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モデルコース

1

日付 都市名 時間 交通機関 行程 食事 宿泊地

1日目

9/16(土)

大阪

パリ

パリ

ニース

10:35

18:30

21:35

23:05

AF291

AF7314

専用車

関空集合、搭乗手続き

関空発 ⇒

⇒ シャルル・ド・ゴール空港到着

【乗り換え】 シャルル・ド・ゴール空港発 ⇒

⇒コート・ダジュール空港到着

空港～市内ホテルへ 到着後、ホテルチェックイン

朝：×

昼：機

夕：×

ニース

もしくは

ニース近郊

２連泊

2日目

9/17(日)

ニース AM

PM 専用車

ホテルにてご朝食

終日フリー（ニース市内観光など）

ホテル集合、専用車にてスタジアムへ

RWC 試合観戦21:00～ 日本 x イングランド ＊カテゴリー2

朝：〇

昼：×

夕：×

ニース

もしくは

ニース近郊

3日目

9/18(月)

ニース

プロヴァンス

アヴィニョン

パリ

AM

PM

専用車

TGV

専用車

ホテルにてご朝食

専用車でプロヴァンス地方へ移動

★ワイナリー１カ所 見学＋ご昼食

TGVでアヴィニョン駅～リヨン駅(パリ)へ ＊１等車両（約2時間41分）

送迎車で市内ホテルへ

チェックイン後、各自ご夕食

朝：〇

昼：〇

夕：×

パリ

３連泊

＊デラックス

（関空発・伊丹着）
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モデルコース

2

日付 都市名 時間 交通機関 行程 食事 宿泊地

4日目

9/19(火)

パリ AM

PM

専用車

ホテルにてご朝食

各自ご夕食

朝：〇

昼：〇

夕：×

パリ

デラックスクラス

5日目

9/20(水)

パリ 終日 ホテルにてご朝食

終日フリー

各自ご夕食

朝：〇

昼：×

夕：×

パリ

デラックスクラス

6日目

9/21(木)

パリ AM

9:40
専用車

AF162

ホテルにてご朝食

ホテル～シャルル・ド・ゴール空港へ、チェックイン

シャルル・ド・ゴール空港発 ⇒

朝：〇

昼：機

夕：機

機内

7日目

9/22(金)

東京

大阪

5:55

8:30

9:35

JL107
⇒ 羽田空港到着・入国・税関検査

【乗り換え】 羽田空港 ⇒

⇒伊丹空港到着、解散

＊オプショナルツアー
①モン・サン・ミッシェル1日観光
②シャンパーニュー地方1日観光
（世界遺産ランス大聖堂、シャンペンカーヴ見学）

③ジベルニー・モネの庭園とゴッホ終焉の地オーベルシュルオワーズ
④ルーブル美術館＆オルセー美術館鑑賞

世界遺産ヴェルサイユ宮殿観光
太陽王ルイ14世からマリー・アントワネット、そして戦後のベルサイユ条約と数々の

歴史の舞台となった絢爛豪華な宮殿では今でも王朝時代の華やかな宮廷生活が偲ばれます

エッフェル塔2階展望台にある眺望レストラン『 58 ツール エッフェル 』

世界遺産パリ市内観光
○エッフェル塔/シャンドマルス公園・トロカデロ広場（下車）○凱旋門(車窓）

○シャンゼリゼ通り(車窓）○コンコルド広場(車窓）○ノートルダム寺院（車窓）

○モンマルトルの丘・サクレクール寺院（下車/片道ケーブルカー利用）
○オペラ座（車窓） など

ガイド付

（関空発・伊丹着）
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ラグビーワールドカップ（RWC）について

ラグビーの世界選手権、略称はラグビーW杯、RWC。

各国、地域のラグビー協会の統括組織であるワールドラグビー（World Rugby

略称WR、2014年に国際ラグビーボード＝IRBから改称）が主催する。

1987年に第1回大会が開催され、以後4年ごとに行われている。

世界のおよそ80か国・地域の代表チームが参加して5地区に分かれて

地区予選を行い、本大会の出場権を獲得した20チームによる全48試合で

ラグビー世界一を決定する。

夏季オリンピック・FIFAサッカーワールドカップに次ぐ、世界3大スポーツ祭典

と

呼ばれており、世界中で延べ40億人が視聴する大会である。

日本は第1回大会から連続して参加しており、前回2019年母国開催において初の

ベスト8に進出した。

優勝トロフィー「ウェブ・エリ
ス・カップ」

優勝国 日本成績

第1回 ニュージーランド 予選敗退（0勝3敗）

第2回 オーストラリア 予選敗退（1勝2敗）

第3回 南アフリカ 予選敗退（0勝3敗）

第4回 オーストラリア 予選敗退（0勝3敗）

第5回 イングランド 予選敗退（0勝4敗）

第6回 南アフリカ 予選敗退（0勝3敗1分）

第7回 ニュージーランド 予選敗退（0勝3敗1分）

第8回 ニュージーランド 予選敗退（3勝1敗）

第9回 南アフリカ ベスト8（4勝1敗）

第10回 ? ?
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RWC 2023 ラグビーワールドカップ 開催都市MAP
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スタジアム座席カテゴリー

パリ・サンドニ（開幕戦、決勝戦ほか） トゥールーズ（日本/オセアニア戦ほか）

ニース（日本/イングランド戦ほか） ナント（日本/アルゼンチン戦ほか）

カテゴリー 赤：1 青：2 緑：3 黄：4カテゴリー 青：2 のチケットを確保しております。
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ご宿泊候補施設（ニース）※スタジアムから車で約16分

6

アダージョニースサントル Aparthotel Adagio Nice Centre

住所 22 Bd Du General Louis Delfino, 06300 NICE

連絡先 TEL：(+33) 4 92 00 92 10

URL https://www.adagio-city.com/gb/hotel-B2H8-apathotel-adagio-nice-centre/index.shtml

総客室数 135室

客室設備
全室Wi-Fi無料 エアコン シャワー バスタブ ドライヤー 電話 テレビ
ミネラルウォーター（無料） キッチン完備

館内施設 朝食 屋外プール 駐車場 会議室 バリアフリールーム 自動販売機 ジム

サービス ランドリーサービス

当ホテルは、ビーチから徒歩15分、街の中心からわずかの距離に位置しています。

全室Wi-Fi無料を提供するこの施設に滞在して、素敵な旅のスタートを切りましょう。ニー

スのなかでも便利なニース市内中心部に位置しており、観光名所や食事処に近い場所にあり

ます。ぜひ時間をとって、プロムナーデデアングレやカステルビーチを訪ねてみましょう。

星評価4を誇る当施設では質の高いおもてなしを提供しており、敷地内にてご利用いただけ

るマッサージ、フィットネスセンター、屋外プールをご用意しております。

Map data ©2017 Google

※ニース市内での手配が難しい場合、ニース近郊のホテルとなります。
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ご宿泊候補施設（ニース）※スタジアムから車で約18分

7

モクシーソフィアアンティポリス Moxy Sophia Antipolis

住所 4440 Rte des Dolines, 06410 Biot, フランス

連絡先 TEL：(+33) 4 13 68 00 13

URL https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/nceoa-moxy-sophia-antipolis/

総客室数 179室

客室設備 全室Wi-Fi無料 エアコン シャワー バスタブ（一部客室） ドライヤー 電話 テレビ

館内施設
全館禁煙 レストラン・バー ラウンジ・スナックバー デリ
屋外プール プールサイドバー テラス 図書室 会議室 ビジネスセンター
フィットネスセンター セフティボックスルーム（フロント）

サービス ランドリーサービス お荷物預かり

ニースとカンヌの間に位置するソフィア・アンティポリスに位置するデザイナーズホテル

です。レストランでは軽食をお召し上がりいただけ、24 時間営業のフィットネスセンター

をご利用後は、バー / ラウンジでドリンクを楽しみながらおくつろぎいただけます。

人気設備として屋外プール、プールサイドバー、およびスナックバー / デリがあります。

専用車にて、アリアンツ・リヴィエラ・マリンランドアンティーブまでおよそ20分。

ニース -コートダジュール空港 (NCE) - 車で 15 分。

Map data ©2017 Google

※ニース市内での手配が難しい場合、ニース近郊のホテルとなります。
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ご宿泊候補施設（パリ）
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ウェスティン・パリ－ヴァンドーム The Westin Paris - Vendome

住所 3 Rue De Castiglione Paris, 75001 フランス

連絡先 TEL：(+33) 1 44 77 11 11

URL http://thewestinvendome.parishotelsfinder.com/en/

総客室数 428室

客室設備
テレビ 衛星放送 電話 インターネット接続(無線LAN形式) ミニバー ドライヤー
アイロン(貸出) 石鹸(固形) シャンプー コンディショナー
シャワーキャップ タオル スリッパ

館内施設
レストラン 喫茶 バー フィットネスクラブ ビジネスセンター ペット同宿可
ファックス送信可 ルームサービス モーニングコール
コンシェルジュサービス 外貨両替ベビーシッター

当ホテルでは、最高級の素材を組み合わせて造られたクラシックな客室やスイートに加えて、

個性豊かなレストラン、フィットネスセンター、歴史が薫るボールルームや会場もご用意し

ています。チュルリー公園をはじめ、ルーヴル美術館、ヴァンドーム広場、フォーブール・

サントノレ通りなど、パリのメイン観光スポットへも徒歩圏内なのがウェスティンパリ

ヴァンドームの魅力のひとつです。噴水を囲むように建つ中庭のテラスなどもあり、ホテル

でもゆっくりとした時間を過ごせます。パリで最初の「シックスセンススパ」を併設してい

ますので、オーガニック製品を使ったトリートメントもぜひお試しください。

Map data ©2017 Google
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ご宿泊候補施設（パリ）
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コートヤードバイマリオットパリサンドニ Courtyard by Marriott Paris Saint Denis

住所 34 Boulevard De La Liberation, Zac Pleyel, 93200 サン・ドニ, フランス

連絡先 TEL：+33 1 58 34 91 10

スタッド・ド・フランスからおよそ徒歩20分、パリ中心部

から公共交通機関で15分の場所に位置します。モダンンで

快適な客室も定評があり、ジムも無料で使用することがで

きます。

バーもホテル内にあり、ドリンクを楽しめます。併設レス

トランOleo Pazzoでは地中海料理を提供しています。24時

間営業のフードマーケットがロビーにあります。

Hotel Courtyard Paris Saint Denisからは、首都パリの数々

の観光スポットのほか、ビジネス地区やエンターテイメン

ト地区へ簡単にアクセスできます。
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【４日目のご昼食候補】エッフェル塔

エッフェル塔2階（フランス式1階）展望台に位置するアラン・

デュカスグループがプロデュースする眺望レストラン。

地上57メートルにある伝統的なフランス料理を出すブラッスリー

は、窓がレストラン全体に張り巡らされ、片方からは街が見え、

もう片方からは塔の交錯した金属設計が見えます。

エッフェル塔のチケットを購入する必要がありますが、レストラ

ンの予約をしておけば並ばずスムーズにエレベーターに乗れます。

洗練された食材からうまれた料理とパリのパノラミックな景色が

皆様をお迎えします。

※料理写真は、実際のメニュー内容と異なる場合がございます。

エッフェル塔の１階展望台にある眺望レストラン

58 Tour Eiffel 

58 ツールエッフェル

住所 1er étage de la Tour Eiffel, Champ de Mars 75007 Paris 

TEL +33 825 56 66 62

営業
ランチ 11:30～15:30

（予約の場合は、12:00～、13:30～の二部制）
ディナー 18:30～、21:00～の二部制

その他 URL:www.restaurants-toureiffel.com

席数 :    260 席
下階 60 席, 

上階 200 席
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【オプション/ご夕食①】クルーズ

11

1949年創業。セーヌ川クルーズの代名詞的な存在の老舗のセーヌ

川クルーズ会社。会社名であり商標名は、ランス・リヨンの町の

名前から来たという説があります。

18世紀初頭、造船業が盛んなリヨンのムッシュ地区で建造された

船（バトー）が、「バトー・ムッシュ」です。

ロマンチックなキャンドルライトのもと、フルコースディナー

クルーズをお楽しみください。

ガラス張りの船内からライトアップされたパリの街並みと、

本格フレンチを堪能ください。

20:30発の回は生演奏もお楽しみいただけます。

1949年創業。老舗のセーヌ川ダイニングクルーズ船

BATEAUX-MOUCHES

バトームッシュ

住所 Port de la Conférence, 75008 Paris, フランス

TEL

料金

+33 1 42 25 96 10

1～2万円

営業
※無休
乗船時間 19:30～20:15 （出航時間） 20:30 、（帰港時間） 22:45頃
乗船時間 12:15～12:45 （出航時間） 13:00 、（帰港時間） 14:45頃
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【オプション/ご夕食②】三ツ星レストラン

12

L’ AMBROISE

ミシュラン三ッ星店の中でも別格で、
パリ最高峰の伝統フランス料理を提供。
木村拓哉氏主演のグランメゾン東京でも登場し、
日本人シェフ（吉冨力良氏）が料理長を務める。
メニューは全てフランス語だが、
ウェイターは日本語で対応してくれる。

ジャンル：伝統フランス料理
予算：７万円－8万円
メニュー：フランス語
日本語対応：ウェイター可

Guy Savoy

シンプルに見えて繊細、
ギ サヴォワ氏は料理界で「天才」として有名。
ラスベガスに姉妹店があり、パリ本店ラスベガス支
店ともミシュラン星付きレストランとなる。
パリ市内で他に3店舗レストランを運営しており、
世界的に有名なイギリスのゴードンラムジー氏は
サヴォワ氏の元で学び、さらにピクサー製作
「レイミーのおいしいレストラン」の仏版で
スーシェフの声を担当された。

ジャンル：創作フランス料理
予算：２万円－４万円
メニュー：フランス語
日本語対応：不明

Epicure

フランス共和国大統領官邸であるエリーゼ宮殿近
くにあるLe Bristolは五つ星の上である
「パラス」に格付けされる究極のホテル。
そのホテル内にエキュールはあり、
パリで1番と言われている。
日本人にも人気があり、
日本語のメニューがある。

ジャンル：現代風フランス料理（昼のみ営業）
予算：7千円ー4万円
メニュー：日本語メニューあり
日本語対応：不明

2022年 ミシュラン パリ 三ッ星（★★★）店
三ッ星の定義：そのために旅行する価値のある卓越した料理 レストラン
※記載料金は、目安です。オーダー内容で大幅に増減します。
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【オプション/ご夕食②】二つ星レストラン
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2022年 ミシュラン パリ 二ッ星（★★）店
二ッ星の定義：遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理
※記載料金は、目安です。オーダー内容で大幅に増減します。

L'Oiseau Blanc

凱旋門の近くにある高級ホテルペニンシュラの
レストラン。
シェフ、ダヴィッド・ビゼー氏の料理の特徴は、
完璧な技術と繊細さ。
エッフェル塔がきれいに見えるところで
食事されたいときもおススメ。

ジャンル：現代風フランス料理
予算：２万円－４万円
メニュー：フランス語
日本語対応：不明

Restaurant Le Meurice Alain 

Ducasse

フランス料理店の原型と言えるお店で、
ベルサイユ宮殿の王室用居室をイメージした
豪華な内装は、デザイナー、フィリップ・スタルクの
手によってセンスよくリニューアルされた。
一級の食材を使った料理で、
スタイリッシュなセンスを感じる。

ジャンル：創作フランス料理
予算：3万円－5万円
メニュー：フランス語
日本語対応：不明

Sur Mesure par Thierry Marx

ティエリー・マルクスが料理の職人としての才能を
発揮し、どの料理にも、彼の科学的アプローチが表
れており、このレストランで味わう料理は、その美
しさ、完璧さ、気品に満ちた内装も相まって、まさ
に至高のひととき。
さらに、2016年度の世界ソムリエコンクールで準優
勝の名ソムリエ、 David Biraud さんがチーフソム
リエとしており、ワインの種類も豊富。

ジャンル：創作フランス料理
予算：-
メニュー：フランス語
日本語対応：不明
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【オプション/ご夕食②】一つ星レストラン
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2022年 ミシュラン パリ 二ッ星（★★）店
二ッ星の定義：遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理
※記載料金は、目安です。オーダー内容で大幅に増減します。

Tour d'Argent

ホテルニューオータニでも有名な、トゥールダルジャ
ン。トゥールダルジャン東京も2021年ミシュラン1つ
星取得。パリ本店は、1582年から続き、2004年に
Meilleur Ouvrier de Franceを受賞したヤニック・フ
ランケスシェフは、伝統的な料理を損なうことなく、
常に進化する料理を提供している。
約32万本のワインを保管している。

ジャンル：現代風フランス料理
予算：15000円－50000円
メニュー：フランス語
日本語対応：不明

Neige d'Été

西シェフのレストラン。
店名は「夏の雪」の意味で、詩的な和風。
スタッフは、全員日本人というパリでも珍しく、
料理は、繊細で芸術的で感動する。
備長炭を日本から空輸するというこだわり。

ジャンル：現代風フランス料理
予算：9000円－26000円
メニュー：フランス語
日本語対応：可

Les Climats

モザイクの床、真鍮の照明器具、ヴェール・デストゥー
ルの大理石。1905年に郵便・通信事業を営んでいたメゾ
ン・デ・ダム・デ・ポストの建物で、個性豊か。
料理は、上質な食材と独創的な組み合わせで、
五感を刺激する。
ブルゴーニュワインのリストも充実しており、
2,000本近くが用意されている。

ジャンル：現代風フランス料理
予算：6500円－18000円
メニュー：フランス語
日本語対応：不明
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【オプション/ご夕食③】日本食レストラン

パレロワイヤルの隠れ家的レストラン～
シャンパン&日本食のマリアージュ

ENYAA Saké & Champagne 

エンヤ

住所 37 rue de Montpensier 75001 Paris

TEL

料金

+33 1 40 26 78 25

7千円～2万円

営業 火曜～土曜 12:00～14:00 19:00～23:00

日曜 13:00～19:00 ※月曜定休

その他 URL:http://www.enyaa-paris.com/

パレロワイヤルに隣接する場所にオープンした、鶏料理を中心と
した日本酒とシャンパンのレストラン。
ENYYAは、オーナーの故郷、佐賀県唐津に伝わる祭り‘唐津くんち’
の、曳山を引く曳人たちのかけ声から。ロゴはその風景を表してい
ます。
凛としてオーセンティックでありながらも、常に新たな発見がある
ような、遊び心ある空間で、遠藤大輔シェフが作り出す洗練された
日本食とシャンパンのマリアージュをお楽しみください。

http://www.enyaa-paris.com/
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ワイナリーツアー（候補地）
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①Vignoble Chasson - Château Blanc（ヴィニョーブル シャンソン シャトー ブラン）

②Domaine du Bois de Bois de Saint Jean 

（ドメーヌ デュ ボワ ド ボワ ド サン ジャン）

HP：http://en.chasson-chateaublanc.fr/

ルシヨンの有名な黄土色の崖のふもとにたたずむ私たちの邸宅に向かう
途中で、ブドウ園、オリーブ畑、果樹園、ラベンダー畑、そして魅惑的な香
りのする石灰岩の丘の低木地など、魅惑的な風景が広がっています。

またテイスティングセラーでは、年間を通してさまざまなワインをお楽しみ
いただけます。

ボークリューズで最小の村、ジョンクレットの中心部にあり、
アヴィニョンから数キロのところにあります。ドメーヌデュボワ
ドサンジャンは、1620年以来確立されたアングレ家の遺産を
生き生きとさせています。 30年以上にわたり、驚くべき一貫
性のある象徴的なローヌバレーワインを製造しています。
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オプショナルツアー①
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フランス北西部、サンマロ湾内にある岩でできた円錐形の小島。海抜約70mの

岩上には壮大なベネディクト会修道院が並んでいます。岩山の麓(ふもと)には

町があり、何世紀にもわたって巡礼者や観光客で賑わっています。中世以来、

宿屋はモンサンミシェル修道院の巡礼者(ミクロ)に食事や宿を提供し、土産物

屋では記念の品物が売られました。中世ではザルガイの殻が巡礼の土産物とし

て人気がありました。この貝殻は島のまわりの浅瀬でとれ、大天使ミカエルと

モンサンミシェル修道院の象徴でした。モンサンミシェルはその建設に500年

以上かかり、1521 年に完成。引き潮のときは島と本土の間の海底が現れ陸続

きになるので歩いて行けますが、満潮のときは最高14mもの波が島を取り囲ん

で荒れ狂う・・・。モンサンミシェルは巨大な岩山の上に立っている上、激し

い潮流のせいで、中世には難攻不落の城塞になりました。 1879年に島と陸を

結ぶ土手道ができるまで、満潮時は修道院に近づくことが出来ませんでした。

住所 Bp 22, 50170 Mont-Saint-Michel, France

連絡先 TEL：+33 2 33 89 80 00

アクセス
島内と対岸を結ぶ橋は徒歩で片道約30分で渡れます。また毎日早朝6時～
深夜午前1時まで無料のシャトルバスが運航しています。(5～15分に1本運
行／片道約5分)

モン・サン＝ミッシェル
Mont Saint-Michel （世界文化遺産1979年、2007年登録）

★
サンマロ湾内
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オプショナルツアー②
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Reims

ランス

シャンパーニュの中心的な都市であるランスの歴史はローマの属州ベルギーの首都であったガリア＝ローマ時代にさかのぼります。

498年にこの地でフランク王国を統一したクロヴィスが洗礼を受けて以来、シャルル10世まで25人の歴代のフランス王が戴冠式をお

こなう政治的・宗教的に重要な土地として位置づけられてきました。このためランスには、1991年にユネスコ世界遺産に認定され

たモニュメントが4つもあります。第二次世界大戦にはドイツ軍に占領され、壊滅的な被害を受けましたが、1945年5月7日にはヨー

ロッパでの第二次世界大戦を終結させたドイツ降伏条約が調印されたことでも知られます。ランスはシャンパンの本場で、街の郊

外には一面ブドウ畑が広がります。街のいたるところにシャンパン専門店があり、低価格で購入できます。高級なイメージが強い

シャンパンをぐっと身近なものに感じることができるでしょう。

フランス

13世紀のゴシック建築の最高傑作。1825年

まで、フランスの歴代の国王25人の戴冠式が

この大聖堂で行われているという、大変由緒

ある大聖堂。内部天井の高さはフランスで1

番です。西側正面には2300体以上の彫像が

あり、なかでも「微笑む天使」像は有名です。

シャンパン製造工程をモティーフにした祭壇

背後のステンドグラスやシャガールが手がけ

たステンドグラスも必見です。

ノートルダム大聖堂

パリで活動した日本人画家・藤田嗣治が、

友人でもありカトリックに改宗した際の

洗礼親であるルネ・ラルーのためにつ

くった礼拝堂。壁一面を覆うフレスコ画

は、二人の友情の証しとして藤田が80歳

のときに制作したもので、暖かな雰囲気

の漂うチャペルです。

フジタのチャペル

カーヴ見学

シャンパンの製造過程が分かる製造所とシャンパンを熟成貯蔵させる
カーブを見学します。見学後は試飲や専門ショップでの買物の時間も
あります。日本では稀な種類のシャンパンのテースティングや、パリ
でも手に入りにくい製造所専用店ならではの豊富な種類のシャンパン
がお得に購入することができます。
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オプショナルツアー③
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Giverny

ジヴェルニー

フランス

モネの邸宅と庭園

面積 646km2

人口 約520人（2015年現在）

人種 フランス人

言語 フランス語

ジヴェルニーはパリの西約70km、セーヌ川が近くを流れる小さな村

です。印象派の巨匠クロード・モネが1883年から1926年まで住んだ

家がある村として有名です。邸宅は息子によって美術アカデミーに

寄贈され、大規模な修復工事を経て、1980年にクロード・モネ財団

として開館しました。

この村の見どころはもちろん、モネが暮らした家と庭です。モネ（1840-1926年）がル・アー

ヴルやパリでの制作活動のあと安住の地に選んだのがジヴェルニー。43歳から亡くなる年まで

この家で過ごしました。淡いピンクの外壁が愛らしいモネの家は、イエローを基調としたダイ

ニング、ブルーのキッチンなどがモネが暮らしていたころの家具と共に残されています。驚く

のはモネの浮世絵コレクション。膨大な数の浮世絵がたくさん飾られています。そして、何と

いっても見逃せないのはお庭。こんなにたくさんの花に囲まれたことはない！と思えるくらい

色とりどりの花が咲き乱れる中、蓮池に向かいます。水面に浮かぶ睡蓮、しだれ柳、太鼓

橋･･･ここであの「睡蓮」が生まれました。光の画家、モネの世界にひたりましょう。

オーヴェル＝シュル＝オワーズ

ゴッホがキャンバスに残した村、オーベルシュルオワーズ[Auvers-Sur-Oise]。パリ近郊
に位置するこの町は、精神病院を退院したゴッホが亡くなるまで最後の時間を過ごしたこ
とで有名です。この小さな町での約２ヶ月半の滞在期間中に、７０点あまりの作品を制作
しました。右写真は12世紀から13世紀にかけて建てられたオーヴェルのノートルダム教会
。ゴッホに描かれたことによって世界中で知られるようになった。ゴッホの作品《オーヴ
ェル=シュル=オワーズの教会》はオルセー美術館に所蔵されている。
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オプショナルツアー④
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ルーブルを見るためだけにパリを訪れる人もいるくらい、世界的に見ても貴重なコレクションを誇る

フランス最大の美術館。古代オリエントとイスラム美術、古代エジプト美術、古代ギリシャ・エトル

リア・ローマ美術、絵画などの7部門からなるこの美術館の展示にはとにかく圧倒されます。「ミロの

ビーナス」、ダビンチの「モナリザ」、ブリューゲルの「乞食たち」、レンブラントの「自画像」、

フェルメールの「レースを編む女」などなど、生きているうちに一度はお目にかかりたい名作・名画

が勢揃い。1度や2度訪れただけではとても鑑賞しきれませんが、ベテランガイドが見どころを手際良

くご案内します。

住所 Rue de Rivoli, 75001 Paris, フランス

連絡先 TEL： +33 1 40 20 50 50

営業時間 9:00-18:00 火曜はノクターン、21:45分までは水曜、金曜

定休日
1/1 5/1 5/8 12/25 ※メトロ １・７号線
駅から徒歩約３分

ルーブル美術館
Musée du Louvre

ルーヴルに次ぐ大美術館で駅舎を改造した建物。特に1848～1914年迄の印象派の作品が豊富で、彫

刻やアールデコ作品も多い。マネの「オリンピア」、モネ「ルーアン大聖堂」、ミレー「落ち穂拾

い」、ルノワールの「ムーランドラギャレットの舞踏会」など、有名作品が充実しています。

オルセー美術館
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国情報
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世界中の人々を魅了してやまない国、「フラン

ス」。洗練された芸術と文化の“花の都”パリは

もちろんのこと、その広い国土のどこを訪れて

も強い魅力があり、日本でも人気のあるフラン

スの田舎、プロヴァンス、ブルゴーニュ、ノル

マンディーなどの各地方、そしてカンヌ、ニー

ス、モナコ、リヨンといった聞き覚えのある街

があります。

面積 54万4,000平方キロメートル（仏本土，仏国立統計経済研究所）

人口 約6,706万人（2020年1月1日、仏国立統計経済研究所）

首都 パリ

人種 バスク人、ケルト人、ゲルマン民族（フランク系）等の混血他

言語 フランス語

宗教
カトリック90％、プロテスタント1％、ユダヤ教1％、
イスラム教8％等

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

パリ
気温 8/-3 9/-5 10/3 14/6 17/10 21/14 22/15 22/15 19/12 14/7 10/3 8/-3

降水量 50 47 45 36 55 56 51 58 49 47 55 51

日本との時差は－8時間（通常時）。サマータイム実施時（例年3月最終日曜～10月最終日曜ま

で）は－7時間です。

フランスの電圧は220ボルトです。日本（100ボルト）とは異なりますの

で、日本の電気製品を使用する場合は変圧器が必要です。

またコンセントの形状も異なりますので、プラグアダプターも必要です。

日本 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

パリ（通常
時）

前日16:00 前日19:00 前日22:00 1.:00 4:00 7:00 10:00 13:00

France

フランス

通貨単位はユーロ（EURO）。補助単位はユーロセント。1ユーロ＝100ユーロセント。

紙幣は5、10、20、50、100、 200、 500の7種類。硬貨は1、2、5、10、20、50ユーロセント、

1、2ユーロの8種類 が発行されています。

レートは、1ユーロ＝約127円（2021年1月三菱UFJ銀行）

パリがある北部は大陸性気候に属し、日本と同様に春夏秋冬の四季がはっきりと分かれていま

す。南部は地中海性気候で雨量が少ないのが特徴です。

気候

時差

通貨

電圧
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「イギリス人の散歩道」を意味する。約

3.5キロにわたって続くビーチ沿いの道で、

幅広い遊歩道になっています。ニースを

代表する高級ホテルが集まっているのも

この通り。そのまま西に進むとニース・

コート・ダジュール空港に出ます。

プロムナード・デ・ザングレ

ニース市街を一望するのに絶好の場所が、
かつての城跡で高台が公園になっている
ル・シャトーです。丘の上の展望台にエ
レベーターで登ると、弧を描いて伸びる
ニースのビーチと市街のパノラマが広が
ります。

城跡

オペラ座、市庁舎、裁判所、さまざまな
教会などがある旧市街は、優雅な高級リ
ゾート地とは別の顔を見せます。迷路の
ような町並みには、洗濯物が風になびく
庶民的な風景や、生活を楽しむ人びとの
笑顔があります。サレヤ広場ではマル
シェ（市場）が開かれ、火曜日から日曜
日には花市や野菜市、月曜日は骨董市が
立ちます。

旧市街

かつてローマ人が街を築いたという地区
で、今は高級住宅街になっています。
ローマ時代の闘技場が残されており、マ
ティス美術館もこの地区にあります。

シミエ地区

観光地情報
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ニース

コート・ダジュールの中心都市ニースは、世界でもっとも観光客に人

気のある町のひとつです。地中海と山に挟まれた恵まれた立地条件に

加え、イタリアの国境にも近く、伝説的ともいえる穏やかな気候やま

ばゆいばかりの光、変化に富む風景、紺碧色の海と浜辺など、ニース

にしかない数多くの魅力があります。

フランス

Nice
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皇庁が置かれていた中世の約100年間を物語

る貴重な史跡であり、ヨーロッパ最大となる

ゴシック様式の宮殿でもあります。宮殿内は、

当時の栄華を伝える大広間、礼拝堂、内庭回

廊、値が付けられないほど貴重なフレスコ画

で飾られた教皇の私室など25か所が一般公開

されています。

世界遺産 法王庁宮殿

法王庁の裏側は、かつては自然の要塞の役割

を果たしていた岩壁。その上に美しいイギリ

ス式庭園があります。テラスからはローヌ川、

サン・ベネゼ橋、対岸のサンタンドレ要塞、

旧市街、アルピーユ山脈などが一望できます。

ドン岩壁公園

童謡『アヴィニョンの橋の上で』でフランス

人なら誰でも知っている橋。1177年から85年

にかかえて木像の橋が架けられ、1226年に石

造りに建てかえられています。22のアーチに

支えられた全長900メートルの対岸まで届く

立派な橋でしたが、17世紀の大洪水で18の

アーチが流され、現在は川の途中で切れたま

まとなっています。

世界遺産 サン・ベネゼ橋

アヴィニョン駅からプラタナスの並木が涼し

げなレピュブリック通りを法王庁に向かって

まっすぐ行くと行き当たるのがアヴィニョン

の町の中心の時計台広場。市役所と劇場があ

り、14世紀の時計台は今も機械仕掛けの人形

が時を告げ、広場で憩う人々を楽しませてく

れます。

時計台広場

観光地情報
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Avignon

アヴィニョン

ローヌ川のほとりに佇む町。中世の城壁に囲まれた古都で、いたるとこ
ろで絵画のような美しい風景を楽しめます。童謡で有名な「アヴィニョ
ン橋」をはじめ、夜は美しくライトアップされる「法王庁宮殿」、プ
ティ・パレ美術館として利用されている「大司教館」、「アングランド
ン美術館」など、見どころも豊富。また、夏には演劇祭が行われ、街中
が劇場と化します。世界中から観光客が集まり、一段と賑わいます

フランス
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観光地情報【パリ①】
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パリ市内は20の区（Arrondissement：アロンディスマン）に分けられており、中心か
ら外側に向かって時計廻りに配置されています。形がカタツムリに似ていることから
「エスカルゴ（ Escargot ）」とも呼ばれています。街の中央を流れるセーヌ川を挟み
北側が1～4区、8～12区、16～20区がある「右岸」、南側が5～7区、そして13～15区
を含む「左岸」という構成になっています。

● パリ市内 中心部 ●

このエリアの中心となる通りが、凱旋門からコンコルド広

場まで続く全長約1.9㎞、幅約70mのシャンゼリゼ大通り。

プラタナスの街路樹が整然と並ぶ、パリを代表するメイン

ストリート。この通りから南に延びるジョルジュ・サンク

通りや、フランソワ1世通りには洗練されたファッショナブ

ルなブティックが立ち並んでいます。

シャンゼリゼ周辺

1875年、ナポレオン3世の時代に建設された「オペラ座」。

周辺には世界のトップ・ブランド・ショップが並ぶ通りが

交差し、華やかなショッピングエリアを形成。オペラ座裏

のオスマン通りには2軒の大きなデパートがあります。オペ

ラ座前の広場から東西に延びるマドレーヌ、キャプシーヌ、

イタリアンの3つの大通りは総称してグラン・ブルバールと

呼ばれています。

オペラ座周辺

芸術の町パリを代表する世界最大級のルーブル美術館。西

には広大なフランス式庭園のチュイルリー公園が広がりま

す。隣にあるコンコルド広場はパリで最も美しく大きな広

場。かつてマリー・アントワネットなどの処刑が行われた

この広場、今はエジプトから贈られた高さ23mのオベリス

クが立つ観光スポットとして有名です。

ルーブル周辺
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画像参考サイズ 画像参考サイズ

1163年に着工、1345年に完成した初期ゴシック建築の

最高傑作。我らの貴婦人を意味し、聖母マリアに捧げ

られた教会。正面には聖母マリア、最後の審判、聖ア

ンナ、の三つの門があり、キリスト降誕から最後の審

判までの聖書物語と聖母マリアに関連する彫刻が施さ

れています。

◆世界遺産 ノートルダム寺院

1720年、ルイ14世の騎馬像を据えるために造成された

広場。騎馬像は革命で破壊され、のちに権力の座につ

いたナポレオンが広場中央に記念柱を建てました。ホ

テル・リッツやカルティエ本店、ディオール、シャネ

ル、ロレックスなどの高級ブランド店に囲まれた絢爛

豪華な広場となっています。

ヴァンドーム広場

画像参考サイズ

1793年にフランス革命でルイ16世やマリーアントワ

ネット等1343人が処刑された広場。激動の歴史ととも

に「ルイ15世広場」「大革命広場」と変更し今日の

「コンコルド(調和)広場」になりました。シャンゼリセ

通りの出発点。中央に立つオベリスクは、エジプト、

ルクソールから運ばれたものです。

◆世界遺産コンコルド広場 Place de la Conkorde

シャルル・ガルニエによって設計された19世紀の大劇

場。現在もバレエやオペラが上演されており、古典様

式やバロック様式の豪華な内部は見学も可能です。3世

紀前からのオペラに関する資料や、実際に使われた舞

台衣装の数々を展示。大階段や客席の回廊など、劇場

内の美しい装飾も必見です。

オペラ・ガルニエ

ロマネスク・ビザンチン様式の丸い聖堂が特徴の白亜

の寺院。普仏戦争の敗北の後に建てられることのなっ

た「聖なる・心」という名の教会。鐘や資材の丘の上

への運搬や地盤の補強など難工事の末、1914年に出来

上がりました。吹き抜けのドーム頂上からはパリ市街

が見渡せます。

サクレクール寺院

1875年ナポレオン3世の時代に建設されたオペラ座。周

辺には世界のトップ・ブランド・ショップが並ぶ通り

が交差し、華やかなショッピングエリアを形成。オペ

ラ座前の広場から東西に延びるマドレーヌ、キャプ

シーヌ、イタリアンの三つの大通りは総称してグラ

ン・ブルバールと呼ばれています。

オペラ座（オペラ・ガルニエ）Opera Garnier

19世紀末から20世紀にかけて、多くの画家たちに描か

れた街。白亜のサクレクール寺院、似顔絵画家や風景

画家の集まるテルトル広場、19世紀末からピカソやル

ノワール等の画家達が暮らしたアトリエ洗濯船の跡、

モンマルトル博物館などがあります。

モンマルトル

エルメス第1号店があることで有名な高級ブランド街。

それ以外にもカルティエ、グッチ、プラダ、ランバン、

モンクレールなど一流ブランドのブティックが並びま

す。マドレーヌ教会正面を通るロワイヤル通りを境に、

西側がフォーブル・サン・トノーレ通り、東側がサ

ン・トノーレ通りになります。

フォーブル・サン・トノレ通り

画像参考サイズ
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ヴェルサイユ宮殿－Chateau de Versailles－【世界遺産】

“太陽王”ルイ14世の「有史以来、最も大きく豪華な宮殿を建てよ」の言葉のもとに、17世紀から18世紀にかけて約50年
の歳月と莫大な費用を費やして造られた大規模な宮殿。その広大な庭園と贅を尽くした城館はヨーロッパ随一の豪華さ
で、イル・ド・フランス観光のハイライト。グランタパルトマン、鏡の間、オペラの間など宮殿内のどこを見ても華や
かだったフランス宮廷文化の黄金期をしのばせています。見事な庭園を設計したのはパリのチュイルリー庭園も手がけ
たというル・ノートル。当時は連日連夜、貴族たちをヴェルサイユに呼び寄せて、贅沢な祝宴が繰り広げられていたと
いわれています。

エッフェル塔－La Tour Eiffel－【世界遺産】

パリ全体を見下ろす格好でそびえるエッフェル塔は
1889年のパリ万博のために建てられたもの。いまで
こそパリのシンボルとして人々に愛されていますが、
建設当時は街の美観を損なうと批判されたこと
も･･･。しかし、やはりその優美な姿は世界中に数
あるタワーのなかでも屈指。散策しながら見上げる
だけではなく、ぜひ一度上ってみたいものです。塔
には3つの展望台があります。

◆世界遺産 パリ郊外 モン・サン・ミッシェル－Mont Saint-Michel－【世界遺産】（パリ郊外）

ノルマンディー地方とブルターニュ地方との境にあり、コタンタン半島の南西の付け根、遠浅の海の小島。フランス屈
指の人気観光名所であり、キリスト教巡礼地としても有名。8世紀、聖ミカエルが現れたという故事から修道院の建築
が始まり、三層のロマネスク、ゴシック様式など時代を追って増･改築され現在の姿になった。海面から修道院の尖塔
までは海抜約150m。王の門から修道院までは坂道が続き、道の両脇にはホテルやレストラン、みやげ物店などが並ぶ。
かつては満潮になると島への道が消えてしまい、波にのまれた巡礼者も数多かったが、安全なアクセスの為に堤防に
よって陸地と結ばれた。そのせいで砂が堆積してしまいモンサンミッシェルがぐるりと海水で囲まれる姿を見ることは
稀となった。そこで完成したのが760メートルの木製の新しい橋。モンサンミッシェルのもとの姿が復活した。
※パリからはTGVとバス（レンヌにて乗換）を利用して約3時間~3時間30分。
その後無料シャトルバスで約25分。有料シャトル馬車で約35分。

オペラ座（オペラ・ガルニエ－Opera Garnier－）【世界遺産】

パリには２つのオペラ座があり、オペラ通りの突き当たりにあ
る旧オペラ座をオペラ・ガルニエ、1989年に出来た新オペラ座
をオペラ・バスティーユとう呼んでいます。19世紀後半、大規
模な都市企画の一環として建設されたオペラ・ガルニエは大理
石やブロンズなどをふんだんに使った第２帝国政期の傑作のひ
とつ。絢爛豪華なこの劇場はガストン・ルルー作「オペラ座の
怪人」の舞台としても知られています。オペラ・バスティーユ
のほうは２１世紀を見据えた超近代建築で、メインホールでは
コンピューター制御の舞台装置を完備、１９９０年のこけら落
としで旧オペラ座から「オペラ食堂としえ」
旧オペラ座から「オペラ食堂」




