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「アドリア海の女王」と例えられる、水の都「ベニス（ベネ

ツィア）」。

そのベネツィアを起点として、島伝いにサイクリング！

河口の漁港「キオッジャ」からは「ポー川」沿いを遡上して

「マントヴァ」に至る約１９０ｋｍのサイクルーズツアー！

「サイクルーズツアー」とは、当社が名付けた造語でクルー

ズ船に寝食しながら、昼間はサイクリングで移動します。

朝、自分の船室で目覚め、朝食後は次の街迄サイクリング。

予定の街では朝起きた時のままの部屋が待っています。船に

到着したら自室でシャワーを浴びてさっぱり着替え、夕食を楽しみます。

勿論、サイクリングは必要最小限の荷物で楽しめますし、疲れた日にはのんびり船移

動も楽しめます。

水の都 ベニス

キオッジャの魚市場

ベニスのムラーノ島

アドリア

ベニス

キオッジャ

フェラーラ

マントヴァ

ツェロ

マントヴァのカフェ

フェラーラのカッスル

ポーデルタ自然保護区



スケジュール 食事 走行距離

①日目

6/26

関西空港＝＝＝＝＝＝

23:45 ＥＫ３１７
出発 機中泊

朝Ｘ

昼Ｘ
夕Ｘ

②日目
6/27

＝ドバイ＝＝＝＝＝ベネツィア空港～～～～ベネツィア／ジュデッカ島
04:50/09:05ＥＫ１３５ 13:25 午後
乗継 到着 船にて移動 アヴェマリア乗船 船中泊

朝機
昼機
夕Ｏ

③日目
6/28

ベネツィア近郊
終日自由行動

船中泊

朝Ｏ
昼Ｘ
夕Ｏ

④日目
6/29

ジュデッカ～～リド島ーーーーーーーーーー～～ペレストリーナ島ーー

船中泊

朝Ｏ
昼Ｏ

夕Ｏ
約 30km

⑤日目
6/30

ペレストリーナ島ーーーーーポーデルタ自然保護区ーーーーーアドリア

船中泊

朝Ｏ
昼Ｏ

夕Ｏ
約 40km

⑥日目

7/1

アドリア～～ーーーーーーーーーーフェラーラ・・・・・・・ツェロ

船中泊

朝Ｏ

昼Ｏ
夕Ｏ

約 35km
約 35km

⑦日目

7/2

ツェローーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーマントヴァ

船中泊

朝Ｏ

昼Ｏ
夕Ｏ

約 50km

⑧日目
7/3

マントヴァーーーーーーーーーーーーマントヴァ
市内走行 自由行動

船中泊

朝Ｏ
昼Ｏ
夕Ｏ

約 35km

⑨日目
7/4

マントヴァ・・・・・ベネツィア空港＝＝＝＝＝ドバイ
午前 13:50/15:50 EK136 23:35/

出発迄自由行動 出発 出発 乗継

朝Ｏ
昼Ｘ
夕機

⑩日目
7/5

ドバイ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝関西空港
/03:00 EK316 17:15

機中泊 帰着

朝機
昼機

夕Ｘ

＝＝＝航空機 ・・・バス ～～～船舶 ーーー自転車
１日目

関西空港(21:35)集合の後エミレーツ航空にて(23:35)出発。

２日目

途中、ドバイにて乗り継ぎ(04:50/09:05)ベネツィア空港に到着

(13:25)

空港到着後、海上タクシーにてベニスの幾つかの島々からなる内の「ジュ

デッカ島」に向かい、待機中のクルーズ船「アヴェマリア号」に乗船。

チェックインの後ブリーフィング＆ディナー。

３日目

えも言われぬラグーナの景

色で目覚めた後は、セレニッ

シマと異名を持ち、アドリア

海の女王とたとえられたベネ

ツィアの歴史地区を散策した リアルト橋 ゴンドラの渡し船 便利な水上バス

エミレーツ航空

水上タクシー



り近在の島を自由にお楽しみ下さい。

４日目

ジュデッカ島から「アヴェマリア号」で「リド島」に渡り、いよいよサイクリングのスタート！

＊サイクリング出発！リド島を縦走し古代の港マラモッコからフ

ェリーに乗って「ペッレストリーナ島」へ移動。サン・ピエト

ロ・イン・ヴォルタから１８世紀の堤防

沿いを走り、松林が広がるカ・ローマ自

然保護区を走ります。再びフェリーに乗

り「キオッジャ」へ渡ります。

５日目

小さなベネツィアとして知られるこの

キオッジャの街の新鮮な魚介類が並ぶ魚市場へ出掛けます。その後、ベネツィアの潟とポー川を結

ぶポー・ブロンドロ水路に沿ってアディジェ川河口へ。そこからはポー

川デルタ地帯の陸地と海の間を縫う様にアルバレッラ迄。

古くからの伝統が残るアルバレッラから手つかずの自然が残るポー川

デルタ地帯の沼地と干潟の間をポルトヴィーロ迄サイクリング。そこか

らアドリア迄水かさが深ければ船で移動します。勿論水かさが浅い場合

はサイクリング走行。

６日目

短いクルーズの後、サイクリングで農地を通ってポー川を辿ります。

バルト産の琥珀貿易で栄えた古代ギリシャの港湾都市であるアドリア

を見学後、古い城壁に囲まれた自転車の街と呼ばれる「フェラーラ」へ。

旧市街を散策後「ツェロ」迄専用のバスとトレーラーで移動します。

７日目

ツェロをスタートして、「ベルガンティーノ」のむらに向かいます。

ミンチョの海賊が川を監視する為に築いた街ゴベルノロ迄カナルビア

ンコとポー川に沿ってサイクリング。途中中世の要塞が残るオスティー

リアやベルガンティーノにある回転木馬・オルガン博物館及びチーズ工

場を訪れて試食や「バルボリチェッラワイン」の試飲も楽しみます。

８日目

終日自由走行で「マントヴァ」も街を観光します。

マントヴァは三方を 12 世紀につくられた人工湖によって囲まれてい

ます。これらはガルダ湖から発したミンチョ川の水をせき止めたもので

す。3つの湖はそれぞれ大きな方から、スペリオーレ湖、メッツォ湖、

インフェリオーレ湖と呼ばれています。4番目の湖パジョロ湖はかつて

市を環状に巡った防御用のものでありましたが、18 世紀末に干拓され

ました。

９日目

船内にて最後の朝食後専用車にてベネツィア空港へ向かいます。

搭乗手続き(13:50)を済ませ中継地のドバイに向け出発(15:50)

ドバイ空港到着(23:35)後、乗り継ぎ手続き。

１０日目

手続き後出発(03:00)。関西空港(17:15)帰着／解散

キオッジャの魚市場 キオッジャの桟橋

アヴェマリア号

トレーラーを牽引したバス

オルガン博物館の女性館員

マントヴァ最古の教会

なんと、ぜ～んぶチーズ



長さ長さ:40,5m:40,5m 幅幅:7,5m:7,5m 乗客乗客:33:33名名

いつでもフリー！

アヴェマリア号のクルー達

コーヒーサーバー

レンタサイクル

全室シャワー＆トイレ完備

ラウンジ兼ダイニング

船内でのディナー(2013年催行時)

前 菜

この日はテンション高めの
３種肉(牛・豚・鶏)の
炭火焼きＢＢＱ！



リアルト橋（Ponte di Rialto）

カナル・グランデ運河にかかる
最古の橋です。ミケランジェロ
が、橋の設計の一般公募に参加
したことでも有名ですね。ちな
みに、採用されたのはアントニ
オ・ダ・ポンテの作品です。当
初は木造でしたが、火事で全焼
したため石で造り替えられまし
た。橋の上には露店が並び、橋
周辺もショッピング街となって
います。ベネチアでショッピン
グを楽しむならリアルト橋から
サンマルコ広場までの1本道がお
すすめです。

サン・マルコ広場（Piazza San Marco）

サン・マルコ広場は世界で最も美しい広
場と言われています。ベネチアの中心で
もあり、先ほど紹介したサン・マルコ寺
院、ドゥカーレ宮殿、また他にもコッレ
ール博物館や時計塔など、歴史的で美術
的価値のある建造物に囲まれています。
お土産屋さんやカフェもあり、ちょっと
した休憩にもオススメです。文豪ゲーテ
が訪れた最古の「Cafe Florian(フロー
リアン」や、ワーグナーがベネチア滞在
中に立ち寄っていた「カフェ・ラヴェナ
(LAVENA)」も現存しており、私たちも
お茶を楽しむことができますよ。

ムラーノ島（Murano）

ベネチアンガラスの島として知ら
れるムラーノ島はベネチア本島の
北東にあり、水上バスで約15分
で訪れる事ができます。13世紀
から続く伝統技術で創り出される
ベネチアンガラスは、全てムラー
ノ島内にあるガラス工房で作られ
ているんですよ。もともと原材料
や燃料を自国で産出できなかった
ベネチア共和国は、この伝統技術
が原材料の豊富な国々に流出しな
いようにと、工房の職人やその家
族を強制的にムラーノ島へ移住さ
せました。また、火を使うため、
ベネチア本島で火事が起きないよ
うにという意味合いもありまし
た。それでもヨーロッパ各地に技
術が流出してしまいましたが、当
時の名残のまま、現在でもガラス
工房はムラーノ島に集っていて、
その数は200軒にもなります。ベ
ネチアンガラスの歴史がわかる
「ガラス博物館」や、製作工程を
見学できるショールーム、お土産
屋さんもあり、ベネチアンガラス
に興味がある方におススメの島で
す。

サンマルコ広場 リアルト橋 ムラーノ島

キオッジャ(Chioggia)

キオッジャは、イタリア共和国ヴ
ェネト州ヴェネツィア県にある都
市で、その周辺地域を含む人口約
5万人の基礎自治体。県内第2位
の人口を有するコムーネです。旧
市街はヴェネツィア潟南端の島の
上に築かれています。

アドリア(Adria)

ポー川とアディジェ川の河口の間に
位置します。エトルリア人が築いた
港湾都市が起源で、古代のアドリア
はスピナ (Spina) とともにフェルシ
ナ（現在のボローニャ）の外港であ
り、アドリア海とは運河でつながっ
ていました。現代の市街の地下には、
古代の都市の遺跡が眠っています。
アドリア海の名は、この都市の名に
由来するとされています。 フェラーラ(Ferrara)

イタリア共和国エミリア＝ロマーニャ
州にある都市であり、その周辺地域を
含む人口約13万人の基礎自治体（コム
ーネ）。フェラーラ県の県都でです。
14世紀、この地を治めたエステ家によ
って整備され、ルネサンス期に文化の
中心地の一つとして栄えました。エス
テ家の居城エステ城が一般に公開され
ています。1995年にはフェラーラの
ルネサンス期の市街とポー川デルタ地
帯がユネスコの世界遺産（文化遺産）
に登録されました。

マントヴァ(Mantova)

マントヴァは三方を12世紀につくら
れた人工湖によって囲まれています。
これらはガルダ湖から発したミンチョ
川の水をせき止めたものです。3つの
湖はそれぞれ大きな方から、スペリオ
ーレ湖、メッツォ湖、インフェリオー
レ湖と呼ばれている。4番目の湖パジ
ョロ湖はかつて市を環状に巡った防御
用のものでしたが、18世紀末に干拓
されました。マントヴァは、ウィリア
ム・シェイクスピア作の悲劇『ロミオ
とジュリエット』の中に登場していま
す。劇中、ロミオはティボルトを誤っ
て殺害し、町から追放さます。彼はた
だちにマントヴァへ向けて発ち、愛す
るジュリエットの死の知らせを聞いて
ヴェローナへ帰還します。日本では滋
賀県の近江八幡市が姉妹提携をむすん
でいます。

フェラーラのカッスル(城)

ドウカーレ宮殿の天井画



２０１３年催行時 ベニスでは２ユーロでゴンドラも体験！

アドリアのポー川に浮かぶアヴェマリア号

ベニスの観光は水上バスが便利

アヴェマリア号の同乗者

マントヴァのカフェで… 仲良くなったオーストラリア人夫婦 リド島に上陸



http://www.hs-tours.co.jp webmaster@hs-tours.co.jp

参加費参加費334848,000,000 円円

利用予定航空会社「エミレーツ航空」

旅行条件等に関しましては別途お渡しする「旅行条件書」をご覧下さい。

昭和３７年創業の実績と信頼昭和３７年創業の実績と信頼 京都府知事登録旅行業第2-247号

607-8134京都市山科区大塚北溝町２５－１０

075（286）4345/Fax兼用

一人部屋追加代金55,000 円
最少催行8 名以上定員10 名程度

レンタサイクル（期間中）ＳＴ21 段変速15,000円
電動アシスト車27,000円

参加費に含まれるもの：往復の航空運賃及び交通機関代/ホテ
ル宿泊代（２名１室利用）・7朝 5 昼 7夕食代（機内食除く）/添
乗員同行費用・旅行特別補償（最高 2000 万円補償）他
参加費に含まれないもの：各空港税及び施設利用料・燃油サ
ーチャージ・航空機への自転車預け料・レンタサイクル代他

＜エコノミークラス＞
広々とした通路、座席間隔
や調節可能なヘッドレス
ト、各座席からコントロー
ル可能な 1200チャンネル
から選べるマルチエンタ
ーテイメント”ice”、衛星電
話などを完備。機内食は 2
種類から選択できます。
（写真はイメージです）

海外企画はすべて、「京都サイクリング協会（以下「ＫＣＡ」）」の会員企画です。ご参加の際にはＫＣ
Ａ又はＪＣＡ（日本サイクリング協会）の会員資格が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
京都サイクリング協会 615-0066京都市右京区西院四条畑町６ 四条マンション３２号 井原秀隆方

075(314)1671/Fax兼


