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日本の皆様にマルタをご紹介する『The Maltese Cross』の
Winter 2018 & Summer 2019版へようこそ。
マルタでは、変わり続ける世界の需要のトレンドに合わせさま
ざまな商品をアップグレードしており、マルタの観光業界は成
長を続けています。毎年、200万人を超える旅行者が、マルタ
のユニークな島々を訪れています。旅行者の皆様は1年中、さ
まざまな理由でマルタにいらっしゃいます。豊かで多様な歴史
や文化、美しい気候、真っ青に透き通った海はもちろん、クオ
リティの高い語学学校、そして地中海一美しい海でのスキュー
バダイビングから、海辺にそびえる険しい崖の風景を楽しみな
がらのロッククライミング、クロスカントリートレッキング、サイク
リングなど、休日を活動的に過ごす多種多様なアクティビティ
をお楽しみいただけます。
マルタでは年間を通じて音楽祭やコンサート、伝統的なお祭
り、マルタマラソンのような国際的なスポーツイベントなど、多
彩なイベントが開催されており、いつも何かしらのイベントに
参加できます。
マルタにとって、アジアの国々の中でも最も旅行者数が多く成
熟した市場が日本であることは偶然ではありません。マルタと
日本は地球の反対側に位置し、それぞれ独自の伝統的な島国
文化を持つ国です。つまり、2つの国の人々がお互いの魅力に
引き付けられ、それが観光客の往来につながっているのは自
然な流れといえるでしょう。マルタ人は日本人の皆様と同様に、
おもてなしの心を持ったオープンな人々です。そして、自分た
ちの歴史的偉業や国民としてのアイデンティティに誇りを持ち
ながらも、異文化やほかの土地に対する好奇心が旺盛です。
私たちは今後も日本からマルタを訪れる旅行者の皆様を心か
ら歓迎いたします。
この冊子で皆様にマルタをご紹介できることを光栄に、嬉し
く思います。近い将来、さらなる日本からのお客様をお迎えで
きることを楽しみにしております。
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2018年7月末から約一週間マルタの首相が
訪日しました。首相の訪日は1990年以来と
なっており、ジョセフ・ムスカット首相は、今
後の日本とマルタの観光やビジネスの活性
化に大きな期待と持っております。

EVENT GUIDE

2018.9ー2019.8

イベントガイド

地中海の島 マルタ

◆ノッテビアンカ

マルタの国旗は、赤と白、二色の縦ストライプに1942年４月15日
に英国王ジョージ６世によってマルタに与えられたジョージクロス
勲章を左上角に描いています。ノルマン人のルッジェーロ伯爵は
マルタ島からアラビア人を排除するためにマルタに来ました。赤と
白の国を表す色は、マルタ人の親切なもてなしに感動したルッジェ
ーロ伯爵が1090年にマルタ人に与えたと言われています。

マルタの祝祭日
1月 1日 ニューイヤーズデイ

6月29日 聖ペトロと聖パウロの祝日

2月10日 聖パウロ難破船記念日

8月15日 聖マリア被昇天祭

3月19日 聖ヨゼフの祝日

9月 8日 勝利の日

3月31日 自由の日

9月21日 独立記念日

4月19日 聖金曜日（年によって異なる）

12月 8日 聖母マリア懐胎の日

4月21日 イースター（年によって異なる）

12月13日 共和制施行日

5月 1日 メーデー
6月 7日 6月7日の記念日

12月25日 クリスマス
■はPublic Holiday……宗教的要素の強い休日
■はNational Holiday…歴史、政治的要素の強い休日

インガーディア

10月6日

夜は静まり返るヴァレッタがこの日だけ
は眠らない町へと変貌します。普段は一
般公開されていない首相官邸の見学が
一年でこの日だけ可能となっております。

◆イムディーナ
クラシックカーグランプリ

10月11日-14日

ヨーロッパ中から集まったクラシッ
クカーが中世の町イムディーナに集
結します。レースはもちろんのこと、
ヒルクライム、コンコース・デレガン
スと見どころ満載のイベントです。

12月

2，9，16，23，30日

2019年 １月

●開催地／ヴァレッタ 聖エルモ砦又は
ヴィットリオーザ聖アンジェロ砦
●開催日／日曜日
●時 間／午前11時より（約40分）
●料 金／大人…EUR 10.00
2018年9月 学生・子供（6−12歳）…EUR 5.00
現在
チケットは当日会場でお買い求め
ください。
団体割引券もございます。
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7，14，21日（聖アンジェロ開催）
4，11，18，25日

「スポンジ・ボブ」、
「ザ・ペンギン
ズ from マダガスカル」で有名な
ニコロデオンのトレジャーハント
が開催されます。

◆ホーリーウィーク
ホーリーウィーク

4月15日-21日

by Lisa Mogami

2週間にわたり行われるバロック音
楽の祭典です。海外で活躍中の日本
人奏者も出演します。

◆マルタ国際マラソン

2月24日

by Ted Atteard

ホーリーウィーク中は各地でプロ
セッション（行進）をご覧いただ
ける機会がございます。

4月
by Yuriko Nakao

フルマラソン、ハーフマラソン、
ウォーキングと種目は様々。旅の
思い出に是非ご参加ください。

◆カーニバル

3月1日-5日

インガーディア開催日
11月

4月13日-18日

◆マルタ国際花火大会

10月12日-14日

2018年 10月

◆ニコロデオン
ニコロデオン トレジャーハント マルタ

1月11日-26日

ライトアップされた首相官邸 by Clive Vella

◆ビルグ フェスタ

騎士団の軍事演習を再現したインガーディアは、
騎士団によって建造されたヴァレッタ又は
ヴィットリオーザで定期的に開催されております。

◆ヴァレッタ国際
バロックフェスティバル

by Mario Galea

地元と各国の花火工房の自信作が打
ち上げられます。日本とは違った華
やかな花火をご堪能ください。

◆アイル
アイル オブ MTV マルタ

6月下旬

by Clive Vella

フェスタ開催中は夜になると街の明か
りを消し、キャンドル の 灯りでビル グ
の町を照らす Birgu by candle light
が開催されます。

毎年恒例の夏の音楽の祭典。世界
で活躍するトップ・ミュージシャン
がマルタに集結します！

13、27日

２月

10、17、24日

３月

3、10、17、24、31日

４月

7、14、28日

10月

20、27日

11月

3、10、17、24日

12月

1、8、15日

5月〜9月の間は開催されません。
（2018年9月現在）

2018年

◆ロレックス ミドルシーレス
10月20日
◆ズーリ ハーフマラソンウォーク
11月11日
12月1日-1月6日 ◆クリスマス、新年のお祝い
12月8日-1月2日 ◆ゴゾ島ベツレヘム アインシーレム
◆大晦日のお祝い
12月31日

2019年

2月10日 ◆聖パウロの難破記念のお祭り
3月31日 ◆フリーダムデー レガッタレース
◆イムディーナ中世のお祭り
4月
5月 4 日 ◆ゴゾ トレイルラン
6月29日 ◆イムナリヤ収穫祭

www.visitmalta.com で各イベントについて詳しく説明しております。
イベントの開催日が変更になる場合もございます。お出かけ前にスケジュールを今一度ご確認ください。
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マルタ島とゴゾ島を巡る
ホップオン・ホップオフバス

ホップオン・ホップオフツアー16カ国語対応

一部ノンステップ
バスも運行して
おります
チケットはドライバーからも
購入可能です。
似たようなバスが多く停留して
おりますのでご注意ください。

マルタの観光名所を開放的なオープントップの2階建て
バスで周遊するホップオン・ホップオフバスは、効率的に
観光地巡りをするのに非常に便利です。
チケットは当日購入することも可能ですが、
事前にお買い
求めいただくと、送迎をご利用いただくことが可能です。
バス内では日本語を含む16か国のオーディオガイドが完
備されております。

ゴゾ島コースご利用の方は10ユーロでホテル〜ゴゾ島
行きフェリー乗り場の往復送迎を用意しております。

ノースコース

サウスコース

スリーマフェリー乗り場発
月 〜 土 9：00〜15：00の間 30分おきに運行
日、祝祭日 9：00〜14：00の間 30分おきに運行

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sliema
Valletta
San Anton Garden
Aviation Museum
Ta' Qali Crafts Village
Mosta Church
Midna Gate
Roman Villa
Mgarr Church
Golden Bay
Bugibba Square
Bugibba Santana Hotel
Aquarium
Marine Park
St. George's Bay
Spinla Bay
Sliema

（12/25日は全ての路線が運休となります。
）

ゴゾ島コース

スリーマフェリー乗り場発

イムジャール港発

月 〜 土 09：00〜13：00の間 30分おきに運行
14：00〜15：00の間 30分おきに運行
11/16〜3/29の間

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sliema
Valletta
Fort St. Elmo
MCC
Valletta Waterfront
Tarxien & Hypogeum
Vittoriosa Waterfront
Zejtun Parish Church
Zejtun St. Gregory's Church
Marsaxlokk
Ghar Dalam
Blue Grotto
Hagar Qim & Mnajdra
Falconry Centre
Limestone Heritage
Sliema

毎日運行

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

09：40 10：30 11：15
12：00 12：45 13：30
14：15 15：00 15：45

Mgarr Harbour
Ramla Bay
Savina Creativity Centre
Ggantija Temple
Calypso Cave
Marsalforn Bay
Victoria Bus Station
Ta' Pinu Sanctuary
Ta' Dbiegi Crafts Village
Dwejra
Fontana
Xlendi Bay
Victoria Bus Station
Xewkija Square
Mgarr Harbour

ナイトコース/マルタ バイ ナイト

3コースとも路線内は
終日乗り降り自由

3月〜11月中旬まで月曜、水曜、金曜
所要時間：約4時間（イムディーナで１時間の停車あり）

マルタ島内どこからでも
バス乗り場まで無料送迎付です
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ドウェイラ湾

料金

一日フリー乗車券
おとな…20ユーロ こども… 13ユーロ

往復送迎付き
TEL: +356 2169 4967, 2167 7197
FAX: +356 2169 5856
E-mail: info@maltasightseeing.com
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ホームページ：www.maltasightseeing.com
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Malcom Debono

7000年の歴史の中を散策…

マルタ島、ゴゾ島、コミノ島からなるマルタ
諸島は、シチリア島からわずか93km南という
地中海のちょうど真ん中に位置しています。
地理的に、戦略かつ交易に適した位置にある
ため、マルタは 7 0 0 0 年 もの間、色彩豊かで興
味深い歴史を育む場所となりました。世界の歴
史を作ってきた偉大な文明のいくつかがマルタ
を通り過ぎて行き、そしてそのいくつかは、し
ばらくの間定住していきました。この国の文化
や遺産のあらゆる面にその歴史が色濃く現れて
います。公用語の1つであるマルタ語はもとも
とセム語系の言語ですが、ここに住む人々の多
種多様な人種を反映し、多様な語彙と文化が混
ざりあい融合しています。マルタの自慢は、な
んといっても世界屈指の歴史・文化遺跡集中地
域であること（１平方キロメートルあたり換算）。
マルタはコンパクトにまとまっているため、島
での滞在を思い切り満喫することができます。

7000年もの歴史は、古代巨石遺跡のハ
ジャーイム神殿、イムナイドラ神殿から、地
下神殿であり墳墓でもあるユニークなハル・
サフリエニのハイポジウムまで、文字通り石
に刻みつけられています。
また、美しい建造物が建ち並び、さまざま
な建築遺産が歴史を物語っています。昔なが
らの村の中心部や、島のあちこちに点在する
大邸宅や教会などはそういった貴重な建造物
の一例です。
ヴァレッタにある聖ヨハネ大聖堂は、数あ
るマルタの建造物の中でも最も煌びやかな建
物です。聖ヨハネ騎士団が遺したこの大聖堂
では、カラヴァッジョの最も有名な作品のう
ち２作品を目にすることができます。古都イ
ムディーナと現在の首都ヴァレッタは、文字
通り生きた歴史のオープンエア ミュージアム。
マルタに来たなら見逃せないスポットです。

MICHELE PESANTE

ENZO ISAIA
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地中海の真ん中でゆっくりと
静かに時を刻み続ける島、
マルタ
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PAOLO ANDRADE
MICHELE CAMISCIA
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マルタには、バロック様式、ネオゴ
シック様式、中世のチャペルなどの
沢山の教会が存在します。毎日一ヶ
所ずつ教会を訪ねても全ての教会を
訪問するのに１年の月日を必要とし
ます。
現在私たちが受け継いでいる、今
なお残る歴史的建造物は、マルタへ
やって来た多くの人々が、幾数千年
にもわたって、この地を自分たちの
住みやすい安住の地とするために、
築き上げられたものです。
マルタは200年近くイギリスの植
民地だった時代があり、現在も英連
邦の一部という、イギリスと歴史的
に長いつながりを持つ国です。英語
は固有語であるマルタ語に次ぐ公用
語です。そのため、マルタの人々は
英語を理解し話すことができるので、
英語習得にはもってこいの環境とい
えるでしょう。マルタ島とゴゾ島に
は40ほどの語学学校があり選択肢は
豊富です。コースは学生向けから大
人向けまで幅広く、ビジネスや観光
業などのさまざまな特別コースも多

数用意されています。言語を学ぶ
ならリラックスしながら学ぶのが
一番です。街歩きを楽しんだり、
映画を観たり、外食したり、また
はお買い物をしたりといった、普
段の生活の中で実用的な会話の練
習ができます。
マルタ島とゴゾ島は、ミーティ
ング、会議、イベントに最適な会
場やインセンティブ旅行のスポッ
トに恵まれています。品質の保証
された多くの現地手配会社
（DMC）があるため、イベントの
目的に合わせて、会議やインセン
ティブグループ用のオーダーメイ
ドの個別プログラムを安心してご
依頼いただけます。マルタは言語
的特性に恵まれた国であり、クリ
エイティブな才能を持つ人材が揃
い、会議やインセンティブグルー
プのホストとしての確かな実績を
築いています。最先端の施設から
歴史的建築物まで屋内外の会場を
多数揃え、どちらも最新の設備を
完備しています。屋外の会場とし

て 美 し い グ ランド ハ ー バ ー に ク
ルーズ船を浮かべたり、あるいは
16世紀建造物をバックにガラディ
ナーを開催したりすることも可能
です。マルタのイベント手配会社
は、数百から数千人規模のイベン
ト手配の実績があります。地中海
のあたたかいおもてなしで素晴ら
しいイベントの実現をお手伝いし
ます。
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PAOLO ANDRADE

JÜRGEN SCICLUNA

ヴァレッタの町を散策していると、新し
い何かを発見するでしょう。
17世紀から18世紀にかけて、当時の騎
士団長アントニオ・マヌエル・ヴィルヘー
ナによって建設されたマヌエル劇場では、
非常にリーズナブルな金額でオペラや音
楽鑑賞をお楽しみ頂けます。イタリア騎
士団に愛されていた庭園、アッパーバ
ラッカガーデンでは、ヨーロッパ最大と言
われるグランドハーバーと、聖ヨハネ騎
士団が最初に拠点を築いた地域スリーシ
ティーズを見渡せる、素晴らしい眺望を
ご覧いただけます。メイン通り沿いの国
立考古学博物館では、5000年前の古代
遺跡から発掘された貴重な出土品を見
学できます。散策に疲れたら、気になるカ
フェやレストランでマルタの食事やスイー
ツをお楽しみください。
碁盤の目のように縦横に走る路地を気
の向くままに歩きながら、木製のバルコ
ニーや中世の宮殿、町を象徴するカフェ
やレストランのテラス小さな庭園など、沢
山の発見をお楽しみ下さい。

ROBERTA KRASNIG

PAOLO ANDRADE

首都ヴァレッタには聖ヨハネ騎士
団がオーベルジュ（宿舎）として使
用していた建物が多く残っています。
聖ヨハネ騎士団は出身言語別に構
成されており、その各国の宿舎とし
て使用された建物は、現在は美しく
立派に修復され、官庁や博物館とし
て使用されております。その代表的
な建造物が騎士団長の宮殿です。
ヴァレッタの街には数多くの教会
がありますが、その中でも必見なの
が聖ヨハネ大聖堂です。外観は簡素
な造りとなっておりますが、一歩建
物の中に入ると、その豪華絢爛な内
装に驚かされます。大聖堂内には元
騎士団員でイタリアの巨匠カラ
ヴァッジオの傑作「聖ヨハネの斬
首」が展示されています。
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マルタ島やゴゾ島のお祭りは、宗
教的なものと世俗的なものが混ざり
合った色彩豊かなイベントで、マル
タの独特な雰囲気を楽しむことがで
きます。マルタはエンターテインメ
ントにも事欠くことなく、老若男女
だれもが楽しめるイベントが目白押
しです。アイル・オブ・MTV・マ
ルタスペシャルといったMTV野外
ライブ、演劇や音楽イベント、ロ
レックス・ミドル・シー・レースの
ようなスポーツイベント、数えきれ
ないほど開催されている展覧会など
は、マルタでは、年間を通して様々
なイベントが開催されています。旅
行される前にイベントスケジュール
を確認されることをおすすめします。
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NENAD VUCIC

JÜRGEN SCICLUNA

MANIFEST-BY-DESIGN

JÜRGEN SCICLUNA

MANIFEST-BY-DESIGN

マルタは豊かで変化に富んだ歴
史があるだけでなく、世界中から
人々が集まる、楽しく国際的な場
所としても有名です。好みや予算
に応じて誰もが楽しめる最高のホ
テル、スパ、レストラン、エン
ターテインメント施設が多数軒を
連ね、選ぶのに困ってしまうほど
です。お食事も楽しみのひとつ。
食材の質や新鮮さだけでなく、レ
ストランのロケーションも素晴ら
しく、見ごたえのある眺望や周辺
の風景がお食事に彩りを添えます。
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いつでも訪れる人々を魅了する
輝かしい太陽

13

RENE ROSSIGNAUD

PAOLO MEITRE LIBERTINI

マルタの輝かしい太陽は、一年を通じて島を照らし続け、訪れ
る旅行者を魅了し続けています。
マルタは完全に周りを海に囲まれた島国で、嵐が来 襲して
も我々マルタ人の性格と同じように、長くとどまることはま
ずありません。2日もすれば一面の青空が広がり、何事もな
かったかのように静けさを取り戻します。
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地中海の透きとおった海水が流れ込むブルーラグーン
小さな島コミノとコミノットに寄り添うように守られている砂のビーチ

RENE ROSSIGNAUD

Yuji Terai
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マルタには、ビーチダイブやボートダイ
ブを楽しめるスポットが多数あります。自
然の港や湾、隠れた入江や崖、暗礁など
のダイビングスポットがまさに目と鼻の
先にあり、海の世界へと私たちを誘いま
す。平均水温は18℃、透明度は30mもあり、
マルタでは年間を通じて透明度の高い海
でのダイビングを楽しむことができます。
年間非常に多くのダイバーがマルタを
訪れ、世界有数の魅力的なダイビングス
ポットを満喫しています。素晴らしい透明
度を誇る海でのシュノーケルをのんびりと
楽しむこともできます。穏やかな気候のお
陰で冬でもハイキングやロッククライミン
グ、サイクリング、トレッキングなどが楽
しめます。また、多種多様なスポーツのト
レーニングキャンプや国際的イベントの会
場としても人気です。ヨーロッパの中では、
ほぼ１年中、太陽の光を浴びながら屋外で
過ごすことができる数少ない国の１つです。
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マルタの村とお祭り
普段は眠りについているかのように見えて
しまうほどに静かなマルタの村々。
村の人々は1年365日の内、たった3日間の
特別な日である村の祭り以外は静かに日々
の生活を送っています。

マルタには年間を通じて非常に
多くのクルーズ船が寄港します。
ヴァレッタのグランドハーバーへの
寄港は、地中海クルーズの目玉の一
つであり、中世の要塞都市に船が
横付けする様子は迫力満点です。
クルーズでマルタに立ち寄る方々の
中には、もっと長く滞在できる旅の
スタイルでマルタに再度やってくる
人が少なくありません。
マルタを訪れる理由は人それぞ
れ異なりますが、あたたかい地中海
に住むマルチーズのおもてなしに心
を打たれる事間違いないでしょう。
是非ご自身でこの美しい島を体験
して下さい！

MANIFEST-BY-DESIGN

マルタでは毎年、各教会区でフェスタと
呼ばれる夏祭りが開催されます。この時期
になると村は光と音であふれかえります。
通りに面した家々の玄関は美しく飾り立て
られ、沢山の花火が空を覆い尽くし、村の
人々の行進はとても神秘的で観光客の人々
を魅了します。一年に一度だけ、他の町と
その盛大さを競い合うフェスタでは、喜び
を感じ、多くの楽しみを地元の人にも観光
客にもあたえてくれます。全ての村は少な
くとも最低１人、多いところは４人の守護
聖人を祭っております。特に夏の週末には、
家族や友人とお楽しみいただける祭りが催
されます。８月の中旬、聖マリアを祝う週
になると、盛り上がりは最高潮に達し、マ
ルタとゴゾの村々が色とりどりの花火を頭
上に打ち上げマルタの空を美しく彩ります。

マルタ島とゴゾ島にはウェディン
グやハネムーンの渡航先としても人
気です。
マルタには、中世に貴族が住んで
いた歴史的価値のあるパラッツォ、
バロック調の邸宅や庭園、青く煌め
く地中海ビューのガーデン等、様々
な挙式に人気の会場があります。
会場では、参列者にもご満足いた
だける、素晴らしいお食事を幅広く
用意しています。挙式をあげる方も、
フォト・ウェディングを希望の方も
ご満足いただける事間違いないで
しょう。
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PAOLO MEITRE LIBERTINI

PAOLO MEITRE LIBERTINI
JEAN LOUIS WERTZ

ゴゾ島はマルタ島よりも緑豊かでのどか
な雰囲気を持ち、マルタ島のかわいい妹と
呼ばれています。
マルタ島からフェリーで25分、マルタ島
より更に小さくのんびりした島です。マル
タ島同様にゴゾ島にもさまざまな素晴らし
い歴史的遺跡があり、文化的イベントやア
クティビティが多数開催されています。ゴ
ゾ島には現存の人類最古の建築物もありま
す。6千年前にさかのぼる世界遺産のジュ
ガンティーヤ神殿は必見。また、伝説的な
カリプソの洞窟もゴゾ島観光には欠かせな
いスポットです。ゴゾ島はクライミングに
最適な地形に恵まれ、道中では美しい風景
が眺められるとあって、ロッククライマー
やハイキング愛好家たちにも大人気です。
もちろん、ビーチやダイビングスポットも
とても魅力的。食いしん坊さんには、地元
の新鮮な食材を使った料理がおすすめです。
さらに、ゴゾ島から目と鼻の先には、きら
きらと輝く宝石のようなブルーラグーンと
ダイビングスポット、入江がちりばめられ
たコミノ島があります。

JEAN LOUIS WERTZ

HIROMICHI MATONO

ゴゾ島
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マルタに行ったら
押さえておきたい9のポイント

1. 騎士団が築いた要塞都市ヴァレッタ

VALLETTA

3

H

ブリティッシュ
▶P41
ホテル

H

アッパーバラッカ
ガーデン

1

ツーリスト インフォメーション

4

国立考古学博物館

聖ヨハネ大聖堂

2

5 マノエル劇場

6

カーサ・ロッカ・
ピッコラ

SIT

▶P34

パラツォ コンシリア
▶P42
ホテル

掲載情報はすべて 2018 年 9 月１日現在のものになります。

騎士団長の宮殿&
兵器庫

T
SIGH

E IN G
SE

※1★印はHeritage Malta管轄施設
Heritage Malta管轄の遺跡、博物館の情報は heritagemalta.org/museums-sites/にてご確認いただけます。
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ユネスコの世界遺産に指定されている、マルタの首都。メインゲートから先端の聖エルモ砦までリパブリック
通りを歩いて 20 分もかからない小さな町は、現在官庁街として機能し、日中は観光客で溢れかえっている。
到着したらまず地図等を入手できるマルタ観光局ツーリストインフォメーションに立ち寄ってから町めぐりを
始めたい。ヴァレッタ観光の一番の見どころは聖ヨハネ大聖堂、騎士団長の宮殿、アッパーバラッカガーデン
である。3 か所とも徒歩 5 分以内にあるため、あまり時間がない場合は最低限この 3 か所だけは押さえたい。
マルタ観光局ツーリストインフォメーション Malta Tourist Information Ofﬁce
【address】28 Melita Street Valletta

１ 聖ヨハネ大聖堂

St. John s Co-Cathedral

2 騎士団長の宮殿&兵器庫★※1 MAP P21❷

MAP P21❶

騎士団の守護聖人、洗礼者ヨ
ハネを称えるために建築され
た大聖堂。シンプルな外観か
らは想像がつかない豪華絢爛
な内部に目を奪われる。大理
石で作られた大聖堂の床は騎
士達の墓標となっており、そ
こにラテン語で墓碑銘や絵が
描かれている。聖堂の側面は騎士団を構成する8つのグルー
プのそれぞれの礼拝堂があり、正面には主祭壇がある。
聖堂内付属の美術館では、イタリアの巨匠カラヴァッジォ
の傑作『聖ヨハネの斬首』と『聖ヒエロニムス』が鑑賞で
きる。大聖堂内はヒールのある靴や肌を露出した衣服での
入場は不可となっているため注意。受付でショールや履物
をレンタルすることができる。

3 アッパーバラッカガーデン

MAP P21❸

Upper Barrakka Garden

Teatru Manoel

歴代の騎士団長の
宮殿として使用さ
れてきたこの建物
は、現在は大統領
府として使用され
ている。1階部分
は兵器庫となって
いて甲冑、槍、大砲や砲弾など騎士団が使用して
いた武具が数多く陳列されている。2階に上がる
と、甲冑が並ぶ大理石の廊下から18世紀の特注タ
ペストリーが壁を覆う審議の間、大包囲戦の様子
が描かれている最高審議の間、部屋一面が赤で装
飾されている大使の間など、いくつかの騎士団時
代の重要な部屋に入場できるようになっている。

4 国立考古学博物館★※1

手入れされた園内と噴水
が印象的なこの公園は、
地元の人々と観光客の憩
いの場となっている。
公園の奥は展望デッキに
なっており、目の前に広
がる天然の良港グランド
ハーバーの景色と対岸の
町スリーシティーズが一望できる。12時と16時に大砲が
放たれるため、時間を合わせて公園を訪れてみよう。
猫が多く集まる場所でもあるため、猫好きの方はゆっ
くりと園内を散策してみよう。夜になるとひっそりと
静まり返り夜景を楽しむことも出来る。

5 マノエル劇場

Grandmaster's Palace & The Palace Armoury

MAP P21❺

1731年に当時の騎士団長アントニオ・マノエルによって建
造されたヨーロッパで現在使用されている劇場の中で3番
目に古い劇場。秋から春にかけて多くの演目が行われてお
り、その中でも一番の目玉は毎年1月に開催されている
Valletta International Baroque Festivalである。劇場内部
をじっくり見学したい方は日中に、全体の雰囲気を楽しみ
たい方は、劇場ホームページから開催されている演目のチ
ケットを購入して夜に劇
場を訪れてほしい。チケ
ットの残りがある場合は
当日券の販売も行われて
いる。マルタではオペラ
やクラシックコンサート
が20〜30ユーロ程度で鑑
賞する事が出来る。

MAP P21❹

National Museum of Archaeology

16世紀にプロヴァンス出
身の騎 士たちの 宿舎 （
オーベ ルジュ） とし て
使用さ れていた 建物 。
マルタ 島内に点 在す る
神殿に はレプリ カが 展
示され ており、 古代 神
殿から 発掘され た本 物
の出土品はこの博物館に展示されている。規模の大き
な博物館ではないが、出土品や神殿に関する情報をわ
かりやすく説明している。5000年以上前の出土品とは
思えないほど非常に保存状態の良いものが多い。ハイ
ポジウムで発見されたスリーピング・レディ（眠れる
女神像）もこちらに展示されている。

6 カーサ・ロッカ・ピッコラ

MAP P21❻

Casa Rocca Piccola

16世紀に建てられた貴族のお屋敷。現在もこの家の
10代目当主一家が住んでいる。総室数50にも及ぶ部
屋の中から一部の部屋と地下
の防空壕が一般公開されてい
る。館内には代々家に伝わる
家具や調度品、貴重なコレク
ションの数々が陳列されてい
る。マルタ貴族の生活の様子
を見学することが出来る貴重
なスポットである。邸宅内で
は英語のガイドツアーが行わ
れており、希望に応じて日本
語訳の説明が入った資料を貸
し出してくれる。
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山のないマルタでは貴重な小高い場所から眼下の眺
めを楽しめるポイントである。広場は眺望を楽しむ
観光客でいつも賑わっている。晴れている時には遠
くに地中海とヴァレッタが、雨期には一面に広がる
緑が、そしてフェスタの時期には各市町村であがる
花火を楽しむ事が出来る。
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※1★印はHeritage Malta管轄施設
Heritage Malta管轄の遺跡、
博物館の情報は heritagemalta.org/museums-sites/にてご確認いただけます。
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2 バスチオン広場
Bastion Square
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2.丘の上に佇む古都イムディーナと庶民の町ラバト
マルタ島内陸部の丘の上に佇むイムディーナは、ヴァレッタが築かれる前のマルタの首都として機能して
いたが、後の騎士団による遷都に伴い、人が少なくなったこの町は静寂の町（サイレントシティー）と呼
ばれるようになった。メインゲートをくぐったら路地の散策を楽しみながら町の中心地の大聖堂を目指そ
う。大聖堂見学後はイムディーナのビューポイント、バスチオン広場まで来たら後は自由に散策してみよ
う。バスチオン広場前のカフェFontanella Tea Gardenでは、地元民絶賛のチョコレートケーキが食べ
られる。イムディーナの城壁の外ラバトは、活気あふれる庶民的な町だ。イムディーナ バスターミナ
ルのそばには、古代ローマ時代のモザイクが見学できるローマ古美術館 Domus Romana が、街地下
に は 古 代 ロ ー マ 時代 の 巨 大 な 墳 墓が広がっている。ラバトにはマルタ人のソウルフード、パスティッ
ツィが絶品と評判のローカル色溢れるカフェCrystal Palaceがあるので見かけたら是非挑戦してほしい。

伝説によると聖パウロの祈りにより、病の父を救われた事
からキリスト教に改宗し、マルタ最初の司祭となった聖パ
ブリウスの家の跡地に建築されたマルタで最初の聖堂。9世
紀アラブ人支配の時代に破壊されたが、13世紀に聖パウロ
に捧げる大聖堂として再建。その後も何度も修復、拡張が
繰りかえされてきたものの、1693年にマルタを襲った大地
震でほぼ全壊し、現在の大聖堂は1705年に再建された。大
聖堂には聖ヨハネ大聖堂の天井画の作者マティア・プレッ
ティの作品が展示されており、特に「聖パウロの難破」の
フレスコ画は一見の価値あり。付属の博物館では、貴重な
コインや本などが見学できる。

4 聖パウロのカタコンベ★※1

MAP P23❹

St Paul s Catacomb

古代ローマ時
代、イムディー
ナの町の中に
死者を埋葬す
る事が禁じら
れたため、ラ
バトに埋葬さ
れていた。そ
のためラバト
の地下には巨
大な迷路のよ
うな地下墳墓
（カタコンベ）が広がっており、その一部が一般公開され
ている。中央にはアガペ（神の愛）テーブルと呼ばれる岩
を削って作られたテーブルがある。このテーブルは死者を
埋葬した後、遺族と死者が最後に一緒に食事をとるために
作られたと言われている。内部はそれなりに明るいもの
の、出来れば誰かと一緒に訪れたい場所だ。

3 ローマ古美術館★※1
Domus Romana

MAP P23❸

マルタで発掘された数少ない古代ローマ時代の出
土品が展示されて
いる美術館。当時
の彫像、装身具、
ガラスや陶器等が
展示されている。
一番の見どころは
立体的に見える美
しいモザイクの床。

5 パラッツオ ファルゾン邸

MAP P23❺
Palazzo Falson Historic House Museum

芸術家であり
慈善家でも
あったオロ
フ・フレデ
リック・ゴル
チェ大尉がか
つて暮らした
邸宅を博物館
として公開し
たもの。
邸宅内には絵画、時計、東洋の絨毯、武器、宝飾
品等、数々のコレクションが展示されている。その
中でも特に貴重なのが、ルイ16世がひいきにして
いた時計職人ロベール・ロバンが製作した一日を
10時間で表した十進法の時計。十進法時計は1793
年にフランスで採用されたものの一般に浸透せず、
1795年には廃止された。そのため十進法時計は世
界でもごくわずかしか残っていない。
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12

100 Ton
Cannon

コラッキオ

セングレア

Main
Square

1

2

7

聖アンジェロ砦

Water Taxi
TAXI

英連邦海軍墓地

MAP P25❽

Fort St Angelo

3
拡大図

4

Freedom Day
Monument

MAP P25⓫

British Naval Cemetery（Kalkara Navel Cemetery）

ビルグの町の先端に佇
む 砦は 騎 士団の時
代、重要な砦として、ま
た罪を犯した騎士団
員を収容する牢獄とし
て使用されていた。カ
ラヴァッジォもここに
収容されていたが、後
に脱走している。砦の
内部は一部一般公開さ
れており、見学する事
が出来る。

6

5
9

多くの観光客で賑わうヴァレッタに比べると静かで落ち着いた印象を受けるスリーシティーズ。ス
リーシティーズはその名の通りヴィットリオーザ、セングレア、コスピークワの3つの町を指す総称
である。グランドハーバーを挟んでヴァレッタの対岸にあることから、ヴァレッタビューを楽しむこ
とが出来るエリアだ。騎士団が島にやってきた際、最初に拠点を築いたことから騎士団縁の建物が多
く残されている。スリーシティーズへはバスの他にヴァレッタからフェリーや水上タクシーで渡るこ
とが出来る。船の乗り場はヴァレッタのアッパーバラッカガーデンのエレベーターを使用すると便利
だ。フェリーはヴァレッタ→ボムラ（コスピークワ）→イスラ（セングレア）→ヴァレッタとトライ
アングルのルートで運航している。
フェリー会社 HP www.vallettaferryservices.com

オー ベ ルジュと
古い街並みのエ
リア。騎士団ゆか
りの 建 物 が 多く
残されている

（イスラ）

3. 騎士団が最初の一歩を踏み出した場所、スリーシティーズ

ヴィットリオーザ
の隣町、カルカー
ラの英連邦海軍墓
地（British Naval
Cemetery）にある
「大日本帝国第二
特務艦隊戦死者の
碑」には、第一次
世界大戦時に地中
海で命を落とした
約70名の日本軍海
兵が祭られている。

ガーディオーラ公園（ヴェデッテ セーフヘブン公園）MAP P25 ⓬
Gardjola Garden

フレンチ
クリーク

10

Is-Sur
Ta’ Santa
Margerita

Notre Dame
Gate
Bieb
Haz-Zabbar

Co
tt
CoSpo one
m rts ra
pl
ex

Is-Sur Ta’
Fiorenzola

Is-Sur Ta’
San Gwann
T’ Ghuxa

スリーシティーズのビューポイントと言えばここ、セン
グレアの先端にある公園。グランドハーバーを挟んで
対岸にヴァレッタ、右手には聖アンジェロの砦を一望
出来る。この公園にはヴェデッテと呼ばれる海に突き
出た監 視塔がある。この塔には監 視の象徴として、
目、耳、鳥の彫刻が施されている。敵の襲撃を海と空
から目を凝らし、耳を澄まして休むことなく監視して
いることを表している。

Is-Sur Ta’
Santa Liena

Bieb
Santa Liena

Is-Sur Ta’
Notre Dame

TO

コスピークワ

拡大図

カルカーラ
Kalkara

（ボルムラ）
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Is-Sur
Ta’ San Pawl

PLACES OF INTEREST
1 ビルグマリーナ＆

ウォーターフロント
2 セント・ローレンス教会

TR

De La Salle College
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英連邦
海軍墓地
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q
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Triq Sa
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THE THREE CITIES

Is-Sur Ta’
San Nikola

A
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LPE
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.M.
IQ A

nL
Sa

TRIQ

Is-Sur Ta’
San Gwann

サントゥ・ロック
-K
Rokku
ILSantu

ntu Ro

Bieb
Iz-Zejtun
Bieb
Polverista

Is-Sur
Ta’ San
Klement

3 宗教裁判所/インフォ

6 コラッキオ

10 聖母マリア懐胎教会

メーションセンター

7 海事博物館

11 英連邦海軍墓地

4 戦争博物館

8 聖アンジェロの砦

（Kalkara Naval Cemetery ）

5 セント・ヨゼフ カヴァリエリ

9 勝利の女神教会

12 ガーディオーラ公園

※1★印はHeritage Malta管轄施設
Heritage Malta管轄の遺跡、
博物館の情報は heritagemalta.org/museums-sites/にてご確認いただけます。
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4. 5,000年以上前の古代神殿、巨石神殿群
マルタ島には現在、約30の神殿が確認されており、そのう
ちジュガンティーヤ（ゴゾ島）、ハジャーイム、イムナイ
ドラ、タルシーン、スコルバ、タ・ハージュラの6基が巨石
神殿群としてUNESCOの世界遺産に登録されている。そ
の他にも地下3層にも及ぶ地下に広がる神殿、ハルサフリ
エニのハイポジウムが世界遺産に登録されている。中でも
ハイポジウムは入場制限が厳しく、1時間に10名以上入れ
ないため事前にチケットの購入をする事をお勧めする。チ
ケット購入は、https://booking.heritagemalta.org/に
地下神殿 ハイポジウム
て可能。夏場は2ヶ月先まで予約で埋まる事も珍しくないた
め、予定が決まり次第早めに予約を済ませよう。あまり古代神殿には興味がないけれども、1〜2か所は
おさえておきたいという方は、ゴゾ島観光の際にジュガンティーヤ神殿または青の洞門観光の際にハ
ジャーイム神殿とイムナイドラ神殿に訪れると時間のロスが少ない。
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3 チタデル＆ヴィクトリア

GOZO

Citadel & Victoria

4 タ・ピーヌ教会 Ta

Pinu Sanctuary

5 ソルトパン
4 タ・ピーヌ教会

5 マルサルフォルン

タ・コーラ風車

1 ドウェイラ湾

3
チタデル&
ヴィクトリア

6 カリプソの洞窟＆
ラムラベイ

2 ジュガンティーヤ神殿

7 シュレンディー

フェリー乗り場
イムジャール港

※1★印はHeritage Malta管轄施設
Heritage Malta管轄の遺跡、
博物館の情報は heritagemalta.org/museums-sites/にてご確認いただけます。

マルタより自然が豊かで牧歌的なこの島は、のんびり過ごすには最高の場所だ。島の中心には、要塞
チタデルがそびえ立ち、島の東側には紀元前 3600 年頃の巨石神殿ジュガンティーヤ神殿、ホメロス
の叙情詩『オデュッセイア』に登場する妖精カリプソが住んでいたと言われる伝説の洞窟、カリプソ
の洞窟がある。島の西側には遊覧ボートで地中海を楽しめるインランドシー、農婦が聖母の声を聞
いたといわれている奇跡の教会タ・ピーヌ等小さい島の中に見学スポットが目白押しである。ラン
チには島の北部のリゾート地マルサルフォルンと南部の小ぢんまりとした入り江シュレンディーがお
すすめだ。マルサルフォルンの近くにはローマ時代から2000年以上使用されている景観が素晴らしい
塩田ソルトパンがある。ゴゾ島に個人で訪れる場合はマルタ島の北端 Cirkewwa (チェルケウア)まで
路線バスで行き、そこからフェリーで25分程度。フェリーは早朝から深夜まで運航している。
フェリー会社 HP http://www.gozochannel.com/

Dwejra

奇跡の教会と呼ばれるこの教会は、1833年教会の近く
を通った農婦が聖母の声を聞いた後、人々の病気を
治したといわれている。教会内部には、奇跡の声に
よって命を救われたといった内容の感謝の手紙が壁を
埋め尽くしている。先々代教皇ヨハネ・パウロ2世が
訪れた際、教会広場にてミサを行った。

6 カリプソの洞窟＆ラムラベイ
Calypso s Cave & Ramla Bay

5 マルサルフォルン＆ソルトパン

5.牧歌的で自然豊かな姉妹島、ゴゾ

1 ドウェイラ湾

買い物客や観光客で賑わうヴィクトリアは島唯一の街で
ある。また、隣接している要塞チタデルは、ゴゾ島が見
渡せる人気のビューポイントだ。ゴゾ島は過去に度々海
賊の襲撃を受けており、1551年には多くの島民が奴隷と
して連れ去られた。チタデルは襲撃の際の避難、攻防の
場所としての役割を果たしてきた。チタデル内大聖堂に
は、建築当時ドーム型の天井を造る予定だったが、資金
不足で造ることができなくなり、苦肉の策として中から
みると天井がドーム型にみえる様、だまし絵を施した。
外から見ると屋根がドームになっていないのが一目瞭然
である。360教会があるといわれているマルタで、だまし
絵がみられるのはこの大聖堂のみ。

2 ジュガンティーヤ神殿★

※1

Ggantija Temple

Marsalforn & Saltpan

夏場は多くの人で賑わう美しいシーサイドリゾート。
元々小さな漁村であったため、今でも漁師たちのカラ
フルボートが水辺に停泊している。村の近くの丘には
あたり一面を見渡すように建つキリストの像がある。
マルサルフォルンから徒歩20分ほどの場所にあるソル
トパンはローマ時代から現役の塩田である。

マルタ語でラムラハムラ（赤い砂）と呼ばれるラムラベ
イは、名前の通り赤い砂が特徴の美しい砂浜である。
ビーチを見下ろす高台には、ホメロスの2大叙事詩の
ひとつ『オデュッセイア』にてオデュッセウスが美しい
妖精に7年間引きとめられたといわれている、カリプソ
の洞窟がある。洞窟内は現在立ち入り禁止となってい
るが、洞窟の上からは眼下に広がるラムラベイと青く
輝く地中海の景色を一望できる。

7 シュレンディー
Xlendi Bay

2017年3月に崩落してしまった天然の窓アズールウィン
ドーのあった場所。アズールウィンドーは無くなって
しまったが、洞窟を抜けて地中海に出るインランド・
シーの遊覧船は現在も運航している。近くには騎士
団が治癒効果が強いと信じていた薬草が生えている
ファンガスロックがある。
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巨人の女性サンスーナが巨石を積み上げて作り上げた
という伝説の残る神殿。紀元前 3600 年頃に建てられ
たこの神殿は全長6m、重さ約 20 トンの石で構築されて
いる。世界遺産に登録されている巨石神殿のひとつ。

ゴゾ島で最も美しい漁港の一つ。湾を囲む
美しいプロムナードは、夏の間多くの観光客
でにぎわう。プロムナードの先にある階段
は、昔修道女が人目を忍んで泳いだ洞窟へ
つながっている。1961年には紀元前2世紀と5
世紀に沈没した船が発見され、約35mの深さ
から引き揚げられた。船内より発見された遺
物はゴゾの考古学博物館で見学可能。
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6. カラフルな漁船が浮かぶ漁村マルサシュロック

MAP P4❶

マルタ島南部の小さな漁村。メイン通りの正面の湾には、
船体の前方に魔よけの目がついたカラフルな漁船ルッツ
が多く湾に浮かんでいる。漁村というだけあって、シー
フードレストランが多く店を構えているため、お昼時に
ランチと合わせて観光に訪れるのが良いだろう。
マルサシュロックでは、毎週日曜日に地元の海で採れた
魚介類や野菜、果物を始め、日用品、衣類、お土産物
など様々なものを扱うサンデーマーケットが開催されている。
サンデーマーケットは朝 7 時頃から夕方頃まで開催されているが、
食材を扱う一部店舗は午後早い時間に閉まっ
てしまうため、午前中の内に出かけるとより雰囲気を楽しめる。日曜日以外でも日用雑貨やお土産物を中心に
取り扱う屋台が並んでいるため、いつ訪れても楽しむことが出来る。

7. ボートが空を飛ぶ楽園 地中海トップクラスの透明度を誇るコミノ島

おかげさまで1 周年
おかげさまで11周年
マルタで初＆唯一の日系旅行会社
ジャパン・トゥ・マルタツーリズム

MAP P4❷

最近 SNS やブログ等で話題になった「空飛ぶ船」の写
真を撮ることが出来る場所コミノ島は、マルタ島とゴゾ
島の間に浮かぶ小さな無人島だ。徒歩で一周できるほど
小さな島には、ブルーラグーンと呼ばれる透明度が抜群
の海が広がっており、このブルーラグーン目当てに毎年
大勢の観光客がコミノを訪れている。一日海水浴を楽し
みたいという方は、シャワーやトイレ、飲み物が完備さ
れているコミノ島一日クルーズツアーに申し込むのが良
いだろう。一日コミノに滞在する事が難しい場合や自力
でコミノ島に訪れたい場合は、マルタ島のチェルケウワ
港近くまたはゴゾ島のイムジャール港からボートで訪れ
ることが出来る。

8. ボートに乗って青く煌めく洞門めぐりブルーグロット（青の洞門）

MAP P4❸

波と風の浸食で長い年月をかけて巨大なアーチとなった
ブルーグロットは、いくつかの洞門と洞窟の中を小型の
ボートで遊覧し、青く幻想的に煌めく海を楽しむ人気の
ボートアトラクション。洞門内は光の差し込み具合によっ
て海の色が変化する。一番綺麗に見えるのは午前中だ。
冬の間は天候事情により、ボートが欠航になる事が多い
が、外から洞門の景観だけを楽しむことも出来る。
交通の便の良い場所ではないため、観光用の周遊バス
Hop on Hop off バスや半日ツアーへの参加、タクシー
をチャーターするのが便利。

番外編 絶景ポイント ポパイ ヴィレッジ＆聖アガタの塔（レッドタワー） MAP P4❹
1980 年ロビン・ウィリアム ズ主 演の実写版『ポ パイ』
の映画撮影に使われた小さな入り江。カラフルな建物
のセットがそのまま残されており、入り江に佇むポパイ
ヴィレッジをバックに写真撮影するのもよし、中に入っ
てポパイやオリーブと会ってくるのもよし、セットの前
に広がる美しいアンカーベイの海で泳ぐもよしな穴場ス
ポットである。有料送迎の事前予約は TEL +356 2152
4782 で可能。またポパイ ヴィレッジから少し足を延ば
したところにある聖アガタの塔、通称レッドタワー近辺
は、雨期になると高台から生い茂る緑と地中海の海を眺
めながら散策が出来るウォーキングポイントでもある。
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感動！青い
感動！青い
地中海と中世の
地中海と中世の
街並みに包まれた
街並みに包まれた
ヨーロピアン・リゾート
ヨーロピアン・リゾート
ウェディング
ウェディング

•
•
•
•
•
•
•

日本人ガイド観光ツアー
現地ホテル・オプショナルツアー各種
海外挙式・ハネムーン・フォトツアー・ドレスレンタル
語学留学（マルタ大学付属語学学校・マルタ大学）
法人・団体・組織向けサービス
MICE（国際会議・研修旅行）
通訳派遣・コーディネーター

私達が感動の
マルタ体験を
お届けします

清野

ジャパン・トゥ・マルタツーリズム（ジェイ・エム・ティー）
マルタ一高い青い
ビジネスタワーが目印です
ビジネスタワーが目印です

住
所：Portomaso Shopping Centre （ヒルトンホテル＆ビジネスタワー直結）
営業時間：9:00〜17:30 休業日：土曜・日曜・マルタの祝日
電
話：+356 2763 1201
メール：info@maltanavi.com
マルタ政府観光局認定DMC

★マルタ旅行情報サイト「マルタ島ナビ」好評発信中!
★マルタ旅行情報サイト

www.maltanavi.com

facebookやってます!

★マルタの最新情報を現地からお届けするスタッフブログ
★マルタの最新情報を現地からお届けする

マルタナビ ブログ

マルタ島ナビ JMT

検索

検索
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OVER 30 YEARS EXPERIENCE SERVING JAPANESE TOURISTS
日本人スタッフ 廣部/由佐/米田
ahirobe@sit.com.mt
(Japanese speaking)
ahirobe@sit.com.mt
ytoshie@sit.com.mt
ayoneda@sit.com.mt

TEL +356 2552 2526/8

憧れの地中海ウェディングなら
私たちにおまかせください!
サラ ヤングウェディングプランナー

経済的安定–
SITの所属する総合商社/デマイヨグループからの経済的バックアップ
安心、ロイヤリティー
世界遺産バレッタにオフィスを設け、
ホテルなど現地サプライヤーとの強い信頼関係と交渉力

Jason Caruana /General Manager

jcaruana@sit.com.mt

安心
ロイヤリ
ティー
TEL:+356 2138 2549 Eメール：SARAHYOUNG@WEDDINGPLANNERMALTA.COM
携帯電話:+356 9925 3265 URL：www.sarahyoungevents.com

マルタ旅行なら
OSWALD ARRIGO LTD-DMC






日本人ガイド観光ツアー
語学留学、ホームスティ
ハネムーン・挙式
グループ・個人旅行






グループ・個人旅行
インセンティブ
国際会議
研修旅行
企業視察 など

facebook.com/specialinteresttravelmalta

安定

WWW.SIT.COM.MT

マルタ観光局旅行業登録番号 TRA/S09

マルタへ旅行の際は
グローバルエア トラベルへ

● グループ旅行
● 国際会議イベント
● 研修旅行
● 視察旅行
● 各種手配旅行

マルタ現地スタッフならではの
最新情報をお伝えします。

● 現地ホテル手配
● 語学留学 / ホームステイ

●現地ホテル手配 ●日本人ガイドツアー ●マルタ個人＆グループ旅行
●英語留学 ●オプショナルツアー＆アクティビティ ●インセンティブ

お問い合わせは日本語でどうぞ! Tel：+356 2134 3790
Email resv4@oswaldarrigoltd.com

www.arrigoswaldmc.com
www.rigotel.com
INSTAGRAM：jp̲malta̲travel
https://www.facebook.com/oswaldarrigodmc/
ハネムーン旅行 https://www.ttknotweddings.com/

● ウェディングフォトツアー

日本人スタッフが常勤しております。
日本語にてお気軽にお問い合わせください。

● 日本語英語
ガイド付ツアー

globalairtravel-japan.com
japan@globalairtravel.com
TEL: 356 23473133／23473122（日本語可）

オプショナルツアー
30年以上の実績を誇るマルタ老舗旅行会社Suprime Travelでは、お気軽
に参加いただける様々なオプショナルツアーをご用意しております。
全ツアー英語ガイドとなります。
お申込み【HP】www.hellomaltatours.com
はこちら【Ｅメール】info@hellomaltatours.com

水曜日出発●オプショナルツアー
モスタ、クラフトヴィレッジ、イムディーナ観光 ゴゾ島１日観光

【TEL】+356 2169 4967

※ツアーの内容は2018年9月現在のもとなっております。

毎日出発●クルーズ
コミノ島
ゴゾ島＆コミノ島
ブルーラグーン1日ツアー ブルーラグーンクルーズ
Daily Comino & Blue Lagoon Cruises

Daily Gozo & Comino Blue Lagoon Cruise

Gozo with a Difference

Tour of Mosta, Ta' Qali Crafts Village & Midna Noble City

大 人
子ども

€27

（5〜12歳）

€19

4歳以下

無料

無料

フェリー乗船券、
ジュガンティーヤ神殿
入場券、ファントレイン
乗車券、昼食を含む

【所要時間】4時間

The Best Traditional Two Harbours Day Cruise

€37

4歳以下

【所要時間】8時間

モスタドーム入場料含む

ハーバークルーズ

大 人
子ども

€57

（5〜12歳）

木曜日出発●オプショナルツアー
ヴァレッタ半日観光
The Tour of Valletta Malta's Captal City

パラッツォ・パリジオ宮殿、カートラッツ、
ディングリクリフ＆ブスケットガーデン
Malta’s Scenic Tour

大 人
子ども

€30

（5〜15歳）

€22

4歳以下

無料

3月〜11月の期間限定ツアー

【所要時間】8時間

ランチ、アルコールを含む飲み物飲み放題を含む

大 人
子ども

€40

（5〜15歳）

€30

4歳以下

無料

3月〜11月の期間限定ツアー

【所要時間】8時間

アルコールを含む飲み物飲み放題を含む

木曜日はナイトクルーズの運航あり
大 人
子ども

€15

（5〜15歳）

€10

4歳以下

無料

Vintage Bus Tour
€15

€35

大 人
子ども

（5〜12歳）

€ 9

無料

4歳以下

無料

大 人
子ども

€55

（5〜12歳）

4歳以下

【所要時間】10時間

【所要時間】2時間

フェリー代、ランチ、
ファントレイン
乗車券含む

月・火・水・金（祝日運休）

The Three Cities & Wine Tasting Tour

金曜日出発●オプショナルツアー

Night Tour to Valletta, Mosta & Mdina

Mosta, Craft Village, Mdina & Valletta

€26

4歳以下

無料

宮殿入場料、スナック
とコーヒー代を含む

土曜日出発●オプショナルツアー
古代神殿ツアー

ゴゾ島1日観光

Prehistoric Temples Tour

Discovering Gozo

大 人
子ども

€55

（5〜12歳）

€35

4歳以下

無料

日曜日出発●オプショナルツアー
青の洞門とマルサシュロック サンデーマーケット

大 人
子ども

€40

（5〜12歳）

€27

4歳以下

無料

【所要時間】4時間
アールダラム入場券
ハジャーイム入場券
イムナイドラ入場券
を含む

フェリー代、ランチ、
ファントレイン乗車
券を含む

ナイトツアー
モスタ・クラフトヴィレッジ、
（ヴァレッタ、モスタ、イムディーナ） イムディーナ、ヴァレッタ観光

大 人
子ども

€36

（5〜12歳）

【所要時間】4時間

【所要時間】10時間

火曜日出発●オプショナルツアー
スリーシティーズ＆
ワインテイスティング

無料

マルタエクスペリエン
ス鑑賞券、聖ヨハネ
大聖堂入場券を含む

スリーシティーズビンテージバス
Discovering Gozo

€27

4歳以下

【所要時間】4時間

【所要時間】1時間半

月曜日出発●オプショナルツアー
ゴゾ島1日観光

大 人
子ども

€37

（5〜12歳）

バードパークと水族館
Bird Park & Aquarium

Blue Grotto & Sunday Market at Marsaxlokk Fishing Village

大 人
子ども

€30

（5〜12歳）

€23

4歳以下

無料

【所要時間】4時間
ワインテイスティン
グ代、お土産を含む

大 人
子ども

€25

（5〜12歳）

€17

4歳以下

無料

【所要時間】4時間
マルタ5D鑑賞券を含む

大 人
子ども

€47

（5〜12歳）

€37

4歳以下

無料

【所要時間】8時間
聖ヨハネ大聖堂、
モスタドーム入場料を含む

大 人
子ども

€23

（5〜12歳）

€15

4歳以下

無料

【所要時間】4時間
※青の洞門のボート代
は含まれておりません。

大 人
子ども

€32

（5〜12歳）

€25

4歳以下

無料

【所要時間】3時間
バードパーク、
水族館の入場料を含む

※4歳以下のお子様のゴゾ島フェリー代金は港で直接お支払いください。
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マルタマラソン
〜歴史と隣り合わせに走る〜
転載：週刊ウィングトラベル

マルタマラソンは、毎年１回マルタ
本島で開催されている。次回は2019
年２月24日に第34回大会として開催
予定だ。フルマラソンだけでなく、
ハーフマラソン、Endo ウォーカソン
（21.097km）、ノルディックウォー
ク（同）の４種目があり、フルマラソ
ンは18歳以上、その他の種目は17歳
以上なら参加でき、若者からシニアま
で誰でも楽しめる大会となっている。
また毎年２月の最終日曜日の開催だ
が、この時期は他の欧州各国はまだ冬
のさなか。温暖な気候に恵まれたマル
タだからこその開催時期だ。ヨーロッ
パで、その年の最初に開催されるマラソン大会としても知られる。
コースはマルタを代表する古都、イムディーナをスタートして標高差200ｍを駆け下り、海
抜０ｍの港町、スリーマのフェリーターミナルにゴールする典型的なダウンヒルコースだ。
コースの途中には何世紀にもわたってマルタの給水を担った水道橋や、17世紀に建てられた騎
士団の建築物、ヨーロッパ第３位の規模を持つドーム教会があるモスタの町などがあり、歴史
の隣を駆け抜ける魅力的なマラソンコースとなっている。
コースの要所や給水スポットでボランティアが笑顔の声援を送ってくれるだけでなく、沿道

マルタでトライアスロン

マルタ島では毎年数多くのトライアスロン大会が開催されている。
2018年も3月にはトライアスロンシーズンの開幕を告げる標準距
離のトライアスロン大会、5月にはミドルディスタンスの「マルタ
113kmトライアスロン」、6月、7月、9月には短距離型のスプリン
ト・トライアスロン大会、8月にはナショナル・トライアスロン大会、
そして10月にはシーズン最後を飾る「マルタ・ナショナル・トライア
スロン・チャンピオンシップ」が開催される。今年は10月14日の開
催だ。マルタ代表が決まる真剣勝負の場であると同時に、美しいで泳ぎ、歴史的景観が見飽きないマ
ルタ島をランやバイクで駆け抜けるトライアスロンは、他の国でのレースにない魅力に満ちた内容だ。

ゴゾ・ウルトラ トレイル

ゴゾ島で開催される「ゴゾ・ウルトラ トレイル」は、ゴゾ
島の大自然の中を走り抜ける大会で、55kmと21kmのコー
スがある。崖の上の草原や急峻な谷、砂浜、岩場の海岸な
ど、ゴゾ島ならではの変化に富んだ地形を生かしたコース設
定が特徴。雄大な景観を見ながらのランは爽快そのもの
だ。21kmのコースでは、MTB（マウンテンバイク）を使った
レースも開催されるのもユニークだ。

エクステラ・マルタ

エクステラとはオフロード版トライアスロンのような競技だ。
スイム、MTB、トレイルランで合計数十キロを戦い抜く。
レースは過酷だが、オフロードで行われる競技だけにコース上
はどこをとっても絶景な場所ばかり。マルタらしい自然景観の素
晴らしさを堪能しながらエクステラに挑戦するなら、エクステラ・
マルタは見逃せないはずだ。2019年は5月4日にゴゾ島で「エク
ステラ・ゴゾ・トレイルラン or MTB」、5月18日に「エクステラ・
マルタ・トライアスロン」大会が開催の予定だ。

MERIDIANA WINE ESTATE

のあちらこちらで地元住民が楽器演奏などでランナーを応援し
てくれる。アットホームで温かい雰囲気もマルタマラソンの魅
力だ。またゴール地点のスリーマは、レストランが充実したエリ
アで、ゴール後すぐに美味しい料理と飲み物で疲れを癒せるの
もマルタマラソンならではの楽しみだ。マルタマラソンは2016
年大会以降、参加者が増加しており完走者数は2016年3821
人、2017年3959人、2018年4309人となっている。日本人ラン
ナーも毎年50〜100人前後が参加している。
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広告
マルタを代表するワイナリー
マルタ産ワインのご購入はメリディアーナワインで
ワインテイスティングを希望の方は、ホームページ www.meridiana.com.mt
またはお電話 (+356) 2141 3550/7 でご予約の上お越しください。
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グの時間が設けられ、関心を持つ多くの人々が参加して１対１のミーティングが行われた。こ
れらのミーティングを通じ、実際に多くの強いビジネス関係が構築されており、今後、両者の
協定の締結につながることが期待されている。

マルタ視察団による
日本訪問

日本はマルタ産の新鮮なマグロを大量に輸入している。ムスカット首相はこの訪問を利用
して築地の魚市場で鮮魚の競りを見学し、そこで実際にマルタ産のマグロが売買されている
のを目にした。マルタ産のマグロは日本でも美味しいと評価されており、近年日本国内の市場
に多く出回っている。

2018年7月30日〜8月3日
TradeMaltaが企画・実行を担当した、マルタのジョセフ・ムスカット首相が率いる50名
の視察団は、7月30日から8月3日の日程で東京と大阪を訪れた。視察団はさまざまな民間
企業および複数の政府機関からの代表で構成され、それぞれが日本の関係各所との長期的
な業務関係の構築を目的としていた。
参加者として、金融/法務サービス、教育/研修、
製造業、不動産、漁業といった分野の代表者が集っ
た。このような分野での新たな業務提携先を探すこ
とに加え、複数の政府機関の代表者は、観光、運輸
、公共/民間の連携、教育、および海外からの直接
投資といった分野での関係構築のため、日本側の担
当者らと懇談した。

さらに、日本の文化をより理解するために半日ツ
アーが２回にわたり開催された。このツアーはマル
タからの参加者たちにとって、本当にユニークな日
本という国を支える非常に興味深い独特の文化を
見る機会となった。
この視察は今後の日本とマルタのビジネス関係
の構築に向けた準備を整え、両国の貿易の可能性
を強く意識させるものとなった。
視察団 主催 TradeMalta

東京のJETRO（日本貿易振興機構）および大阪
商工会議所の協力のもと、両都市で２つのビジネス
フォーラムが開催され、イベントに興味を持つ人々が
多数来訪した。フォーラム終了後にはネットワーキン

プレイモービル城を目指して
城を目指して
歩くと、プレイモービル・
ファンパーク・マルタに
到着します。
プレイモービル・ファン
パークの屋内プレイエリアは、
1〜3歳までの乳幼児エリアと
4歳以上のお子様向けの2つの
エリアにわかれています。
屋外は海賊をモチーフにした
安全なプレイエリア。家族みんなで
楽しめるフレンドリーで
ワクワクする空間です。

コミノハニー、ゴゾハニー、サボテンジャム、ザクロジャム、ヌガー、ゴゾチーズ、天然塩など厳選された
マルタの食材を沢山取り扱っております。

お店はゴゾ島のヴィクトリアにございます。
皆様のお越しをお待ちしています！
チタデル

ヴィクトリア店（Café Jubilee 隣り）
Tel: (+356)2155-8921

The Citadel

プレイエリア
カフェテリア

営業時間

映画館
Cinema

ドア
インドア &アウト
プ
ョッ
ルシ
ービ
プレイモ

アストラ劇場

イムジャール港へ→

Astra Theatre

インデペンデンス・スクエア通り

0pm
：00am ー6：0
日&日曜日 10
月曜日〜木曜
：00pm
10
mー
0a
：0
日 10
金曜日&土曜

プレイモービル・ファンパークショップでは、
乳幼児や男の子、女の子向けのさまざまな
最新プレイモービルグッズが手に入ります。
子どもたちが何時間も飽きないような、
お子様の年齢にぴったりのおもちゃが見つ
かります。
入場料：子供（1〜12歳）€2.40 大人 €1.20

←ドウェイラ湾へ
インデペンデンススクエア
Independence Square

ビショップパレス
Bishop s Palace

Playmobil FunPark
Malta, HF 80, Industrial
Estate, Hal Far, BBG 3000

www.jubileefoods.net

＜ゴゾ島＞ ヴィクトリア店：Independence Square Victoria
営業時間：月曜〜土曜 9 時〜 19 時、日曜 10 時〜 17 時

39

アクティブな遊びを通してキッズが学べるスポット

(+356) 2224 2445

www.playmobilmalta.com
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パラッツォ コンシリアは、マルタの伝統的なタウンハウスを改装したモダンなブティックホテルです。
このホテルは聖ロッコ教会からわずか数分のセント・ウルスラ通りというヴァレッタの中心地に位置
し、バロック様式の建築物や、ローアー・バラッカ・ガーデン、ウォーターフロント、聖エルモ砦と
いった主要な観光スポットに囲まれています。

住所：40 Battery Street, Valletta
TEL：+356 2122 4730 FAX：+356 2123 9711
E-mail：info@britishhotel.com URL：www.britishhotel.com
クレジットカード：可 バジェット・シングルEUR75〜
全室フリーWIFI完備

74000平方メートルの広大な敷地を誇る5つ星ホテル、ウェスティン・ドラゴナーラ
リゾートはレストラン、ショッピング、エンターテイメント施設等のある繁華街から
すぐの場所にあります。
建物は8階建ての宮殿スタイルで、バルコニーアーチ、柱、神殿風の屋根はコーラ
ルカラーとクリーム色で装飾が施されています。内部は涼やかで上品に仕上げら
れており、スイート29室、ペントハウス2室、ハンディキャップルーム14室を含む全
312部屋から地中海をご覧いただけます。

セレブリティ in マルタ

アシャンティ
Photo credit Ashanti,
Taken at InterContinental Malta

The Westin Dragonara Resort
住所：Dragonara Road St.Julian's
T E L：+356 21 381000
FAX：+356 21 381347
E-mail：westin.dragonara@westin.com
U R L：www.westinmalta.com
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クングス
Photo credit KungsMusic,
Taken at InterContinental Malta

撮影や休暇、ライブなど様々な目的でマルタにやってくるセレブは後を絶ちません。
ブラッド・ピット、アンジェリーナ・ジョリー、マドンナ、スティーブン・スピルバーグ、
アシャンティ、クングス等世界で活躍するスターが過去にマルタを訪れており、中には 2
〜 3 度マルタを訪れている方もいます。あなたの宿泊するホテルにも、過去にセレブリティ
が宿泊したかもしれません。ご滞在中、興味のある方は是非ホテルに聞いてみてください。
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語学学校

イト
マルタ語学学校検索サ

/language -sch
http://w ww.visitmalta.com/jp

ools

英語が公用語のマルタには、約40の語学学校があり、治安よく温暖な気候のもとに英語を習得でき
ることから、ヨーロッパ各地をはじめ、日本からも多くの留学生を受け入れております。留学目的の渡
航者の国籍は、イタリア、ドイツ、ロシア、フランス、スペイン、ブラジル、北欧、トルコ等が多くを占めて
おり、学校で学んだ英語を使って母国語がそれぞれ異なるクラス
メイトと交流することにより、さらに磨きをかけることが可能です。
また学校に通うだけではなく、ダイビングショップや学校の受付、
地元の企業など、語学学校のコースと組み合わせたインターンシ
ップの紹介を行っている学校も増えています。滞在中にインター
ンシップに興味のある方は是非学校に相談してみてください。

1 日体験留学、
親子留学歓迎します！

高級住宅地に位置する、エアコン完備の朝食付き寮には、
キッチン施設もあります。
学 校から5〜10 分以内の立地にホームステイ先、自炊可能なシェアアパートの
用意もあります。

最高級のラグジュアリーを
インターコンチネンタル マルタは、コンテンポラリーな

シュプラッハカフェ・ランゲージ・プラス
（セントジュリアン校）

MALTA
WASHINGTON

デザインとモダンな雰囲気に包まれた最高級の空間を提供し、

NEW YORK

エレガンス、ホスピタリティ、サービスの意味を一新しています。

BORDEAUX

当ホテルは便利な中心地であるセントジョージズベイの
抜群の立地を誇り、
マルタ屈指の素晴らしいショッピングや
あります。
マルタ国際空港からは車で20分、
マルタの歴史ある

KOH SAMUI

インターコンチネンタルでの生活をお楽しみください。

日本語ホームページ:

PARIS
DUBAI

詳細は、malta.intercontinental.com をご覧ください。

学校住所:

Alamein Road Pembroke PBK
1776 Malta

LONDON

エンターテインメント、ナイトライフのスポットから徒歩圏内に
首都バレッタからは15分で到着します。

キャンパス外観

SINGAPORE

日本語問い合わせ:
● 元リゾートホテルの美しく広大なキャンパス
（設備：教室、滞在施設、

TEL: 045-550-3254 / 090-9360-1550

プール、
カフェテリア、
レストラン、
植物園、
テラス、
24時間レセプション）
● 1クラス最大10名の少人数で会話を徹底強化
● ヨーロッパ発祥の国籍豊かな学校
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4 歳からあらゆる年齢向けのコース
コースおよびホストファミリーや寮を含む幅広い宿泊
施設の特別料金の詳細につきましては、当校までお問
い合わせください。
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私たちと一緒にあなたの語学力を向上させましょう
ICTQ Maltaは、マルタ島北部の美しいビーチが有名な
メリッハにあります。
落ち着いたマルタらしいエリアで、ローカル色を楽しみ
ながらも勉強に集中できる環境となっておりますので短
期間でもしっかり語学力を磨きたい方におすすめです。

৭峣峵৭උఐ৯

૮મ౸嵗嵤崗崟嵏崫崿

112, G. Borg Olivier Street, Mellieha, Malta, MLH 1020

ICTQ Centre for English Excellence TEL: +356 21 522 520
Email: info@ictqmalta.com

Website: www.ictqmalta.com

inlingua Malta 長期滞在パッケージ
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★

マルタでの英語教育実績38年

★

質へのこだわり - マルタで唯一ISO認証を取得した学校

★

少人数制

★

生徒の国籍は多彩

★

どんなレベルでも毎週月曜日の受講開始を保証

★

年間を通してIELTS対策コースを開催

★

長期滞在向けの良心的な価格 - 宿泊代込み1週間60ユーロから
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ようこそ英語学校のリンクへ。

1992 年に開校した Link School of English は 40
種類以上ものコースを開催しています。世界 35 か
国をこえる国々からの生徒を受け入れているため、
国際的な環境で学ぶことができます。日本人生徒の
割合はわずか 2％です。校長のロジャー・デ・ガエ
ターノはマルタ日本商工会議所の理事の一員です。

Link School では、2 つの校舎から徒歩圏内のエリアにヴィラタイプ（三箇所）とアパートタイプ（五箇所）の寮をご用意し
ています。スイミングプール付きの寮、ゲームルーム、ジム、600 ㎡もの広々とした庭を備えた寮などから選ぶことができます。
毎週、生徒たちの学習を強化する楽しい文化イベントや交流イベント、教養、レジャー、スポーツなどのアクティビティを開
催しています。また、マルタ留学中の学習と仕事をサポートする「Work & Study National Long Stay D-visa」の申請が可
能になりました。

Link School of English

88/90 Triq it-Tiben, Swieqi SWQ 3034, Malta

Tel: (+356) 21382634, 21384825.
www.link.edu.mt ‒ email:roger@linkenglishschool.com

巨大猫が鎮座するフォトスポット インデペンデンス ガーデン

今こそ英語の
勉強をしましょう。
☆ スリーマの海岸という絶好のロケーション
☆ 20 年以上の経験

スリーマとセントジュリアンズの間のプロムナードを歩いていると、
突如巨大な猫の像が海沿いに鎮座しているの
が見えてきます。カラフルでちょっぴりワイルドな猫の像は、マルタ語で猫を意味するアトス（QATTUS）と呼
ばれていて、そのお膝元には、
インデペンデス ガーデンが広がっています。
公園内では、この猫に守られるかのように、
のんびり寛いでいる猫たちをよ
く見かけます。道路よりも低い位置に公園があるため、
日常的に車で移動し
ているマルタ人は、
この像の事を知らない人も多くいますが、猫好きの方の
間では必須猫スポットになっております。フリーWIFIスポットでもありま
すので、
お気に入りの一枚を是非SNSに上げてみてはいかがでしょうか。
投稿する時には、ハッシュタグ#maltacatstatueをお忘れなく！

☆ 校内の日本人学生の割合は 3% 未満

2019 年9月3 0日までにご予 約
いただくと、15%のグループコース
割引特典が受けられます。

Email: reservations@linguatime.com
Website: www.linguatime.com
Facebook: www.fb.com/Linguatime
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憧れの地中海留学！

マルタで英語を学ぼう
7000年の歴史の中で、様々な国からの影
響を受けてきたマルタは多彩な魅力がいっ
ぱい。温暖な気候、良好な治安はもちろん
の事、ヨーロッパの中でも比較的物価が安
く、留学生の受け入れに非常に積極的だ。
最近人気の親子留学やシニア留学はもち
ろん、一週間のお試し留学や一日体験入学
などニーズに合った授業を行う学校も多く
ある。近年では個人留学だけでなく、中学
校・高等学校の英語研修先にマルタを選ぶ
学校が増えてきている。そんな最近注目の
マルタ留学の魅力について紹介しよう。

世界遺産に登録されている首都ヴァレッタを始め、5000年以上前の古代神殿群、丘の上
に佇む古都イムディーナ、牧歌的で自然豊かなゴゾ島、海に浮かぶボートが空を飛んで見える
ほど、透明度の高いコミノ島のビーチなどなど、マルタには見どころが満載！授業が終わった
後はマルタに点在する世界遺産めぐりや、中世の町散策に出かけることも可能です。

アルバイトしながら 語学学校に通おう
誰でもアルバイトが出来るの？
以下の条件に該当する方は、就労の申請が可能です。
就労は、許可が下りた後に可能となります。
●

マルタに90日以上語学留学をする方

●

学生ビザを保持している方

●

週に15時間以上語学学校に通っている方

●

就労先が決まっている

コンパクトにギュッと詰まった島

留学生の9割はヨーロピアン

手続きはどうすればいいの？

マルタの総面積は名古屋市とほぼ同等の
大きさ。他国だと最寄りの大きな町まで数
時間、国一番の観光スポットまでは飛行機
必須！なんて事もありますが、マルタなら繁
華街も、郊外の世界遺産も、お隣のゴゾ島
も、国内どこでも日帰り圏内です。更に近隣
のヨーロッパ諸国へのアクセスも抜群。イタ
リアのシチリア島への日帰り旅行や、週末
を利用してローマやパリ、ロンドンなどヨー
ロッパ主要都市でしたらどこでも一泊旅行
が可能です。

マルタ留学の大きな特徴は何といっ
ても 、ヨー ロッパ 人 留 学 生 の シェア
率。日本でマルタ留学が知られるよう
になってきたとはいえ、まだまだ全体
の１割以下。時期と学 校によっては、
周りに誰も日本人がいないこともあ
り、多国籍な環境で英語を学べます。

日本人がマルタに就労する事を前提に長期語学留学をする場合、
マルタに到着後学生ビ
ザを申請する必要があります。学生ビザ申請に関するお問い合わせは、通学予定の学校に
お問い合わせください。学生ビザが下りた後、今度は就労の許可 (Employee Licence) を
取る必要があります。就労の許可は有料となっており、€230かかります。
就労の許可を申請するには、雇用先が決まっている必要があります。雇用先はマルタの
求人窓口Jobplusで探すか、直接希望先にお問い合わせください。

治安が良くて暮らしやすい
マルタでは夜間に女性が普通に一人で歩
いていたり、郊外に行くと未だにドアに鍵
が挿しっぱなしの家があったりするほど治
安の良好な国です。また国連が毎年発表す
る世界の自然災害リスクランキングでは、
常に世界で2番目に自然災害の少ない国と
してランクインしていて、あらゆる面で安
全な国と言えます。
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充実した観光素材

長期滞在が可能
日本人がマルタにビザ無しで滞在可
能な期間は3か月ですが、留学目的の
場合、マルタ到着後の学生ビザの申請
が可能です。日本で他国の学生ビザを
取得する場合、お住まいの地域によっ
ては 必 要 書 類を準 備するのに非常に
手間がかかる場合もありますが、マル
タの場合はマルタに入国後の手続きと
なります。事前に用意が必要な書類も
ありますので、詳しくは留学エージェン
トまたは学 校に直 接 渡 航 前にご確 認
ください。

働きながら学費を稼げる？
学生ビザで可能な就労時間は、週20時間までとなります。就労の許可申請に€230かか
りますので、滞在日数がそれほど長くない方の場合、学費を稼ぎながら語学学校に通うと
いう事はあまり現実的ではなさそうです。長期留学を検討中の方の場合、多少学費の足し
にする事は可能そうですが、欠 席日数が減るなど、学 業に支障をきたす状 況に陥った場
合、就労の許可が取り消される場合もあります。マルタは物価の高い国ではありませんの
で、現地でのアルバイト収入を前提に留学プランを計画するといった事はお控え頂いた方
がよろしそうです。
マルタ留学中、イタリア、ドイツ等他の国の留学生と触れある機会は多々あるのに、肝心の
マルタ人との交流の機会が中々ない、という声を度々耳にします。折角マルタに留学する
のだから、より多くのマルタ人と交流を持ちたい！一度海外で働いてみたい！なんて方は是
非有効的に制度をご活用ください。
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豊富な情報と頼れるサポート体制
マル タ留 学を 取り 扱っ
ている
留学エージェントは沢山あ
りますが、
中でも渡航回数や留学
手配経験の
豊富な会社を紹介させ
ていただき
ます。留学のご相談や
手配をご希望
の方は留学エージェン
トにご連絡を
取ってみてはいかがで
しょうか。
マルタ留学のプロが自
信を持って
皆様の留学をサポートいた
します。

学校としっかり連携安心留学

代表

本岡

弊 社 で は 1 9 9 7 年よりマル
タ留学の取り扱い開始以来、
2 , 0 0 0 名以 上の方をお世 話し
ています。私自身初めてマル
タを視察した際この国の魅力
の虜になり、訪問回数は2 0回
を 超 えております。弊 社 スタ
憲次さん ッフも定 期的にマルタを視 察
しており、最 新の情報を皆様
にお届けしております。

手数料無料 マルタマルタドットコム
株式会社マルタマルタ
HP：www.maltamalta.com
MAIL：info@maltamalta.com
TEL：045-315-6375
神奈川県横浜市西区浅間町4-331-8

担当
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岩田

17年前にマルタに１年間留学を
した後、Webサイト
『マルタマルタドットコム』を通し
てマルタ島で快 適に留学する方
法をご案内しています。
留学料金は学校が提示する定
価で、「ホームステイと寮のMIX
プラン」などご希望に沿った細か
雅史さん いアレンジも得意です。
マルタに関することなら、どん
なことでもお気軽にお問い合せく
ださい！ 特典有り。

中川

留学ドットコムは日本国内
４都市に相談デスクを構え、お
客様の心に寄り添って親身なア
ドバイスを心がけております。マ
ルタにも現地サポートデスクが
あるので安心です。留学ドット
コム利用特典として帰国後の就
友康さん 職サポートや、オンライン英会
話レッスンプレゼント、お得な
キャンペーンを用意してます。

2名のマルタ現地スタッフがサポート

株式会社NEWPLACE
HP：http://www.brcjp.com
MAIL：info@brcjp.com
TEL：03-6802-4183
東京都台東区東浅草1-10-1

株式会社ネクシスジャパン
HP：www.nexsis.jp
MAIL：ryugaku@nexsis.jp
TEL：0120-553-788
大阪府大阪市北区堂島
2丁目2-23白雲ビル2F

担当
担当

慶山
慶山

1987年英国政府観光庁の支
援を受け英国留学 専門として
設立。英国・アイルランド・英国
となじみ深いマルタ留学専門店
として皆様をお待ちしておりま
す。
手配だけでなく帰国まで、学
校を熟知した専任スタッフによ
豊治さん る安心のフルサポート。
絢子さん 短期〜長期留学、年齢問わ
ず、あなただけの留学スタイル
を見つけよう。

専任カウンセラーによる手厚いサポート！

株式会社国際交流センター
HP：www.iss-ryugakulife.com
MAIL：aus@iss-ryugaku.co.jp
TEL：03-6304-5101
東京都新宿区西新宿1-24-1
エステック情報ビルB2F

株式会社トリプルファースト
HP：www.ausbiznet.com/mlt
MAIL： info@ausbiznet.com
TEL：03-3986-2931
東京都豊島区南池袋1-13-21
藤和ビル8階

代表

マルタ留学の事ならネクシスにお任せを

留学ならZ会グループのISSへ

株式会社S・H・C Collaboration
マルタ留学ドットコム
HP：www.malta-ryugaku.com
MAIL：info@malta-ryugaku.com
TEL：042-744-7846
相模原市南区上鶴間 1-26-4

マルタ在住スタッフ

中原さん・富岡さん

5 つの学校でマルタ留学を
経験した女性スタッフが学校の
選び方から滞在先の選択基準
まで現地からきめ細かくアド
バイスします。
旅行会社 HIS と業務提携、
マルタ留学専門の説明会をほぼ
毎週開催、
WEBでは得られな
い情報が多いと好評です。
広告を見て､ 8週間以上お申
込みの方にはお得な割引あり。

滞在中24時間日本語でサポート！！

入野彩香さん

ISSでは長年数多くのマルタ
留学をサポートしております。
航空券を含んだパッケージプラ
ンやオリジナルプランなど、お
客様のニーズに合わせたマルタ
留学を取り揃えております。ま
た世界28ヵ国1200校以上の中
から選べる豊富な留学先にくわ
え、安心の24時間のサポート体
制で不安なく過ごしていただけ
ます。

LINE・Skypeで気軽に留学相談OK♪
株式会社 a domani
HP： https://atmalta.com/
MAIL：hello@atmalta.com
TEL：050-3681-1923（マルタ留学直通）
03-6261-2341（代表）
東京都千代田区西神田2-5-7 神田中央ビル502
アットマルタはマルタ専
門で情報量◎、安心サポー
ト。費用を抑えた分で留学
を充実させて頂きたいので、
手配手数料は無料です。現
地視察をした上で、良質と
判断した学校とのみ提携。
アットマルタスタッフの皆さん
忙しい方・遠方の方にも嬉
しい土日祝も営業、LINEやSkypeでもご相談が可能
です。お問合せやご質問には、迅速に対応致します！

手数料無料でもしっかりサポート！

株式会社IAC留学アカデミー
HP：www.iac-academy.com
MAIL：info@iac-academy.com
TEL：0120-94-5525
福岡県福岡市中央区
天神3-3-5 6Ｆ

ウィッシュインターナショナル株式会社
HP：www.wish.co.jp/
MAIL：info@wish.co.jp
TEL：0120-470-790
東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル49階

株式会社ネクストホリデー
HP：next-holiday.co.jp/
MAIL：r.kikuchi@next-holiday.co.jp
TEL：06-6243-4651
大阪市中央区南船場3丁目7-27
NLC心斎橋ビル5L号室

九州・沖縄にお住いの方を、
専任カウンセラーがカウンセリ
ングから準備、留学中、帰国に
至るまで、お1人お1人をトータ
ル サポートします。渡 航 前に
は、無料で留学準備英会話クラ
スが受講できます。世界30か国
留学カウンセラーの 以上の語学留学・ワーキングホ
リデー・進学留学など、様々な
皆さん
留学のご案内をしております。

ウィッシュインターナショナ
ル㈱は世界中22 都市にサポー
トオフィスを持つ30年以上の歴
史を持つ留学エージェントです。
マルタもここ数年人気の渡航先
となってきており
小さなお子様を連れての長期の
ファミリー留学も取り扱っており
担当 上原奈奈さん ます。無料でご相談を受け付け
ておりますのでお気軽にお電話
ください。

『安心』と『信頼』をお届けす
る弊 社は口コミや紹 介 多数！
現地訪問を重ね、リアルな情報
をご提供してます。
更にご出発前には無料英会話
レッスンにご参加ＯＫ！
もちろん、海外保険加入手続き・
航空券手配も全て無料です！
２か国留学もご案内可能です。
お問い合わせ・お見積り依頼な
ど上記にて随時受付中です。

担当スタッフ皆さん
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イタリア人オーナーこだわりの

本場の味をお楽しみ下さい︒

セントジュリアンズ / マルタ

love Gozo love food enjoy Country Terrace

アクセスマップ

facebook

・ゴゾ島フェリーターミナルから徒歩10分の絶景レストラン
・地元のシーフードや自慢の郷土料理をお楽しみ下さい！
Lounge Bar & Restaurant Zewwieqa Str, Mgarr - Gozo, Malta
T: +356 2155 0248
M: +356 9944 6833
E: info@country-terrace.com

表紙モデル親子 Jade Caruana & Nina Marie Caruana
撮影の感想と日本からの旅行者へ
のメッセージ：撮影はとても楽し
かったです。私の娘のニーナマリ
エは私よりもずっと上手にポージン
グしていました。マルタは小さな島
ですが、見どころは盛り沢山！いつ
でも皆さんの訪問を歓迎します！
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表紙カメラマン Leslie Vella

HP: www.leslievella.wordpress.com

地中海のマルタよりこんにちは。実は私の本
業はマルタ観光局の職員で、プライベートな
時間にカメラを片手にマルタの各地を巡って
写真をブログにアップしています。日本にか
過去に 2 回訪れたことがあり、その景色や文
化の素晴らしい影響を受けました。近い将来、
是非また訪問出来る事を願っております。

予約
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2018年9月1日現在
空港〜マルタ島のホテルまたは空港〜ゴゾ島のホテル間
の送迎を専門に行う、エアポートシャトルは、事前予約を
した上で、片道EUR5.00からご利用頂けます。
予約はw w w. ma lt at ra nsfer. comにて可能です。一部
路線は２名以上のご利用のみとなっており、１名料金の
設定がございません。お気を付け下さい。
空港内タクシー券販売所で行先を告げ、タクシー券を事
前にご 購入ください。チケットを購入後、タクシー運転
手にチケットを渡してご利用ください。空港からヴァレッ
タまではEU R15.0 0、スリーマ、セントジュリアンズまでは
EUR 2 0.0 0、ゴゾ島フェリー乗り場までEUR32 .0 0となっ
ております。チケット購入時に別途管理料がかかります。
（12月25日と1月1日は一律EUR4.5追加でかかります）
2018年9月1日現在

フェリーがヴァレッタとシチリアのポッツァーロ（所要時
間高速艇１時間半）を結んでいます。
運行はシーズンや曜日等で変動があり、ご利用について
は各船会社ホームページをご参照ください。
〈マルタ〜ポッツァーロ間・高速フェリー〉

ヴィルトゥ・フェリー /Virtu Ferries
Tel:（+356）2206-9022 www.virtuferries.com

日本人の場合、90日以内の滞在の場合ビザは不要です。
90日を超える滞在を希望される場合は、ビザ申請が必要と
なります。語学学校へ通う方は、必要な書類を学校経由で
確認し、出発前にご用意下さい。到着後は学校の指示に
従って申請手続きを行って下さい。
就労等の目的でビザが必要な方は、お勤め先を通じてビ
ザ手続きを行ってください。

トラディッショナル本格イタリアン
当店はイタリア政府機関による『イタリア ホスピタリティ国際認証マーク MOI 』を
授与いたしました。国際認証マークは、イタリア商工会議所等イタリア政府機関に
より、イタリア本国と同様の質の高いサービスと料理を提供する、イタリア料理店の
品質を評価する権威ある認証です。

Central Visa Unit
TEL :（+356）2590-4550
Email : visa.ima@gov.mt

マルタ観光局ホームページwww.mtajapan.comで最新
の天気予報をご確認いただけます。

路線番号X１〜X７がエアポートエクスプレスです。通常路
線バスと同じ金額、EUR1.5〜2で乗車可能です。
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P. 3

240ボルト、50ヘルツ。3つ穴のプラグで
英国と同じBF型。Cタイプの場合もある
ので、マルチタイプが便利です。
アダプターはマルタでもご購入できます。

マルタ島チェルケウア港からゴゾ島イムジャール港へ 、
カーフェリーが運航しています。 （所要時間30分程度）
時刻表はフェリー会社サイトに掲載があります。
フリーWi-Fiは、公園、カフェ、レストラン等で利用可能です。
場所によってはID、Passwordなどが必要となります。
また、多くのホテルで無料、または有料のWi-Fiがあります。

ゴゾチャンネル/The Gozo Channel Company
www.gozochannel.com Tel（+356）
:
2155 - 6016

ゴゾ島とマルタ島からボートが運航されます。また、３月〜
11月はクルーズツアーも多くあります。

ホテルやレストランで呼んでもらいます。また、繁華街には、
固定料金のタクシー会社のスタンドや受付もあります。

2018年9月1日現在
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宿泊者に
ウェルカムドリンクのサービスあり
Free Welcome Drink for hotel guest.

有効期限：2019年9月30日

有効期限：2019年9月30日

有効期限：2019年9月30日

有効期限：2019年9月30日

2019 年9月30日までにご予約いただくと、
15%のグループコース割引特典が受けられます。
予約時のクーポンをを提示して下さい。

有効期限：2019年9月30日

有効期限：2019年9月30日
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マルタ観光局
〒105-0004
東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館8F
TEL: 03-3569-0727
www.visitmalta.com www.mtajapan.com (日本語)
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ゴゾ島

マルタ留学ならネクシスにお任せください!

心に染みわたる美しい風景

20年以上のマルタ留学手配の実績‼

ネクシスでは個人留学のみならず、学校団体 の取り扱いもしています。

1997年の取り扱い開始以来 、ネクシスのスタッフは毎年マルタ視察を行い、これまで
2,000名以上のお客様のお世話をしています。
英語学校のスタッフも頻繁に弊社を訪問、
相互に交流を行い情報交換をしています。

都会の喧騒を離れ、のどかな田園の小路でストレスのない休日を。自然を満喫したり、
カルチャー
イベントに参加したり、地中海料理のレストランでお食事したりと、
ゴゾ滞在をお楽しみください。

多彩な

●短期・長期留学●中高生留学●シニア留学●先生宅ホームステイ
プログラム ●親子留学●中学・高等学校団体英語研修●その他
資料請求 /お問い合わせ

www.visitgozo.com

〒530-0003

0120-553-788

受付時間（月〜土）10：00〜17：00

大阪市北区堂島2丁目2-23

白雲ビル 2階

http://www.nexsis.jp/
ネクシスジャパン

検索

株式会社ネクシスジャパン

