
コソボ・アルバニア研修旅行 2018 年 7 月 17 日～24 日 

 

 

参加者 

名前 役職 社名 

渡邊 浩一 東京支店長 (株）ワールド航空サービス 

櫻本 竜市 お客様相談室長 株式会社ファイブスタークラブ 

越川 駿   阪急交通社 

志関 良宣 シニアアカウントマネージャー 株式会社クオニイジャパン 

野上 真理子 主任 株式会社ミキ・ツーリスト 

川口 菜津子   株式会社日本橋夢屋 

荒川 夕子 トラベルジェイピー・ナビゲーター (株）ベンチャーリパブリック 

松原 杏子 代表取締役 株式会社やまおとうみ（ワイオーユー） 

野村 容子 旅客営業部 ターキッシュ エアラインズ東京支社 

 

主催者動向 

エニス・ゼマイリ 駐日コソボ大使館、一等書記官 

 

日程 

   時間 内容 

 
1 日目- 火曜日 

2018 年 7 月 17 日 

20:50 成田空港、TK053 便 21 時 40 分発の搭乗ゲート前に集合 

21:40 イスタンブルへ出発、TK053 

 
 

2 日目- 水曜日 

2018 年 7 月 18 日 

   3:50 イスタンブール到着、乗り継ぎ 

   7:50 プリシティナへ出発 TK1017 

   08:30  プリシュティナ国際空港「アデム・ジャシャリ」到着 

   09:00  主催者による出迎の後「シリウスホテル」へ移動  

   09:30  「シリウスホテル」ヘチェックイン（休憩・朝食）– 15 分 



   09:45  ガジメ洞窟へ移動 

   10:25  ガジメ洞窟 観光 (カルスト鍾乳洞) – 20 分  

   10:45  ウルピアーナへ移動 

   11:05  
ウルピアーナ遺跡 観光 

-現在のコソボ国内にある紀元前 2 世紀の古代ローマの街- 20 分 

   11:25  ノボボルド城へ移動 

   12:05 ノボボルド城 観光 (14 世紀建造) – 15 分 

   12:20 グラチャニツアへ移動 

   13:00 グラチャニツア・ホテルにて昼食（ブランチ）とホテル視察– 40 分 

   13:40 アルビ・ショッピングモールヘ移動 

   13:55 アルビ・ショッピングモール 観光– 35 分 

   14:30 
プリシュティナへ移動 (バス車窓よりプリシュティナ観光– 停車なし, 国立図書館、アー

トギャラリー、90 年代の教会) 

   14:50 民族博物館 観光 (18 世紀の文化的遺産) - 15 分  

   15:05 

旧市街からプリシュティナ中心街へ散策とプリシュティナ中心街観光: 

時計台–19 世紀建造; (3 分) 

コソボ政府庁舎と国会; (5 分) 

独立公園とスカンデルベグ像 (アルバニアの貴人・英雄); (5 分) 

マザーテレサ像 (アルバニア人修道女・宣教師、ノーベル賞受賞者); (7 分) 

    15:25 スイスダイヤモンド・ホテル立寄り (ホテル視察) – 15 分 

   15:40 タルティーナ・カフェへ徒歩移動(オプション)  

   15:45 タルティーナ・カフェにて休憩– 20 分(オプション) 

   16:05 ホテル・パーラメントへ徒歩移動 

   16:15 ホテル・パーラメント 視察– 15 分 

   16:30 
シリウス・ホテルヘ戻る (リフレッシュ・休憩、コソボ TO との B2B ミーティングに備え

る) – 35 分 

   17:15 
B2B ミーティング– コソボ TO とスピードデートスタイル （TO：Tourist Operator） 

（会場：シリウス・ホテル・カンファレンスルーム）– 2 時間 

   19:15 シリウス・ホテルの外に集合―夕食会場「プーロ・レストラン」へ向け出発 

   19:35 プーロ・レストランにて夕食  

    21:00 
ソーマ・ブック・ステーションにてドリンク (プリシュティナのナイトライフ探索) – オプ

ション 

 3 日目- 木曜日 

2018 年 7 月 19 日 

    08:30 シリウス・ホテル チェックアウト、出発 

    08:45 カトリック大聖堂見学と大聖堂の塔を上りプリシュティナの街を一望– 30 分 

    09:15  ビル・クリントン像とヒラリー・クリントン像を車窓から見学 



    09:15 マズギット(スルタン・ムラットの墓)へ向け移動 

    09:45 
スルタン・ムラットの墓 見学 

オスマン・トルコ「スルタン・ムラット１世」霊廟- 30 分 

    10:15 プレカズへ移動  

    11:05 
プレカズ戦争メモリアル観光（1999 年戦争の記念碑、戦争の主な出来事の説明と博物館） 

- 40 分 

    11:45 ペヤへ向け移動 (クーラ・ゼネル・ベウト) 

    13:15 クーラ・ゼネル・ベウトにて昼食– 40 分 

    13:55 ルゴヴァ渓谷へ出発  

    14:00 
ルゴヴァ渓谷散策、ZIP ラインへ散歩と体験– 1 時間 

(ZIP ライン体験を希望しない方には渓谷周辺散策) 

    15:00 ペヤへ向け移動 

    15:10 ホテル・ドゥカジニ 視察 Visit at Hotel Dukagjini (site inspection) – 15 min  

    15:25 ホテル・ドゥカジニ にてコーヒーブレイク– 25 分 

    15:50 

ペヤの街散策; 

オールド・ショッピングセンター観光―バザール(街の中心にあるオスマン朝時代の市場)  

民族博物館(18 世紀建造) 

バイラクリモスク (ペヤのバザールの中心にある 15 世紀建造のモスク)と 

ハージ・ベウ・ハマム・ワクスにて有名な伝統帽子（プリス）の製造を見学– 2 時間 

    18:05 ホテル・チャルダキへ移動 

    18:10 ホテル・チャルダキ 視察– 15 分 

    18:25 ユニークへ移動 

    19:00 

クーラへ到着 (伝統的なアルバニアの石造りの家) –Kulla Zyberaj にて 夕食- 

 ”Darka e Lames”というアルバニアの伝統的な感謝祭の食事(日本の新嘗祭) 

「フリ」などの伝統料理の料理体験 

    20:30 ジャコバへ移動 

    21:00 
ジャコバへ到着、ホテル “チャシア・エ・ユパヴェ” (6 名),  

 “ホテル・ハッピー” (3 名) へチェックイン。両ホテルは隣接。 

 4 日目- 金曜日  

2018 年 7 月 20 日 

    08:00 ジャコバ 宿泊ホテルで朝食 

    09:00 ホテル“チャシア・エ・ユパヴェ”の外で集合 

    09:05 ホテル “チャシア・エ・ユパヴェ”と“ホテル・ハッピー”–視察– 10 分 

    09:15 

古都ジャコバ 観光 (全ての見学先は徒歩圏内でお互いに近距離) 

クーラ・アブドゥラ・ペシェ・ドゥレニ（18 世紀建造の塔）見学 

ジャコヴァ オールド・バザール見学(コソボで最も古く地域最大のバザール) 

時計台 通過 (16 世紀建造)  

ジャコヴァ民族博物館(1810 年建造) 見学 



古都手工芸店観光– 40 分 

    09:55 
ハドゥミ・モスク 見学 (16 世紀建造、当時の有名な建築家ミマール・スィナンによる設

計) – 15 分 

    10:10 

“ハニ・イ・ハラチィゼ” 見学 (16 世紀建造の旧ゲストハウス、トルコ・コーヒーと伝統

スイーツをご賞味) 

– 25 分 

    10:35 シュクガーザの森へ移動 

    10:45 ホテル “ラ・ヴィラ” 視察– 15 分 

    11:00 
ジャコヴァからラホベッツへ移動, “Ura Fshejt” へ立ち寄り 

(ハイダイビングで有名な歴史ある石橋)  

    11:30 ラホベッツ ストーンキャッスルにてワインとコニャックを試飲– 40 分 

    12:10 プリズレンへ移動 

    12:40 プリズレン到着 “Te Syla” にてランチ(アルバニアの伝統料理– Qebap) – 1 時間 

    13:40 プリズレンの街散策 (名所は全て徒歩圏内で近接) 

    13:45 
噴水広場 (プリズレンの名所)  

石橋 (丸型のオリエンタルスタイル、16 世紀建造) – 10 分 

    13:55 フィリグリー・ショップ (フィリグリーの作り方見学) – 15 分 

    14:10   ホテル“セレアンダ”へ移動  

    14:15    ホテル・セレアンダ視察– 15 分  

    14:30 

ガズィ・メハメット・パシャ・ハマーム (トルコ風呂)16 世紀建造– 5 分 

ハルベティ・テケ 1605 年建立 – 5 min 

プリズレン・アルバニア・リーグ (博物館) 1878 設立 – 5 分 

    14:45 
マラシュ散策 (“そよ風の場所”公園, 伝統とオリエンタル建築の複合記念碑構成) 

– 20 分 

    15:05 スィナン・パシャ・モスク見学 (1615 年スィナン・パシャにより建造) – 10 分 

    15:15   ホテル・セントラムへ移動 

    15:20 ホテル・セントラム視察– 15 分 

    15:35 プリズレン城へ移動 

    15:55 プリズレン城見学 (6 世紀の建造物) - 15 分 

    16:10     プリズレン城からプレヴァッラへ向かうためプリズレン・メインロードへ徒歩移動 

    16:30      プレヴァッラへ移動 

    17:10      プレヴァッラ到着 (山並みの素晴らしい景観) –散歩- 15 分 

    17:25  “ホテル・シャーリ” チェックイン、休憩– 1 時間 

    18:25 ブレゾヴィツァへ移動 

    18:45 
ブレゾヴィツァ到着 (名高いスキーリゾート)  

短距離ハイキング- 45 分(オプション、休憩可), ヴィラ見学 

    19:30         Mala Brvnara にて夕食 (ブレゾヴィツァ) 



 5 日目- 土曜日  

2018 年 7 月 21 日 

     

07:40 
ホテル・シャーリの外で集合、アルバニアとの国境へ移動 

   09:30  国境検問所に到着、国境にてアルバニアのホストチームと合流、レジャへ移動 

   11:30  古代都市リシウスと国民的英雄ジェルジ・コストリオト・スケンデルベイのお墓 

   12:00 ティラナへ出発 

   13:30  パタネグラレストランで昼食 

   15:15  MAK Albania ホテルでチェックイン、休憩 

   17:00-

18:30  
MAK Albania ホテルでアルバニア旅行業界の方々とミーティング 

   18:30  徒歩でティラナ観光 

 20:00 Dreri レストランで夕食 

 
6 日目- 日曜日 

2018 年 7 月 22 日 

    9:00  クルジャへ出発 

    9:45 クルジャ着 

    10:00 クルジャ旧市街観光 

    12:00 ドゥレスへ出発 

    13:00 ドゥレス着、Belvedere レストランで昼食 

  15:00 ローマ円形競技場を訪問 

  15:30 古代学博物館を訪問 

  16:30 ティラナへ出発 

  17:30 ティラナホテルでチェックイン、休憩 

  18:30 新バザールと Toptani Shopping Center を訪問 

  20:00 Mrizi I Zanave または Floga レストランで夕食 

 
7 日目– 月曜日  

2018 年 7 月 23 日 

    7:30 ホテルで朝食、ベラットへ出発 

    9:30 ベラット着 

  10:00 徒歩でゴリツァ旧市街観光 

  12:00 ベラットで昼食 

  13:30 アポロニア古代学公園へ出発 

  15:00 アポロにア古代学公園を訪問 

  16:00 Mother Theresa 国際空港へ出発 



  18:00 Best Western Park Hotel （Rinas）で夕食 

  19:15 空港チェックイン 

  20:55 イスタンブールへ出発 TK1078 

  23:40 イスタンブール到着、乗り継ぎ 

    
8 日目- 火曜日  

2018 年 7 月 24 日 

   01:40 TK052 東京へ出発 

  19:10 東京到着、解散 

 

 

ホテル視察 

① コソボ 

【プリシュティナ】シリウス（HOTEL SIRIUS） http://www.hotelsirius.net/  

プリシュティナ中心部、マザーテレサ広場へ徒歩 5 分。全 52 室、8 階建ての清潔でスタイリッシュな 4 つ

星ホテル。部屋は広々としていてバスルームも十分なスペースがある。無料のミネラルウォーターあり。

屋上からプリシュティナ市内が見渡せる。朝食も種類が豊富で美味しい。 

【グラチャニツア】グラチャニツア（HOTEL GRACANICA） https://www.hotelgracanica.com/  

2013 年オープンのスイス運営のブティックホテル。世界遺産グラチャニツア修道院観光に便利な立地に

ある。エスニックなデザインのインテリアが非常に可愛らしく、赤を基調としたカーペットがポイントに

なって写真映えするため、女性に喜ばれるホテルである。全 15 室（5 シングル、7 ダブル、3 スタジオル

ーム）のうち、バスタブ付きは 2 部屋のみ。レストランでのランチ・ブッフェも美味しい。 

【プリシュティナ】エメラルド・ホテル（EMERALD HOTEL） http://www.emeraldhotel.info/  

プリシュティナ中心から車で 10 分の立地の 5 つ星ホテル。全 72 室（64 スーペリア・デラックス、1 ハン

ディーキャップ、6 ジュニアスイート、1 プレジデンシャル・スイート）のうち、デラックス以上の部屋に

バスタブが付く。スパが充実しており、屋内・屋外プールやサウナ、各種トリートメントを楽しめる。 

【プリシュティナ】スイスダイヤモンド・ホテル (SWISS DIAMOND HOTEL) http://sdhprishtina.com/home  

2011 年オープンのプリシュティナ中心部、マザーテレサ大通りに面した 5 つ星ホテル。全 141 室で全室

バスタブ付き。高級感あるインテリアの客室、スパ施設のほか、レストランやバーも充実している。 

【プリシュティナ】パーラメント (HOTEL PARLAMENT) http://www.hotelparlament.com/  

プリシュティナ中心部にある 4 つ星ホテル。全 35 室。（時間の関係で、視察不可。）  

2018 年 7 月 19 日木曜日  

  

【ペヤ】ドゥカジニ（HOTEL DUKAGJINI） http://hoteldukagjini.com/   

1956 年オープンのペヤの中心にある歴史ある 5 つ星ホテル。チトーもこのホテルのプレジデンシャル・ス

イートに宿泊した。67 室のうちツインベッドがあるのは 12 室のみ。カフェレストランは、スイーツが充

実しており、現地の客で平日でも賑わう。 

【ペヤ】チャルダキ (HOTEL CARDAK)  

https://web.facebook.com/hotelcardak/  

1989 年オープン。コソボ紛争後 2001 年に再建。全 17 室で部屋の大きさやベッドの配置は様々。ペヤは

マルチカルチャーな町であり、このホテルではソファやドレス、ミシン、楽器などが展示され、伝統と文



化融合の両方を楽しめる。 

バー・レストランの雰囲気も良い。 

【ジャコバ】チャシア・エ・ユパヴェ (ÇARSHIA E JUPAVE) http://www.qarshiaejupave.com/   

約 60 年の歴史を感じる石造りのスタンダードホテルで 2013 年に改装。建物は古く、旧式のエレベータ

ーだが、部屋はコンパクトで必要な設備や備品は揃っている。朝食会場の窓際の席は明るく、メニューは

シンプルで種類もあるが、コーヒーはインスタント。 

【ジャコバ】ハッピー (HOTEL HAPPY) https://www.hotelhappy-ks.com/  

チャシア・エ・ユパヴェと隣接する周辺散策にも立地の良いスタンダードホテル。全 15 室あり、将来的に

3 室増室の予定。部屋タイプにばらつきがあり、バルコニー付きの広めの部屋は 4 部屋のみ。チャシア・

エ・ユパヴェと比較すると少しモダンなホテルである。 

【ジャコバ】ラ・ヴィラ (HOTEL LA VILLA)  

https://web.facebook.com/pages/Hotel-La-Villa   

ジャコバの郊外（車で約 10 分）にあるホテル。部屋タイプは全て異なり、世界の都市名が付けられている。

部屋は清潔感があるが、見学できた中でモナコとローマの部屋はトイレ・シャワーがガラス張りで寝室か

ら丸見えになってしまう。（午前中の見学で且つ満室のため、清掃された部屋の見学不可。） 

【プリズレン】セレアンダ (HOTEL THERANDA) http://hoteltheranda.com/   

プリズレン中心、石橋の近くで大変立地の 4 つ星ホテル。1981 年オープン、2012 年改装。全 92 室のう

ち、ツインは 36 室、バスタブ付は 17 室。スタンダードルームはやや狭め。 

【プリズレン】セントラム (HOTEL CENTRUM) http://hotelcentrumprizren.com/   

プリズレン旧市街にある観光するのに非常に立地の良いモダンなホテル。全 51 室、シャワーのみ。部屋

はコンパクトだが落ち着いていて清潔感がある。スタッフの対応も良い。 

【プレヴァッラ】シャーリ (HOTEL SHARRI) http://www.hotelsharri.com/   

プリズレンから約 20 キロメートル、標高 1200 メートルにある山々の景色が素晴らしいスキーリゾート。

全 32 室（スタンダードルーム 20 室・スペシャルヴィラ 11 室）。客室は広めで清潔感がある。スタンダ

ードルームはシャワーのみ。エレベーターが無いため、ポーターのリクエストが必要。カンファレンスル

ームも完備し、150 人収容できるレストランがある。朝食は景色を楽しみながらテラスで食べられるが、

通常 8 時オープンのため、早朝出発の場合はリクエストが必要。無料のミネラルウォーターあり。 

 

② アルバニア 

【ティラナ】MAK アルバニアホテル（旧シェラトンホテル 7/1 より MAK アルバニアホテルとして開業）

https://www.makalbania.com/  

部屋数１５１部屋 

（1 プレジデンシャル・スイート、55 スイートルーム、95 スタンダードルーム） 

バスタブ付の客室数-不明（少なくとも半数はバスタブ付との情報） 

部屋から部屋への電話 4+部屋番号 

朝食はロビー階メインエントランス入って、左手側（06：30～10：30） 

ビッフェスタイル（研修旅行で最も豪華な品揃え）室内席/テラス席有り 部屋番号の確認、サインなし 

プール（インドア/アウトドア）、フィットネス及びサウナ、スパは宿泊者は無料 

WIFI ロビー及び部屋いずれも可能    

 

【ベラティ】ホテル・ムザカ（HOTEL MUZAKA）http://www.hotel-muzaka.com/  

ベラティの橋を渡ったゴリツァ地区にあるロケーションの良いホテル。世界遺産の町並み同様の白壁で窓



を多く取る伝統建築ホテル。 

部屋数１０部屋（全てシャワー） 

料金４５レク～１００レクと手頃な料金（朝食込） 

部屋の広さは伺っておりませんが 22 ㎡程度と思われる。清潔で使い勝手はよさそうなホテルですので、

FIT か少人数グループに適する。 

 

レストラン 

① コソボ 

【2018 年 7 月 18 日（水）】2 日目昼食：グラチャニツア・ホテルにてブッフェ 

 鶏肉を使った料理が美味しく、マッシュポテトも味が優しい。 

 

 

 

【2018 年 7 月 18 日（水）】2 日目夕食：プリシュティナ 「プーロ」レストランにて 

前菜  ：トマトとモッツァレラチーズのサラダ 9.5 

 おしゃれな見た目で、味もトマトとチーズのバランスがよく丁寧で食べやすい。ソースもバルサミコ酢

とジェノヴァソースで、上品さが感じられる。 

メイン ：ビーフステーキ又はシーバスのグリル 8.5 

 ステーキはお肉が硬すぎることもなく、年配の方でも食べやすい 

デザート：アップルパイのアイスクリーム添え 8.5 

 アップルパイも甘すぎず、アイスを絡めながら食べることも出来るので飽きにくい 

 

 

【2018 年 7 月 19 日（木）】3 日目昼食：ペヤ 「クーラ・ゼネル・ベウト」レストラン 

前菜  ：野菜のクリームスープ 9.0、サラダ 8.5 

 スープはレモンが添えられていて、そのまま飲んで、後から入れて変化も楽しめる。 

 

メイン ：マスのグリル 9.0 

 一匹丸ごと出てくるのでボリュームは十分。臭みもなく、ふっくらしていて美味しい 



 

【2018 年 7 月 19 日（木）】3 日目夕食：クーラ 「Kulla・Zyberaj」にて 

前菜  ：チーズ、ししとう、サワークリーム、ミートボール 8.5 

 ミートボールとチーズは塩気が強め。サワークリームを付けると味が和らぐ 

メイン ：フリア（Flija） 8.5 

 コソボの伝統料理。ひし形に切り目の入った巨大なパイ。3 片食べれば十分なボリューム。味は少し塩分

があるだけなので、付け合わせのチーズやミートボールなどと一緒に食べるとちょうどよい。 

デザート：テスピシテ（Tespishte） 8.5 

 とうもろこしとお砂糖を使ったデザート。とうもろこしのつぶつぶがしっかり感じられる。甘さ控えめ

で他のデザートに比べると口に運びやすい。 

 

【2018 年 7 月 20 日（金）】4 日目昼食：ブリズレン 「Te・Syla」レストランにて 

メイン ：ケバブ+サラダ 9.5 

 肉はしっかりと焼かれていて食べ応えがある。キョフテやケバブなど、数種の肉が楽しめるので、おな

かを空かせて訪れたい。 

 

【2018 年 7 月 20 日（金）】4 日目夕食：プレゾヴィツァ 「Mala・Brvnara」にて 

前菜  ：サラダ 8.5 大きな特徴はないが、チーズが印象的なサラダ 

メイン ：ラム料理 9.5 

 ラム特有の臭みは無く、食べた感じは牛肉のよう。味付けも日本人好みで良く、ラムの印象が変わる一

品。 

デザート：スイカ 8.5 日本のスイカと比べると、甘みが少なめで水分が多い印象。 



 

 

② アルバニア 

アルバニア料理は土地柄、ギリシャ・トルコ・イタリア等周辺諸国の影響を色濃く受けて発達した多様性

のある彩り豊かな食文化は特徴。 

基本的に魚よりも肉がメインでイスラム教徒が国民の大半を占めることもあり、豚肉は基本的に提供され

ることが少なく、牛肉やラム肉が中心となる。オリーブやオリーブオイル、フェタチーズ、トマト・ピーマ

ン・キュウリ等の野菜が常食され南部にいくとギリシャ料理に近い料理が食べられる。 

今回提供された主な郷土料理は下記の通り。 

 フェルゲス(FÈRGES) : トマト・カッテージチーズ・パプリカの和え物 

 ビュレック(BYREK) : 具入りのパイ（ほうれん草・ひき肉と玉ねぎ・トマトと玉ねぎ・カッテージチー

ズ 等具材は様々） 

 ヤプラック(JAPRAK) : ブドウの葉で包んだ米料理 

 

【5 日目 : 7 月 21 日（土）昼食 / ティラナ】レストラン名 : PATA NEGRA 

メニュー : サラダ、オリーブ、フェタチーズ、カッテージチーズ、フェルゲス、ラム肉 

 

 

【5 日目 : 7 月 21 日（土）夕食 / ティラナ】レストラン名 : DRERI 

メニュー : フルーツ入りサラダ、ピザ、仔牛のエスカロップ、チーズケーキ 



 

  

【6 日目 : 7 月 22 日（日）昼食 / ドゥレス】レストラン名 : BELVEDERE 

メニュー : サラダ二種、ブルスケッタ、フィッシュスープ、いわしのマリネ、シーバスグリル、ケーキ 

   

 
【6 日目 : 7 月 22 日（日）夕食 / ドゥレス】レストラン名 : FLOGA 

メニュー : サラダ二種、チーズ二種、ビュレック、グリル盛り合わせ 

 



【6 日目 : 7 月 23（月）昼食 / べラット】レストラン名 : MUZAKA 

メニュー : サラダ、オリーブ、フェルゲス、ビュレック、焼きナス・パプリカ、ヤプラック、ラム肉 

 

 

【6 日目 : 7 月 23（月）夕食 / ティラナ】レストラン名 : BEST WESTERN HOTEL 

メニュー : アスパラガススープ、牛肉グリル・リゾット添え、チョコレートケーキ 

 

 

観光スポット 

① コソボ  

プリシュティナ 

国際空港があるコソボ共和国の首都プリシュティナは人口およそ６０万人のコソボ最大の都市で政治経済

や文化の中心です。最も賑わっているマザーテレサ大通りは多くのお店、カフェやバーが建ち並ぶ地元の

人にとっての憩いの場所。歩行者天国になっているのでゆっくりと観光を楽しむことができます。通りの

端に聳え立つマザーテレサ大聖堂は街のシンボル。内部の見学も可能ですが聖堂の上からプリシュティナ

市内を一望できる絶景ポ 

イントです。中でもひと際目を引くのは国立図書館。そのユニークな外観も街のシンボルになっています。

また、コソボ独立を支援したアメリカの元大統領の名前を冠したビルクリントン通りには彼の銅像も建っ

ており紛争からの復興を表すスポットとして観光客の注目を集めています。 

ガジメ洞窟 

プリシュティナから南へ車で約４０分にあるガジメ洞窟は今からおよそ５０年前に地元の住民によって発



見された鍾乳洞。全長１２６０メートルのうち一般に公開されている４４０メートルの洞窟内を歩いて観

光します。中にはロミオとジュリエット、マザーテレサと名前がつけられた鍾乳石もある。８０００万年

前に出来たと言われている神秘的な洞窟内は年間平均気温１３度の癒しの空間。歴史の重みを感じること

のできるコソボ屈指の観光ポイント。 

民族学博物館 

プリシュティナ旧市街の北にある民族博物館は１８世紀オスマントルコ時代に建てられた邸宅を利用した

博物館である。キッチンや客室など保存状態が良く、コソボの人の当時の暮らしを垣間見ることができる

ことからちょっとしたタイムスリップ気分を体験できる。 

ルゴヴァ渓谷 

コソボの大自然を満喫することができるルゴヴァ渓谷は国の西部、モンテネグロとの国境の近くにある２

５キロに及ぶとてもきれいな渓谷であり。こちらではハイキングやトレッキング、ジップラインなどが体

験できる。自然が好きな人にぜひ訪れて頂きたい場所。 

古都ジャコバ 

コソボの南に位置するジャコバ。街の中心は１６世紀にはじまったオールドバザールで、 

コソボの中で最も古く地域最大級とされている。残念ながら１９９９年の紛争でほとんどの建物が焼かれ

てしまったが、徐々に復興され現在では再建された街並みを楽しむことが出来る。 

プリズレン 

ジャコバよりさらに南にある第２の都市プリズレンはアルバニアとマケドニアの両方に接しているため多

様な文化が残っているのが特徴。オスマン朝時代の歴史的建造物が多く見ることが出来るコソボで最も美

しい町と言われている。市街を東西に流れるビストリツァ川に架かる石橋とその向こうに見えるスィナン・

パシャ・ジャミーアはガイドブックなどでたびたび紹介されている印象的な風景の１つ。中でもお勧めは

東側の丘の上にあるプリズレン城塞です。急な坂道を歩いて登れば美しい市街を一望出来る絶景スポット

である。 

他にもコソボで発見された古代ローマ都市、ウルピアーナ遺跡やノボボルト城、スルタン・ムラットの墓、

プレカズ戦争メモリアルなど見どころの多い国である。 

 

② アルバニア 

古代都市リシウス 

紀元前３００年にこの街ができ、呼び方がレシウスからレジャへと変わったそうです。 

・国民的英雄ジェルジ・コストリオト・スケンデルベイのお墓 

1817 年にできた教会の跡地だった。 

≪２日目（7/22）≫ 

・クルジャ観光 

３回の戦いを守ったお城だそうで、現在は博物館となっている。 

近くにはバザールもある。 

・円形劇場（デュレス） 

２世紀頃に造られ、ローマ時代の地震によって壊れました。1966 年に発見され、1991 年以降にアルバニ

ア政府によって再建されている。 

収容人数は 15,000 人～18,000 人ほどで、奴隷保有者は剣闘士や猛獣たちの戦いを見物して楽しみました。

地下通路を通って、真ん中の広場へ出られる。 

 ・古代学博物館（デュレス） 

デュレスはビーチがある街で、海水浴を楽しむ人もいた。 



この博物館は海岸沿いから１０分ほど歩いたところにあった。 

 ・ベラット 

ティラナからは車で２時間ほどかかった。 

夏はアルバニアで一番暑い街であり、釣りをしている方も数人いた。 

・アポロニア古代学公園 

2001 年にオープンし、スペイン政府とアルバニア政府が協力して観光地として開放された。 

  

＊感想 

まだ観光地としてあまり有名ではないからか、どこも人が少なく見やすかった。 

通貨はレクとされていますが、大抵のところでユーロが使えて便利だった。 

アルバニアでは物乞いに声をかけられることもほとんどなく、治安も良さそうである。 

出張のお客様の手配の中ではあまり馴染みのない地域ですが、今後機会があれば今回の研修の経験を活か

せればと思う。 

 

ガイド 

・コソボ・アルバニアとも： ライセンスはコソボまたはアルバニアそれぞれ全土で有効。個人旅行には

ガイド同行の義務はない。団体（だいたい 10 名以上）旅行ではガイド同行が望ましい。 

現時点で、日本語ガイドはいない。各観光箇所でもオーディオガイドのあるところはなかった。 

・コソボ英語スルーガイド：Mr.Bekim Xhemili  

ガイド経験 10 年以上のベテランで、説明内容や英語も分かりやすい。日本人ツアーを案内したこともあ

り。プリシュティナの民俗博物館でも勤務をしている。 

・コソボ現地コーディネーター：Ms.Blerino Dula 

在豪経験があり、非常に流暢な英語を話す。個性が強いので好みは分かれるとは思うが、コーディネー

ト力や現場のコントロールは素晴らしい。 

・アルバニア英語ガイド：Mr.Gerti 

ポーランド語ガイド経験 1.5 ヶ月で、英語ガイドは今回初の新人のため、人柄は良く真面目だが、説明

や引率の仕方は多分に難あり。 

・次の観光箇所では、英語を話すスポットガイド（管理人または勤務者？）が案内をしてくれた。 

 ・ガジメ洞窟：訪問時、ガイド数が足りなく、先行しているガイドが戻ってくるまで待つ必要があった。 

ガイド言語はアルバニア語のみ。 

 ・ノボボルド城：ガイド兼管理人的な存在で、周囲のトレッキングなども案内している。 

 ・スルタンムラトの墓：質問にも好意的に答えてくれた。 

 ・プレカズ戦争メモリアル：聞き取りにくい。野外展示には案内板なく、博物館内にも英語表記の説明 

書きは非常に少ない。 

 ・ジャコヴァの民族博物館：だいたい展示物を見るだけで理解できる。 

 ・ストーンキャッスル：説明は表面的で、もう一歩踏み込んだ話が聞きたかった。 

 ・プリズレンリーグ：背景的な知識や単語を知らないと厳しいかもしれないが、興味のある人にとって 

はもう少し時間があっても良い。 

 ・スカンデルベグ博物館：入口で大雑把な説明のみ。館内は英語表記は少ない（タイトルくらい）。 

 ・ドゥレス古代博物館：重要な展示物を解説して回ってくれわかりやすい。説明書きの英語はタイトル 

くらいで極めて少ない。 

 



交通手段 

① コソボ 

１～3 日目：17 人乗りバン Mercedes Sprinter 利用。ガイドも含めて 12 人で乗るとややタイト。計 10

人くらいまでが理想的。 

シートベルト完備で、乗り心地は良い。 

4 日目：20 人乗りバン+後部に BGG 専用スペース付属。シートベルト完備で、より広々とした感で良い

（バス会社：Beni Reisen)。 

 

② アルバニア 

4 日目～：18 人乗りバン利用。9 人各自が BGG1 個あると、ややタイト。シートベルト完備。一時エ

アコンが効かなくなったときがあったが、天窓しか開かないので、要注意（バス会社：Luna Travel)。 

いずれも安全運転で、良いドライバーさんたちでした。 

 

お土産 

① コソボ 

 帽子（プリス）: 白い羊毛フェルトで作られた帽子。結婚式、コソボ開放記念日、アルバニア開放記念

日にはみんなが被る。右に傾けて被ると恋人募集中。 

主に男性が被っているが、女性が被っても OK。8 ユーロほど。 

 はちみつ: コソボ産のハチミツは道端の売店などで購入可能（スーパーには置いていなかった。）バル

カンの山のハチミツはプレヴァッラで購入できる。大瓶で 10 ユーロ。 

 ハーブ＆ハーブ塩: ミツバなどのハーブやビタミンが入った黄色い塩はサラダ、スープ、肉料理など

多くのコソボ料理に使用している。 

 LIRI のおかし: LIRI は明治製菓のような老舗。ビスケットやストゥルデルはコソボっ子の定番おやつ。

スーパーなどで購入可能。1 箱 65 セント（≒85 円）ほど。 

 ぺヤビール: コソボを代表するビール。日本のビールに近いコクのある味。1 缶 60 セントほど。 

 ワイン: コソボワインは街中のリカーショップで気軽に購入可能。1 瓶 4 ユーロ。 

 銀細工フィリグリー: 糸のように細い銀をレースのように形にしていきアクセサリーにする工芸品。 

② アルバニア 

 民芸品: 街中でも購入できるが、クリヤのオールドバザールは圧倒的な品揃え。ハンドメイドのニッ

ト（靴下、ルームシューズ）、織物（カーペット、ストール）、刺繍が施されたブラウス。 

 ビール: アルバニアのビールは暑い地域らしく軽めが主流。TIRANAやコルチャなど。（1缶60LEK≒60

円） 

 はちみつ: アルバニア産のハチミツはスーパーで購入可能。中瓶で 549LEK。 

 ドライフルーツ＆ナッツ：スーパーやナッツで購入可能。価格は日本の 2 分の 1 から 3 分の１ほど。 


