天候でクローズする場合、ツアーが不催行となる
場合があります。※プリドヴッツェ湖畔国立公園の入場料が変更される場合、ツアー料金が変更される場合があ
ります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

料　金 ザグレブ発着
 ［4/1～6/30、9/1～3/31］
 1名 469ユーロ、2名 261ユーロ、3名 191ユーロ、4名 168ユーロ
 ［7/1～8/31］
 1名 480ユーロ、2名 272ユーロ、3名 202ユーロ、4名 179ユーロ
 スプリット発着
 ［4/1～6/30、9/1～3/31］
 1名 564ユーロ、2名 301ユーロ、3名 213ユーロ、4名 192ユーロ 
 ［7/1～8/31］
 1名 575ユーロ、2名 312ユーロ、3名 224ユーロ、4名 203ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 ［ザグレブ発］8:00頃 ［スプリット発］8:30頃
所要時間 ［ザグレブ発着］約9時間 ［スプリット発着］約11時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ザグレブ、スプリット発
専用車で行く プリトヴィツェ湖群国立公園 1日観光

［運行会社］UNILINE

1名催行

スケジュール（目安）

【ザグレブ発】
08:00 出発
10:30 プリトヴィツェ湖群国立公園観光
 （約2時間、ボートや徒歩で散策）
13:00 昼食
14:00 ザグレブへ
17:00 解散

【スプリット発】
08:30 出発
11:30 昼食（約1時間）
13:10 プリトヴィツェ湖群国立公園観光
 （約2時間）
16:00 スプリットへ
19:15 解散

HR302

憧れの国立公園へ
16の湖と92の滝が幻想的な景観を作り出しているプリトヴィツェ湖
群国立公園。世界遺産にも登録されています。
※英語ガイドの案内はプリドヴィツェ湖群国立公園内のみとなります。※国立公園が積
雪や悪天候でクローズする場合、ツアーが不催行となる場合があります。※プリドヴィツ
ェ湖群国立公園の入場料が変更される場合、ツアー料金が変更される場合があります。

英語ガイド（プリトヴィツェ観光時のみ）
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