
クロアチア・ワインとカルチャーツアー
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クロアチアのワイン物語

クロアチアは　７世紀からブドウの栽培技術とワイン製品が有名です。クロアチアは
　１９世紀頃、フランスや大部分のヨーロッパの国のためにワインを提供していまし
た。そして今でも私たちの美しい国は、ブドウを栽培している面積当たり栽培してい
る地元の品種の数が最も多い国です。

1000個もの島があるクロアチアを訪れ、あなたの味覚が元気づけられるようなおいし
いワインをお楽しみ下さい。美しいワイン園を歩いていると昔ながらのワイン製造に
ついて知ることができ、豊富な文化と自然遺産に驚かされるでしょう。ドゥブロブニ
クに訪れると、“アドリア海の真珠”とユネスコの世界遺産、そしてプリトヴィッツ
ェ湖群では、最も素晴らしい自然の驚異やその息を呑むような滝に魅了されることで
しょう。

Mandrak Production（マンドラックプロダクション）製作の素晴らしい最新映画“
クロアチアのワイン街道”に触発されて誕生した我々のワイン物語のツアーでは、そ
の他にも盛りだくさんの内容を提供しています。
 
私たちの使命はあなたにクロアチア訪問を忘れ難いようにすることです！

**　私たちのツアーの参加者お一人様ずつに　記念品として小さな樽とMandrak 
Production（マンドラックプロダクション）から　映画　”クロアチアのワイン街道“
のＤＶＤを差し上げます。この映画ではワイン作りの不思議な世界に続いて、沿岸
の、そして大陸的なクロアチアを紹介しています。歴史的な地域の人々や土地に出会
い、食べ物やワインをご賞味下さい。
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Holiday Wine Story - 10 Days tour 

１日目～ドゥブロブニク

アドリア海の海岸線に面したクロアチアの中世の町ドゥブロブニク、千年以上の時間を
かけて生み出された文化・歴史遺産の宝庫を訪問。有名な城壁と市内観光 
 
２日目～ペリェシャッツ半島とコルチュラ

クロアチアで２番目に大きいペリェシャッツ半島の観光に向かって旅行は続きます。そ
の一帯を覆っている広大なブドウ園は必見です。Ivo Skaramuča Vinery（イボ・スカラ
ムチャのワイナリー）にて最高品質のワインをご賞味下さい。  

コルチュラ‐南ダルマチアの群島の中に位置するコルチュラ島には、歴史的観光地のコ
ルチュラ市があり、マルコ・ポーロの出生地として知られています。この町は絵に描い
たように美しい広場と中世の雰囲気があるため「リトル・ドゥブロブニク」と呼ばれて
います。  

Toreta Vinery（トレタ　ワイナリー）　にてワイン試飲

高品質の地ワイン、ポシップ、ルカタツ、デザートワインのプロシェックを提供しま
す。ブドウ酒や伝統的なホームメイドの特産品の試食以外にも、家族が100年以上にわ
たり使用してきたブドウ裁培の道具などの美しいコレクションを見ることができます。
多くの賞を勝ち取っている Kunjaš Vinery（クニャシュ　ワイナリー）にてワインの試
飲

３日目～スプリットとヴィス島

次の目的地はスプリット‐20万人の市民はその町に暖かい地中海の雰囲気を与え、い
つまでも若さのある都市です。ユネスコの保護下にあるこの町は　歴史的な道を通りな
がら案内されるディオクティアヌス宮殿の中で、あなたを抱きしめてくれるような広大
な精神と心と共に、1700年もの間都市生活のリズムを育んできました。
ヴィス島へ出発
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４日目～ヴィス島とスプリット

ヴィス島
透明な水の美しさと長年隠されてきた沈没船や魔法の海のような豊富な映像が水中世
界に保護されています。砂島の地盤はブドウ栽培に最も適している為、ヴィス島はダ
ルマチア地方の中でも最高峰のブドウ園の一つとなっています。島の約20%の耕地がブ
ドウ園で覆われています。 

Lipanović Vinery（リパノビッチ　ワイナリー）にてワイン試飲
リパノビッチ）の試飲室は岩石の山腹に穴をあけたトンネルの端にあります。 

Roki’s Vinery（ロッキーズ　ワイナリー）　にてワイン試飲
伝説では、最初Roki（ロッキー）が19世紀前半にジェノアからヴィス島に来たと言わ
れています。 ここで、彼の前の世代が既に確立していたブドウ栽培とブドウ酒醸造を
始めました。Vinery Roki’s（ロッキーワイナリー）はダルマチアにて最初に登録され
たオーガニックワインの製造者です。
スプリットへ出発

５日目～プリトヴィッツェ湖群国立公園 

スプリットから出発

プリトヴィッツェ湖群国立公園はヨーロッパの最もすばらしい自然の驚異の1つです。 
高い樹木が茂った山に取り囲まれていて、透明感のある青緑色の水の美しい湖が16個
連なっています。雷が鳴っているような音の滝によって段々にそれぞれがつながって
おり、湖には多くの川と小川が注ぎ込んでいます。



6

6日目～イストラ半島 

イストラは本当に目の保養ができるところです。 小川は巨人に関する古来の地元の神
話を髣髴させる深い谷と小峡谷を通って海に注ぎます。起伏して続く丘陵地帯は広野と
山頂に小さな町がある谷をのぞみ、いくつかの古い絵を思い出させてくれます。

Marino Markežić - Kabola（マリノ・マルケジッチ～カボラ）にてワイン試飲
カボラは千年の技術で作りだされるクロアチアの初めてのワインメーカー　Marino 
Markežić（マリノ・マルケジッチ）の家族のニックネームです。彼らは土に埋めた古
代ギリシャの壺アンフォラにブドウを数ヶ月間保存します。その後は、2年間熟すため
に樽にそれを入れます。その結果、信じられないような味と香りがあるワインになりま
す。

Moreno Coronica Vinery（モレノ・コロニカ　ワイナリー）にてワイン試飲
Moreno Coronica（モレノ・コロニカ）は、祖先代々の歴史を継ぐことをきめた若いイ
ストラのワインメーカーのひとりです。最新の技術がある彼の大きく新しいワインセー
ラーは土地特有のワインに向けた彼の心意気、信念、および情熱により、大きな成功を
収めています。 

Istravino d.d. Vinery（イストラビーノ会社ワイナリー）にてワイン試飲
豊かなワインの歴史の一部は、イストラビーノの貯蔵室に眠っています。総容積約200
万リットルのワインがあり、オーストリアのレンガ樽、木製の樽、近代的なステンレス
の樽などで寝かされており、キュヴェやオークの樽熟もあります。
 
７日目～イストラ半島

ポレッチは、イストラの西海岸の中心に位置する町です。 文化、観光、スポーツ、お
よびエンターテインメントの町であり、公共の場所の美しさとその清潔さでいくつもの
賞を与えられています。
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Agrolaguna d.d.（アグロラグーナ社）にてワイン試飲とオリーブオイル試食
ポレッチのオリーブはイストラの太陽の下で生まれ育てられました。何世紀もの間肥
沃土のすべての栄養や豊かな気候を吸収しながら、豊かな味で高い品質のオリーブオ
イルが作られてきました。 イストラの西海岸の中心に位置する町ポレッチの観光があ
ります。 古代ローマ時代以来ポレッチの街は、著名なモザイク画が見られ、1997年に
世界遺産としてユネスコに登録された6世紀のエウフラシウス聖堂建築群など、オリジ
ナルの構造と多数の文化的で歴史的な記念碑を保存しています。

ザグレブへ移動

８日目～ザグレブ 

民族衣装を着たガイドと市内観光　そしてコーヒーとペッパークッキー
クロアチアの著名人に変装したガイドと共に、伝統と現代思潮が混ざり合った町で首
都でもあるザグレブの隠れた魅力に踏み込みましょう。
 

ヤストレバルスコの　Mladina Cellar（ムラディナ　セーラー）にて　ワイン試飲
ザグレブから30キロ南東に行くと、見渡せる限り高品質のぶどう園が広がっていて、
二つとない美しさを持つ丘の斜面やプレシヴィッツァの谷が並んでいます。異なった
ロケーション、好都合な微気候、および最高のブドウ作りの千年の経験がこの地域の
特有さを生み出したのです。 

Family Tomac Vinery（ファミリー・トマツ　ワイナリー）　にてワイン試飲
トマツ家では4ヘクタールの土地で、グラシェヴィナ、シャルドネ、ラインリーズリ
ング、ピノ・ノワール、シャルドネプレミエ、ソーヴイニョン、ヴェトリナッツレッ
ド、ポルトギーザー―ノワール、プラベツ、シペリュ、シュタイエル・ベリンとポル
トギーザー・ロゼなどを栽培しています 
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９日目～クティエヴォ地域とスラボニア地域

Ivan Enjingi Cellar（イバン・エ二ンギ　セーラー）にてワイン試飲
50エーカーのブドウ園を有するこの家庭経営の農家は、個人ワイナリーとしては最大
のものです。

Kutjevački Cellars（クティエヴァチキ　セラー）　にてワイン試飲
ザグレブから200kmほど東に位置するクティエヴォのクティエヴォ・セーラーは、ブ
ドウを栽培して、赤と白ワイン(グラシェヴィナ、ホワイトピノ、ラインスキリズリン
グ、リズバナッツ、トラミナッツ、ムシュカット、レッドピノ)を生産しています。ク
ティエヴォのワイン生産は大昔までさかのぼります。

Vlado Krauthaker Vinery（ブラド・クラウトハケル　ワイナリー）　にてワイン試飲
ブドウ栽培や非常に良いワインを生産すること伝統は、農業学を修めた耕作者でワイ
ン研究家、家族経営のViticulture（ヴィティカルチャー）とWinery Krauthaker（クラ
ウトハケル・ワイナリー）のオーナーであるVlado Krauthaker（ブラド・クラウトハケ
ル）氏によってその価値を認識され、広く知られるようにもなりました。

１０日目～オシエクとザグレブ

オシエクでは、スポーツ、狩り、釣りもでき、価値が高く他では見られない歴史スポッ
ト、土地固有の植物、動物、そして食べ物があり、豊かな文化・歴史が詰まった場所で
す。

Iločki podrumi（イロチュキ・ポドルミ）　にてワイン試飲
Iločki podrumi（イロチュキ・ポドルミ）園は1999年から現在の組織形態になり、それ
はローマ時代からの長くて豊かな歴史があるビジネスの伝統を誇っています。

クロアチアにおける最初の個人ワイナリーの Zdjelarević Vinery（ズディエラレヴィチ
　ワイナリー）にてワイン試飲。彼らは、ブドウ栽培の伝統を蘇らせることを率先して
奨励して、開発しました。
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Platinum Wine Story - 7 Days tour 
(including Island Vis) 

１日目～ドゥブロブニクとペリェシャッツ半島

アドリア海の海岸線に面したクロアチアの中世の町ドゥブロブニク、千年以上の時間
をかけて生み出された文化・歴史遺産の宝庫を訪問。 
 
クロアチアで２番目に大きいペリェシャッツ半島の観光に向かって旅行は続きます。
その一帯を覆っている広大なブドウ園は必見です。Ivo Skaramuča Vinery（イボ・ス
カラムチャのワイナリー）にて最高品質のワインをご賞味下さい。  

２日目～スプリット

次の目的地はスプリット‐20万人の市民はその町に暖かい地中海の雰囲気を与え、い
つまでも若さのある都市です。ユネスコの保護下にあるこの町は　歴史的な道を通り
ながら案内されるディオクティアヌス宮殿の中で、あなたを抱きしめてくれるような
広大な精神と心と共に、1700年もの間都市生活のリズムを育んできました。

ヴィス島へ出発

３日目～ヴィス島とシべニック

透明な水の美しさと長年隠されてきた沈没船や魔法の海のような豊富な映像が水中世
界に保護されています。砂島の地盤はブドウ栽培に最も適している為、ヴィス島はダ
ルマチア地方の中でも最高峰のブドウ園の一つとなっています。島の約20%の耕地が
ブドウ園で覆われています。 
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Lipanović Vinery（リパノヴィッチ　ワイナリー）にてワイン試飲
リパノヴィッチの試飲室は岩石の山腹に穴をあけたトンネルの端にあります。 

Roki’s Vinery（ロッキーズ　ワイナリー）　にてワイン試飲
伝説では、最初Roki（ロッキー）が19世紀前半にジェノアからヴィス島に来たと言わ
れています。 ここで、彼の前の世代が既に確立していたブドウ栽培とブドウ酒醸造を
始めました。Vinery Roki’s（ロッキーワイナリー）はダルマチアにて最初に登録され
たオーガニックワインの製造者です。

シべニックはアドリア海東海岸の中央部に位置し、最もよく保護された自然の港にあ
ります。美しいクルカ川の河口が見られ、そこには豊かなクロアチア史の源もあり、
最初の開拓者であるクロアチア人が手付かずの青く美しい海に見入った場所かもしれ
ません。 

Vinoplod d.d. Vinery（ヴィノプロード会社　ワイナリー　）にてワイン試飲 
何世紀にもわたり育まれてきたワイン製造の伝統によってそのビジョンが定められた
ワイナリーです。市場では、ユーレ、デビ、ロゼ、プラヴィナ、カベルネ、メルロ
ー、バビチ、コモヴィッツァ、ロゾヴァッチャ、トラバリッツァ、プロセッコという
特有な製品として販売されています。 

４日目～ベンコヴァッツ、ザダルとイストラ半島

Vinery Benkovac - Badel 1862 d.d.（バーデル　１８６２会社―　ベンコヴァツ　ワイ
ナリー）にてワイン試飲
強い夏の太陽と冷たい冬の風の下では、ベンコヴァッツ農園の肥沃土が、Benkovački 
Rose（ベンコヴァチュキ・ロゼ）が作られているフランスの品種のブドウ栽培に理想
的な土地となっています。 

ザダルは、豊かな文化遺産、古代や中世、そしてルネッサンスの時代の遺跡や記念碑
のコレクション、世界初の海のオルガンに代表される多数の現代建築と共に、お客様
を歓迎しています。
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イストラ半島へ出発

イストラは本当に目の保養ができるところです。 小川は巨人に関する古来の地元の
神話を髣髴させる深い谷と小峡谷を通って海に注ぎます。起伏して続く丘陵地帯は広
野と山頂に小さな町がある谷をのぞみ、いくつかの古い絵を思い出させてくれます。

Moreno Coronica Vinery（モレノ・コロニカ　ワイナリー）にてワイン試飲
Moreno Coronica（モレノ・コロニカ）は、祖先代々の歴史を継ぐことをきめた若い
イストラのワインメーカーのひとりです。最新の技術がある彼の大きく新しいワイン
セーラーは土地特有のワインに向けた彼の心意気、信念、および情熱により、大きな
成功を収めています。 

５日目～イストラ半島 

Istravino d.d.  Vinery（イストラビーノ会社ワイナリー）にてワイン試飲
豊かなワインの歴史の一部は、イストラビーノの貯蔵室に眠っています。総容積約
200万リットルのワインがあり、オーストリアのレンガ樽、木製の樽、近代的なステ
ンレスの樽などで寝かされており、キュヴェやオークの樽熟もあります。

ポレッチは、イストラの西海岸の中心に位置する町です。古代ローマ時代以来ポレッ
チの街は、著名なモザイク画が見られ、1997年に世界遺産としてユネスコに登録され
た6世紀のエウフラシウス聖堂建築群など、オリジナルの構造と多数の文化的で歴史的
な記念碑を保存しています。

Agrolaguna d.d.（アグロラグーナ会社）にてワイン試飲とオリーブオイル試食
ポレッチのオリーブはイストラの太陽の下で生まれ育てられました。何世紀もの間肥
沃土のすべての栄養や豊かな気候を吸収しながら、豊かな味で高い品質のオリーブオ
イルが作られてきました。  
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ザグレブへ出発

ヤストレバルスコの　Mladina Cellar（ムラディナ　セーラー）にて　ワイン試飲
ザグレブから30キロ南東に行くと、見渡せる限り高品質のぶどう園が広がっていて、
二つとない美しさを持つ丘の斜面やプレシヴィッツァの谷が並んでいます。異なった
ロケーション、好都合な微気候、および最高のブドウ作りの千年の経験がこの地域の
特有さを生み出したのです。 

６日目～ザグレブ、クティエボ地域とスラボニア地域

クロアチア共和国の首都ザグレブへようこそ。ザグレブは中央ヨーロッパの古都で
す。 何世紀もの間文化と科学の中心地として栄え、現在では商工業も盛んになりまし
た。 それはアドリア海と中央ヨーロッパ間の重要なルートに位置します。

Ivan Enjingi Cellar（イバン・エ二ンギ　セーラー）にてワイン試飲
50エーカーのブドウ園を有するこの家庭経営の農家は、個人ワイナリーとしては最大
のものです。

Kutjevački Cellars（クティエヴァチキ　セラー）　にてワイン試飲
ザグレブの200kmの東に位置するクティエヴォのKutjevo Cellars（クティエヴァチキ
　セラー）は、ブドウを栽培して、赤と白ワイン(グラシェヴィナ、ホワイトピノ―、
ラインスキリズリング、リズバナッツ、トラミナッツ、ムシュカット、レッドピノー)
を生産しています。 クティエヴォのワインの生産は大昔までさかのぼります。

Vlado Krauthaker Vinery（ブラド・クラウトハケル　ワイナリー）　にてワイン試飲
ブドウ栽培や非常に良いワインを生産すること伝統は、農業学を修めた耕作者でワイ
ン研究家、家族経営の Viticulture（ヴィティカルチャー）と Winery Krauthaker（ク
ラウトハケル・ワイナリー）のオーナーであるVlado Krauthaker（ブラド・クラウト
ハケル）氏によってその価値を認識され、広く知られるようにもなりました。
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７日目～オシエクとザグレブ

オシエクでは、スポーツ、狩り、釣りもでき、価値が高く他では見られない歴史スポ
ット、土地固有の植物、動物、そして食べ物があり、豊かな文化・歴史が詰まった場
所です。

Iločki podrumi（イロチュキ・ポドルミ）　にてワイン試飲
Iločki podrumi（イロチュキ・ポドルミ）園は1999年から現在の組織形態になり、そ
れはローマ時代からの長くて豊かな歴史があるビジネスの伝統を誇っています。

クロアチアにおける最初の個人ワイナリーの Zdjelarević Vinery（ズディエラレヴィ
チ　ワイナリー）にてワイン試飲。彼らは、ブドウ栽培の伝統を蘇らせることを率先
して奨励して、開発しました。
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Golden Wine Story - 7 Days

１日目～ドゥブロブニク

アドリア海の海岸線に面したクロアチアの中世の町ドゥブロブニク、千年以上の時間
をかけて生み出された文化・歴史遺産の宝庫を訪問。有名な城壁と市内観光  

２日目～ペリェシャッツ半島とスプリット

クロアチアで２番目に大きいペリェシャッツ半島の観光に向かって旅行は続きます。
その一帯を覆っている広大なブドウ園は必見です。Ivo Skaramuča Vinery（イボ・ス
カラムチャのワイナリー）にて最高品質のワインをご賞味下さい。  
次の目的地はスプリット‐20万人の市民はその町に暖かい地中海の雰囲気を与え、い
つまでも若さのある都市です。ユネスコの保護下にあるこの町は　歴史的な道を通り
ながら案内されるディオクティアヌス宮殿の中で、あなたを抱きしめてくれるような
広大な精神と心と共に、1700年もの間都市生活のリズムを育んできました

３日目～シべニック、ベンコヴァッツとザダル

何世紀にもわたり育まれてきたワイン製造の伝統によってそのビジョンが定められた
ワイナリーです。市場では、ユーレ、デビ、ロゼ、プラヴィナ、カベルネ、メルロ
ー、バビチ、コモヴィッツァ、ロゾヴァッチャ、トラバリッツァ、プロセッコという
特有な製品として販売されています。
シべニックはアドリア海東海岸の中央部に位置し、最もよく保護された自然の港にあ
ります。美しいクルカ川の河口が見られ、そこには豊かなクロアチア史の源もあり、
最初の開拓者であるクロアチア人が手付かずの青く美しい海に見入った場所かもしれ
ません。
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Vinery Benkovac - Badel 1862 d.d.（バーデル　１８６２会社―　ベンコヴァツ　ワイ
ナリー）にてワイン試飲
強い夏の太陽と冷たい冬の風の下では、ベンコヴァッツ農園の肥沃土が、Benkovački 
Rose（ベンコヴァチュキ・ロゼ）が作られているフランスの品種のブドウ栽培に理想
的な土地となっています。
ザダルは、豊かな文化遺産、古代や中世、そしてルネッサンスの時代の遺跡や記念碑
のコレクション、世界初の海のオルガンに代表される多数の現代建築と共に、お客様
を歓迎しています。

４日目～プリトヴィッツェ湖群国立公園とイストラ半島

プリトヴィッツェ湖群国立公園はヨーロッパの最もすばらしい自然の驚異の1つです。 
高い樹木が茂った山に取り囲まれていて、透明感のある青緑色の水の美しい湖が16個
連なっています。雷が鳴っているような音の滝によって段々にそれぞれがつながって
おり、湖には多くの川と小川が注ぎ込んでいます。 

イストラは本当に目の保養ができるところです。 小川は巨人に関する古来の地元の
神話を髣髴させる深い谷と小峡谷を通って海に注ぎます。起伏して続く丘陵地帯は広
野と山頂に小さな町がある谷をのぞみ、いくつかの古い絵を思い出させてくれます。

イーストリア半島の Marino Markežić - Kabola（マリノ・マルケジッチ－カボラ）に
てワイン試飲
カボラは千年の技術で作りだされるクロアチアの初めてのワインメーカー　Marino 
Markežić（マリノ・マルケジッチ）の家族のニックネームです。彼らは土に埋めた古
代ギリシャの壺アンフォラにブドウを数ヶ月間保存します。その後は、2年間熟すため
に樽にそれを入れます。その結果、信じられないような味と香りがあるワインになり
ます。 
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５日目～イストラ半島

Moreno Coronica Vinery（モレノ・コロニカ　ワイナリー）にてワイン試飲
Moreno Coronica（モレノ・コロニカ）は、祖先代々の歴史を継ぐことをきめた若い
イストラのワインメーカーのひとりです。最新の技術がある彼の大きく新しいワイン
セーラーは土地特有のワインに向けた彼の心意気、信念、および情熱により、大きな
成功を収めています。 

Istravino d.d.  Vinery（イストラビーノ会社ワイナリー）にてワイン試飲
豊かなワインの歴史の一部は、イストラビーノの貯蔵室に眠っています。総容積約
200万リットルのワインがあり、オーストリアのレンガ樽、木製の樽、近代的なステ
ンレスの樽などで寝かされており、キュヴェやオークの樽熟もあります。

Agrolaguna d.d.（アグロラグーナ会社）にてワイン試飲とオリーブオイル試食
ポレッチのオリーブはイストラの太陽の下で生まれ育てられました。何世紀もの間肥
沃土のすべての栄養や豊かな気候を吸収しながら、豊かな味で高い品質のオリーブオ
イルが作られてきました。イストラ西海岸の中心地ポレッチの観光。古代ローマ時代
以来ポレッチの街は、著名なモザイク画が見られ、1997年に世界遺産としてユネスコ
に登録された6世紀のエウフラシウス聖堂建築群など、オリジナルの構造と多数の文化
的で歴史的な記念碑を保存しています。

６日目～ザグレブ、クティエボ地域とスラボニア地域

民族衣装を着たガイドと市内観光　そしてコーヒーとペッパークッキー
クロアチアの著名人に変装したガイドと共に、伝統と現代思潮が混ざり合った町で首
都でもあるザグレブの隠れた魅力に踏み込みましょう。 
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ヤストレバルスコの　Mladina Cellar（ムラディナ　セーラー）にて　ワイン試飲
ザグレブから30キロ南東に行くと、見渡せる限り高品質のぶどう園が広がっていて、
二つとない美しさを持つ丘の斜面やプレシヴィッツァの谷が並んでいます。異なった
ロケーション、好都合な微気候、および最高のブドウ作りの千年の経験がこの地域の
特有さを生み出したのです。 

Family Tomac Vinery（ファミリー・トマツ　ワイナリー）　にてワイン試飲
トマツ家では4ヘクタールの土地で、グラシェヴィナ、シャルドネ、ラインリーズリ
ング、ピノ・ノワール、シャルドネプレミエ、ソーヴイニョン、ヴェトリナッツレッ
ド、ポルトギーザー―ノワール、プラベツ、シペリュ、シュタイエル・ベリンとポル
トギーザー・ロゼなどを栽培しています 

Ivan Enjingi Cellar（イバン・エ二ンギ　セーラー）にてワイン試飲
50エーカーのブドウ園を有するこの家庭経営の農家は、個人ワイナリーとしては最大
のものです。

Kutjevački Cellars（クティエヴァチキ　セラー）　にてワイン試飲
ザグレブから200kmほど東に位置するクティエヴォのクティエヴォ・セーラーは、ブ
ドウを栽培して、赤と白ワイン(グラシェヴィナ、ホワイトピノ、ラインスキリズリン
グ、リズバナッツ、トラミナッツ、ムシュカット、レッドピノ)を生産しています。ク
ティエヴォのワイン生産は大昔までさかのぼります。

Vlado Krauthaker Vinery（ブラド・クラウトハケル　ワイナリー）　にてワイン試飲
ブドウ栽培や非常に良いワインを生産すること伝統は、農業学を修めた耕作者でワイ
ン研究家、家族経営の Viticulture（ヴィティカルチャー）とWinery Krauthaker（ク
ラウトハケル・ワイナリー）のオーナーである Vlado Krauthaker（ブラド・クラウト
ハケル）氏によってその価値を認識され、広く知られるようにもなりました。

１０日目～オシエクとザグレブ

オシエクでは、スポーツ、狩り、釣りもでき、価値が高く他では見られない歴史スポ
ット、土地固有の植物、動物、そして食べ物があり、豊かな文化・歴史が詰まった場
所です。

クロアチアにおける最初の個人ワイナリーのZdjelarević Vinery（ズディエラレヴィチ
　ワイナリー）にてワイン試飲。彼らは、ブドウ栽培の伝統を蘇らせることを率先し
て奨励して、開発しました。
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Dalmatian Wine Story - 3 days tour

1日目～ドゥブロブニク

アドリア海の海岸線に面したクロアチアの中世の町ドゥブロブニク、千年以上の時間
をかけて生み出された文化・歴史遺産の宝庫を訪問。 

２日目～ペリェシャッツ半島とコルチュラ 

クロアチアで２番目に大きいペリェシャッツ半島の観光に向かって旅行は続きます。
その一帯を覆っている広大なブドウ園は必見です。Ivo Skaramuča Vinery（イボ・ス
カラムチャのワイナリー） とKorta Katarina Vinery （コルタ・カタリーナ・ワイナ
リー）にて最高品質のワインをご賞味下さい。
コルチュラ‐南ダルマチアの群島の中に位置するコルチュラ島には、歴史的観光地の
コルチュラ市があり、マルコ・ポーロの出生地として知られています。この町は絵に
描いたように美しい広場と中世の雰囲気があるため「リトル・ドゥブロブニク」と呼
ばれています。 

３日目～コルチュラとドゥブロブニク

Toreta Vinery（トレタ　ワイナリー）　にてワイン試飲
高品質の地ワイン、ポシップ、ルカタツ、デザートワインのプロシェックを提供します。
ブドウ酒や伝統的なホームメイドの特産品の試食以外にも、家族が100年以上にわたり使
用してきたブドウ裁培の道具などの美しいコレクションを見ることができます。多くの賞
を受け取っているKunjaš Vinery（クニャシュ・ワイナリー）にてワインの試飲

ドゥブロブニクに戻る



Hidden Treasure Wine Story - Istria
2 days programme 

１日目

ザグレブを出発してグロジュニャンへ移動
グロジュニャンの観光は自家製のはちみつブランデーと干しイチジクのテイスティン
グ付き
イストラの北西部にグロジュニャンという古代都市がありますが、それは海から15km
の場所に位置し、そこでは多くの伝統、文化遺産、および自然美が芸術という形で更
に高められており、町の誇りともなっています。今日、多数の文化・歴史スポットは
文化行事やエンターテインメントの舞台として使用されています。
 
Marino Markežić - Kabola Vinery （マリノ・マルケジッチ－カボラ ・ワイナリー）
にてワインとオリーブオイルのテイスティング
カボラは千年の技術で作りだされるクロアチアの初めてのワインメーカー　Marino 
Markežić（マリノ・マルケジッチ）の家族のニックネームです。彼らは土に埋めた古
代ギリシャの壺アンフォラにブドウを数ヶ月間保存します。その後は、2年間熟すため
に樽にそれを入れます。その結果、信じられないような味と香りがあるワインになり
ます。 

Moreno Coronica Vinery（モレノ・コロニカ　ワイナリー）にてワイン試飲
Moreno Coronica（モレノ・コロニカ）は、祖先代々の歴史を継ぐことをきめた若い
イストラのワインメーカーのひとりです。最新の技術がある彼の大きく新しいワイン
セーラーが成功を収めているのは、伝統というよりは、土地特有のワインに向けた彼
の心意気、信念、および情熱によるものです。イストラ最高峰のワイン製造業者の一
人となったのにもこんな理由がありました。

Istravino d.d.  Vinery（イストラビーノ会社ワイナリー）にてワイン試飲
豊かなワインの歴史の一部は、イストラビーノの貯蔵室に眠っています。総容積約
200万リットルのワインがあり、オーストリアのレンガ樽、木製の樽、近代的なステ
ンレスの樽などで寝かされており、キュヴェやオークの樽熟もあります。 19
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２日目

ロビニの観光
狭い中世の通りと暖かい地中海の町の魅力を感じてください。町の主要教会である聖
エウフェミア教会には聖人の聖遺物が保管されており、イストラで最も美しいバロッ
ク建築のひとつとなっています。高台のその教会から見える景色は、外洋や遠くに見
られる多数の小島など、息を呑むようなパノラマが広がっています。

Agrolaguna d.d.Vinery （アグロラグーナ会社ワイナリー）にてワイン試飲
Agrolaguna （アグロラグーナ）は、白と赤のブドウの種類を育てている300ha以上の
農園を有し、著名なイストラワインであるマルヴァジィア，テラン、ムシュカット、
ボルゴーニャ、その他の品種を栽培しています。

Matošević Vinery（マトシェヴィッチ・ワイナリー）にてワイン試飲
Ivica Matošević（イビツァ・マトシェヴィッチ）は、現在クロアチアで最も有名な
ワインメーカーのひとりです。ワイン生産の伝統がある家族から引き継いだのではな
く、趣味として、そしてワインに対する愛情を持って90年代の半ばに製造を始めまし
た。しかしながら、比較的短い期間で多くの結果を出しています。

リム運河に沿って散策
ロビニ北部は川が流れる渓谷やリム運河にかかっており、リム湾、あるいはリムフィ
ヨルドとしても知られています。リム運河は、イストラの丁度中心にあるパズィンの
町近くまで広がっている長さ35kmのリムドラガのくぼみの一部に当たります。 運河
自体は全長10km以上あり、両側は最高で100mの高さがある急な丘によって囲まれて
います。.

ポレッチの観光
ポレッチの旧市街の中心には、長く激動の歴史が残した過去の面影が残っています。
古代ローマの時代から現在まで2000年以上が経過しましたが、ポレッチの街はその昔
から残る建築物や多くの文化・歴史遺産を大切に保管してきました。特筆に価するの
は、その特有のモザイクが有名で1997年に世界遺産としてユネスコに登録された6世
紀のエウフラシウス聖堂です。
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バレディネ洞窟の観光 
日光の光と人の目から離れたところで、何千年もかかって形成された神秘的な自然の
模様に触れてください。この洞窟は、水の長年の蓄積で作成された石筍と錘乳石、地
下彫刻の宝庫です。この冒険旅行の興味深い部分は、地下世界の動物にも遭遇できる
点です。訪問者は、このカルスト地帯のディナラ山脈固有の動物である類人魚(ホライ
モリ)を発見されることでしょう。このカルスト地帯のみで見られる動物です。

Agrolaguna d.d.（アグロラグーナ会社）にてオリーブオイルとチーズのテイスティ
ングテイスティングポレッチのオリーブはイストラの太陽の下で生まれ育てられまし
た。何世紀もの間肥沃土のすべての栄養や豊かな気候を吸収しながら、豊かな味で高
い品質のオリーブオイルが作られ、その味や香りは全てのお料理に欠かせない隠し味
となっています。 

ザグレブに到着
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Capital Wine Story -Zagreb County 
2 days programme 

１日目

ザグレブを出発してヴェリカ・ゴリッツァへ移動
ドニャ・ロムニツァのモディッチ‐ベデコヴィチ館を訪問 
大きく古い菩提樹の下、ゆるやかな台地に広がる集落の端にモディッチ‐ベデコヴィ
チ館があります。それは、トゥロポリェの貴族の木造の館で、現存する貴重なその土
地独特の建設物であります。それは1806年に建てられました。この土地の典型的な構
造になっており、1階には農舎、2階には住宅部分があります。全てが過去の雰囲気を
留めており、内装に関しても本来の様子がよく保存されています。

ヴェリカ・ゴリッツァのトゥロポリェ博物館を訪問 
この地域の歴史を更に深く学ぶのであれば、ここ40年間外せない存在になっているの
がこの博物館です。この新しく修復された建物は、その昔トゥロポリェの貴族の自治
体の役場であった為、建物自体がこの町の豊かな歴史において大きな役割を担ってい
ました。

アンダウトニア訪問 
ポサヴィナ地方のサヴァ川の右岸に、アンダウトニアというローマの町の遺跡が発見
されたことで有名なシュチタリエヴォ村があります。アンダウトニアは、シスキア―
ポエトヴィオ（シサク‐プトゥイ）間の主要なローマ道に沿って建設されましたが、
近くにはエモナ（リュブリャナ）からシサク、そして更に東方に延びていたもう一つ
のローマの主要道路で、“サヴァの高速”と呼ばれていた道からも近くにありました。
アンダウトニアは細長い六角形の形をしており、水道設備や公衆浴場、そしてサヴァ
川の港を有していました。民族移動の後にそれは荒廃しましたが、1世紀から4世紀ま
での期間はその地域の行政や文化の中心地でありました。
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エコ村　グラドゥニェ
ワインの豊富なこの地域の伝統に従い、エコ村グラドゥ二ェでは、昔の木造の家でエ
コフードや料理などを提供する昔の田舎の生活を再現しています。 
エコ村の散策

Stjepan JarecとKristijan Kure Vinery（スティエパン・ヤレッツとクリスティヤン・
クレのワイナリー）にてワインの試飲
Sv. Ivan Zelina（聖イヴァン・ゼリナ）の周りのブドウ園はこの州の中でも最もすばら
しいものの1つです。 ブドウ酒造りの長い伝統があります。メインの品種で最も有名
なワインはホワイトのピノーです。 

サモボルで1泊

２日目

サモボル観光　
コーヒーとサモボル名物のカスタードパイ（クレムシュニタ）付き
（サモボル博物館の入場料込み）絵のように美しく小さな町サモボルは、サモボル山
脈の麓の肥沃なサヴァ川周辺地域に位置しています。 ここは町全体が博物館のよう
な町で、そのタイプの町のよい例となっています。全ての家、広場、そして通りが、
自身の歴史的な話があります。その豊かな歴史は、現在の町の上に見られる中世の城
塞跡にて、あるいはサモボル市立博物館の多くの展示品の中で見て取ることができま
す。その料理や興味深い行事などで有名なサモボルですが、何といってもカーニバル
シーズンに開かれるものが一番有名です。

エコ村ジュンベラックへ出発
絵のように美しいラコヴィッツェの川が流れる谷にジュンべラック－サモボル山脈自
然公園があり、そこには1994年にエコ村ジュンベラックがオープンしました。それ以
来、自然公園の中で最も多くの旅行者が集まる場所となっています。来訪者は全てが“
ワイルド・ウェスト”の匂いに包まれた伝統の暖かさを感じながら、完全なる荒野を体
感でき、周りの手付かずの自然を通して先史時代との繋がりを感じて頂けます。（ジ
ュンべラック丘でクウォードバイクも体験できます)

サモボル－ルデ－プレシヴィッツァ－ヤストレバルスコのパノラマ街道を走っていき
ます
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ヤストレバルスコの聖マリア教会訪問

Tomac Vinery（トマツワイナリー）にてワイン試飲 
シプコヴィッツェとブレスニツェの高く突き出している土地がありますが、トマツワ
イナリーは、そのプレシヴィッツァ－オキチブドウ園の急で太陽がさんさんと降り注
ぐ丘に位置します。この楽園のようなブドウ園は、最高の特徴を備えたブドウを栽培
しています。トマツファミリーは4ヘクタールの土地で、グラシェヴィナ、シャルド
ネ、ラインリーズリング、ピノ・ノワール、シャルドネプレミエ、ソーヴィ二ョン、
ヴェトリナッツレッド、ポルトギーザー・ノワール、プラベツ、シペリュ、シュタイ
エル・ベリンとポルトギーザー・ロゼなどを栽培しています。隅々まで豊かな味わい
のこの品種は、特有の味、香り、風味があります。 

Mladina Vinery（ムラディナ　ワイナリー）にてワイン試飲
ザグレブから30キロメートル南東に行った場所にある丘の斜面とプレシヴィッツァ丘
の谷は又とない美しさに囲まれた土地で、見渡す限り高品質のブドウのつるが並んで
います。異なったロケーション、好都合な微気候、および最高のブドウ作りの千年の
経験がこの地域の特有さを生み出しているのです。
ムラディナのプレシヴィッツァワインは　洗練された味、香り、そしていつももう一
口飲みたくなるような魅惑を持ちあわせています。これら全てのお陰で精神がリラッ
クスし、快適に感じるのです。
   

ザグレブに到着
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Executive Wine Story - Zagreb County 
One day programme 

ザグレブを出発してサモボルへ移動
コーヒーとサモボル名物のカスタードパイ（クレムシュニタ）付き
（サモボル博物館の入場料込み）
絵のように美しく小さな町サモボルは、サモボル山脈の麓の肥沃なサヴァ川周辺地域
に位置しています。 ここは町全体が博物館のような町で、そのタイプの町のよい例と
なっています。全ての家、広場、そして通りが、自身の歴史的な話があります。その
豊かな歴史は、現在の町の上に見られる中世の城塞跡にて、あるいはサモボル市立博
物館の多くの展示品の中で見て取ることができます。その料理や興味深い行事などで
有名なサモボルですが、何といってもカーニバルシーズンに開かれるものが一番有名
です。
 

エコ村ジュンベラックへ出発
絵のように美しいラコヴィッツェの川が流れる谷にジュンべラック－サモボル山脈自
然公園があり、そこには1994年にエコ村ジュンベラックがオープンしました。それ以
来、自然公園の中で最も多くの旅行者が集まる場所となっています。来訪者は全てが“
ワイルド・ウェスト”の匂いに包まれた伝統の暖かさを感じながら、完全なる荒野を体
感でき、周りの手付かずの自然を通して先史時代との繋がりを感じて頂けます。（ジ
ュンべラック丘でクウォードバイクも体験できます)

サモボル－ルデ－プレシヴィッツァ－ヤストレバルスコのパノラマ街道を走っていき
ます
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ヤストレバルスコの聖マリア教会訪問
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しています。トマツファミリーは4ヘクタールの土地で、グラシェヴィナ、シャルド
ネ、ラインリーズリング、ピノ・ノワール、シャルドネプレミエ、ソーヴィ二ョン、
ヴェトリナッツレッド、ポルトギーザー・ノワール、プラベツ、シペリュ、シュタイ
エル・ベリンとポルトギーザー・ロゼなどを栽培しています。 

Mladina Vinery（ムラディナワイナリー）にてワイン試飲
ザグレブから30キロメートル南東に行った場所にある丘の斜面とプレシヴィッツァ丘
の谷は又とない美しさに囲まれた土地で、見渡す限り高品質のブドウのつるが並んで
います。異なったロケーション、好都合な微気候、および最高のブドウ作りの千年の
経験がこの地域の特有さを生み出しているのです。

ザグレブに到着
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Mediterra Natura Ltd.
Selišće 6  |  10 000 Zagreb  |  Croatia  |  mediterra@luminus.hr
T +385 (0) 1 6392 857  |  F +385 (0) 1 6198 651

Globtour Event Ltd. CWT Partner for Croatia
Preradovićeva 14, Winkler House  |  10 000 Zagreb  |  Croatia | info@globtour.hr
T +385 (0) 1 4881 114  |  F +385 (0) 1 4881 119  |  ID AB  01 080238927

Croatian Wine & Culture Tours are joint partner project of Mediterra Natura Ltd. and Globtour Event Ltd.


