
クロアチア・専用車手配料金表 
Limousine Services in Croatia and Slovenia 

有効期間：2020年7月1日～9月30日 

ザグレブ発着　FROM/TO ZAGREB 

注意事項・備考 
・ザグレブ空港～市内の送迎以外は、市内発着・空港発着いずれも同料金でご利用いただけます。 
・～3名用はセダンタイプ、～5名用はミニバンタイプでの配車となります。 
・ミニバス等6名以上でご利用いただける大型車両の手配も可能です。 
・利用時間が21:00～8:00に掛かる場合、上記料金＋30％の深夜早朝料金が発生します。 
・上記設定以外の立ち寄りを追加することも可能です。お見積りはお気軽にご依頼ください。 

2020 FORMAT LIMOUSINE  SERVICES / PRIVATE TRANSFER SERVICES | PARTENZA S.P.A.

起点/終点 起点/終点 経由地 所要時間 料金 
～3名利用

料金 
～5名利用

ザグレブ空港 ザグレブ市内 ＊＊＊＊＊ 30分～1時間 7,800 9,300

ザグレブ プリトヴィツェ湖群国立公園 ＊＊＊＊＊ 約2時間 32,000 35,000

ザグレブ プリトヴィツェ湖群国立公園
ラストケ村 
（30分滞在） 約2.5時間 32,000 35,000

ザグレブ ザダル ＊＊＊＊＊ 約3時間 57,500 64,000

ザグレブ スプリト ＊＊＊＊＊ 約4時間 78,500 89,500

ザグレブ ドブロブニク ＊＊＊＊＊ 約6.5時間 117,000 147,000

ザグレブ ロヴィニ ＊＊＊＊＊ 約3時間 54,000 64,500

ザグレブ ロヴィニ
モトヴン 

（2時間滞在） 約5.5時間 59,500 69,500

ザグレブ プーラ ＊＊＊＊＊ 約3時間 54,000 64,500

ザグレブ プーラ
モトヴン 

（2時間滞在） 約6時間 59,500 69,500

ザグレブ ポレチュ ＊＊＊＊＊ 約3時間 54,000 64,500

ザグレブ ポレチュ
モトヴン 

（2時間滞在） 約5.5時間 59,500 69,500

ザグレブ リエカ ＊＊＊＊＊ 約2時間 33,000 39,500

ザグレブ
リュブリャナ 
（スロベニア） ＊＊＊＊＊ 約2時間 34,500 38,500

ザグレブ
リュブリャナ空港 
（スロベニア） ＊＊＊＊＊ 約2時間 35,500 39,500

ザグレブ
ブレッド湖 
（スロベニア） ＊＊＊＊＊ 約2.5時間 44,500 49,500

ザグレブ
ブレッド湖 
（スロベニア）

ポストイナ鍾乳洞 
（3時間滞在） 約6.5時間 59,000 65,000

Yosuke Hori



クロアチア・専用車手配料金表 
Limousine Services in Croatia and Slovenia 

有効期間：2020年7月1日～9月30日 

プリトヴィツェ湖群国立公園発着　FROM/TO N.P.PLITVICE 

注意事項・備考 
・夏季（5月～9月）はザグレブ～プリトヴィツェ間の一般道が混雑するため、想定所要時間を超える移動となることが
あります。 
・～3名用はセダンタイプ、～5名用はミニバンタイプでの配車となります。 
・ミニバス等6名以上でご利用いただける大型車両の手配も可能です。 
・利用時間が21:00～8:00に掛かる場合、上記料金＋30％の深夜早朝料金が発生します。 
・上記設定以外の立ち寄りを追加することも可能です。お見積りはお気軽にご依頼ください。 

2020 FORMAT LIMOUSINE  SERVICES / PRIVATE TRANSFER SERVICES | PARTENZA S.P.A.

起点/終点 起点/終点 経由地 所要時間 料金 
～3名利用

料金 
～5名利用

プリトヴィツェ湖群国立公園 ザグレブ空港 ＊＊＊＊＊ 約2時間 32,000 35,000

プリトヴィツェ湖群国立公園 ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約2時間 32,000 35,000

プリトヴィツェ湖群国立公園 ザグレブ
ラストケ村 
（30分滞在） 約2.5時間 32,000 35,000

プリトヴィツェ湖群国立公園 ザダル ＊＊＊＊＊ 約1.5時間 31,500 36,500

プリトヴィツェ湖群国立公園 スプリト ＊＊＊＊＊ 約2.5時間 49,000 61,500

プリトヴィツェ湖群国立公園 スプリト
シベニク 
トロギール 
各2時間滞在

約8.5時間 63,500 74,000

プリトヴィツェ湖群国立公園 ドブロブニク ＊＊＊＊＊ 約5時間 89,000 105,000

プリトヴィツェ湖群国立公園 ブレッド湖 
（スロベニア）

ポストイナ鍾乳洞 
（3時間滞在）

約6.5時間 83,000 85,000



クロアチア・専用車手配料金表 
Limousine Services in Croatia and Slovenia 

有効期間：2020年7月1日～9月30日 

ドブロブニク発着　FROM/TO DUBROVNIK 

※1：ドブロブニク～スプリト間の移動途中にペリェシャツ半島にあるワイナリーを訪れる行程です。 
※2：ドブロブニクからの日帰り行程で、ペリェシャツ半島にあるワイナリーを訪れる専用車ツアーです。 

ペリェシャツ半島のワイナリーは小規模なところが多いためご希望のワイナリーがある場合はアポイントが必要です。 
訪問ワイナリーをおまかせにする場合はエディヴォ（Edivo 海底ワインで有名）、ヴィナリヤ・ミロシュ（Vinarija 
Miroš）、ヴィナリヤ・マトゥシュコ（Vinarija Matuško）などのへの訪問となります。 

上記料金の場合同行はクロアチア人ドライバーのみですが、ご希望に応じて通訳（日本語・英語）の手配も可能です。 

注意事項・備考 
・ドブロブニク空港～市内の送迎以外は、市内発着・空港発着いずれも同料金でご利用いただけます。 
・～3名用はセダンタイプ、～5名用はミニバンタイプでの配車となります。 
・ミニバス等6名以上でご利用いただける大型車両の手配も可能です。 
・利用時間が21:00～8:00に掛かる場合、上記料金＋30％の深夜早朝料金が発生します。 
・上記設定以外の立ち寄りを追加することも可能です。お見積りはお気軽にご依頼ください。 

2020 FORMAT LIMOUSINE  SERVICES / PRIVATE TRANSFER SERVICES | PARTENZA S.P.A.

起点/終点 起点/終点 経由地 所要時間 料金 
～3名利用

料金 
～5名利用

ドブロブニク ドブロブニク空港 ＊＊＊＊＊ 約30分 8,500 9,500

ドブロブニク ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約6.5時間 117,000 147,000

ドブロブニク プリトヴィツェ湖群国立公園 ＊＊＊＊＊ 約5時間 89,000 105,000

ドブロブニク スプリト ＊＊＊＊＊ 約3時間 48,500 57,000

ドブロブニク スプリト
モスタル 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ） 
2時間滞在

約7時間 62,000 72,000

ドブロブニク スプリト ペリェシャツ半島 
2時間滞在　※1

約6.5時間 54,000 61,500

ドブロブニク ザダル ＊＊＊＊＊ 約4時間 65,500 87,000

ドブロブニク ストン ＊＊＊＊＊ 約1時間 19,000 23,000

ドブロブニク ペリェシャツ（2時間滞在）→ 
ドブロブニク　※2

＊＊＊＊＊ 約5時間 33,000 38,500

ドブロブニク コトル（モンテネグロ） ＊＊＊＊＊ 約2時間 25,000 30,000

ドブロブニク スヴェティ・ステファン 
（モンテネグロ）

＊＊＊＊＊ 約2.5時間 29,500 37,500



クロアチア・専用車手配料金表 
Limousine Services in Croatia and Slovenia 

有効期間：2020年7月1日～9月30日 

スプリト発着　FROM/TO SPLIT 

スプリト空港～各地もスプリト発着と同料金でご利用いただけます。 

※1：ドブロブニク～スプリト間の移動途中にペリェシャツ半島にあるワイナリーを訪れる行程です。 
ペリェシャツ半島のワイナリーは小規模なところが多いためご希望のワイナリーがある場合は事前にアポイントが必要です。 
訪問ワイナリーをおまかせにする場合はエディヴォ（Edivo 海底ワインで有名）、ヴィナリヤ・ミロシュ（Vinarija Miroš）、ヴィ
ナリヤ・マトゥシュコ（Vinarija Matuško）などのへの訪問となります。 

上記料金の場合同行はクロアチア人ドライバーのみですが、ご希望に応じて通訳（日本語・英語）の手配も可能です。 

注意事項・備考 
・～3名用はセダンタイプ、～5名用はミニバンタイプでの配車となります。 
・ミニバス等6名以上でご利用いただける大型車両の手配も可能です。 
・利用時間が21:00～8:00に掛かる場合、上記料金＋30％の深夜早朝料金が発生します。 
・上記設定以外の立ち寄りを追加することも可能です。お見積りはお気軽にご依頼ください。 

起点/終点 起点/終点 経由地 所要時間 料金 
～3名利用

料金 
～5名利用

スプリト スプリト空港 ＊＊＊＊＊ 約30分 8,500 11,000

スプリト ドブロブニク ＊＊＊＊＊ 約3時間 48,500 57,000

スプリト ドブロブニク
モスタル 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ） 
2時間滞在

約7時間 62,000 72,000

スプリト ドブロブニク ペリェシャツ半島 
2時間滞在　※1

約6.5時間 54,000 61,500

スプリト ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約4時間 78,500 89,500

スプリト プリトヴィツェ湖群国立公園 ＊＊＊＊＊ 約2.5時間 49,000 61,500

スプリト プリトヴィツェ湖群国立公園
トロギール 
シベニク 
各2時間滞在

約8.5時間 63,500 74,000

スプリト トロギール ＊＊＊＊＊ 約30分 7,800 9,400

スプリト シベニク ＊＊＊＊＊ 約1時間 17,500 19,500

スプリト ザダル ＊＊＊＊＊ 約2時間 28,000 35,000

スプリト ザダル
トロギール 
シベニク 
各2時間滞在

約6時間 37,500 45,000

スプリト プーラ/ロヴィニ ＊＊＊＊＊ 約5.5時間 88,000 104,000

スプリト プーラ/ロヴィニ
トロギール 
シベニク 
各2時間滞在

約10時間 97,000 113,000



クロアチア・専用車手配料金表 
Limousine Services in Croatia and Slovenia 

有効期間：2020年7月1日～9月30日 

スロベニア発着　FROM/TO SLOVENIA 

注意事項・備考 
夏季（5月～9月）はクロアチア～スロベニア間の国境（スロベニア高速A2～クロアチア高速A3上、ブレガナ/オブレ
ジェ国境など）が非常に混雑するため、時間に余裕をみて移動を設定する必要があり、所要時間が大幅に伸びると想定
される場合は追加料金が発生することがあります。 

・～3名用はセダンタイプ、～5名用はミニバンタイプでの配車となります。 
・ミニバス等6名以上でご利用いただける大型車両の手配も可能です。 
・利用時間が21:00～8:00に掛かる場合、上記料金＋30％の深夜早朝料金が発生します。 
・上記設定以外の立ち寄りを追加することも可能です。お見積りはお気軽にご依頼ください。 

2020 FORMAT LIMOUSINE  SERVICES / PRIVATE TRANSFER SERVICES | PARTENZA S.P.A.

起点/終点 起点/終点 経由地 所要時間 料金 
～3名利用

料金 
～5名利用

リュブリャナ空港 ✈ リュブリャナ市内 ＊＊＊＊＊ 約30分 10,000 15,500

リュブリャナ空港 ✈ ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約2時間 35,500 39,500

リュブリャナ ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約2時間 34,500 38,500

リュブリャナ ブレッド湖 ＊＊＊＊＊ 約40分 18,500 20,500

リュブリャナ ポストイナ鍾乳洞 ＊＊＊＊＊ 約40分 21,000 26,500

ブレッド湖 ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約2.5時間 44,500 49,500

ブレッド湖 ザグレブ ポストイナ鍾乳洞 
（3時間滞在）

約6.5時間 59,000 65,000

ブレッド湖 プリトヴィツェ湖群国立公園 ポストイナ鍾乳洞 
（3時間滞在）

約6.5時間 83,000 85,000



クロアチア・専用車手配料金表 
Limousine Services in Croatia and Slovenia 

有効期間：2020年7月1日～9月30日 

イストラ半島＆リエカ発着　FROM/TO ISTRA & RIJEKA 

注意事項・備考 
・～3名用はセダンタイプ、～5名用はミニバンタイプでの配車となります。 
・ミニバス等6名以上でご利用いただける大型車両の手配も可能です。 
・利用時間が21:00～8:00に掛かる場合、上記料金＋30％の深夜早朝料金が発生します。 
・上記設定以外の立ち寄りを追加することも可能です。お見積りはお気軽にご依頼ください。 

2020 FORMAT LIMOUSINE  SERVICES / PRIVATE TRANSFER SERVICES | PARTENZA S.P.A.

起点/終点 起点/終点 経由地 所要時間 料金 
～3名利用

料金 
～5名利用

プーラ ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約3時間 54,000 64,500

プーラ ザグレブ モトヴン 
（2時間滞在）

約6時間 59,500 69,500

プーラ スプリト ＊＊＊＊＊ 約5.5時間 88,000 104,000

プーラ スプリト
シベニク 
トロギール 
各2時間滞在

約10時間 97,000 113,000

プーラ トリエステ（イタリア） ＊＊＊＊＊ 約2時間 31,500 35,000

プーラ トリエステ（イタリア） ロヴィニ 
（2時間滞在）

約4.5時間 35,000 39,500

ロヴィニ ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約3時間 54,000 64,500

ロヴィニ ザグレブ モトヴン 
（2時間滞在）

約5.5時間 59,500 69,500

ロヴィニ スプリト ＊＊＊＊＊ 約5.5時間 88,000 104,000

ロヴィニ スプリト
シベニク 
トロギール 
各2時間滞在

約10時間 97,000 113,000

ポレチュ ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約3時間 54,000 64,500

ポレチュ ザグレブ モトヴン 
（2時間滞在）

約5.5時間 59,500 69,500

リエカ ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約2時間 33,000 39,500



クロアチア・専用車手配料金表 
Limousine Services in Croatia and Slovenia 

有効期間：2020年7月1日～9月30日 

ザダル発着　FROM/TO ZADAR 

注意事項・備考 
・ザダル空港～市内の送迎以外は、市内発着・空港発着いずれも同料金でご利用いただけます。 
・～3名用はセダンタイプ、～5名用はミニバンタイプでの配車となります。 
・ミニバス等6名以上でご利用いただける大型車両の手配も可能です。 
・利用時間が21:00～8:00に掛かる場合、上記料金＋30％の深夜早朝料金が発生します。 
・上記設定以外の立ち寄りを追加することも可能です。お見積りはお気軽にご依頼ください。 

2020 FORMAT LIMOUSINE  SERVICES / PRIVATE TRANSFER SERVICES | PARTENZA S.P.A.

起点/終点 起点/終点 経由地 所要時間 料金 
～3名利用

料金 
～5名利用

ザダル ザダル空港 ＊＊＊＊＊ 約20分 8,500 11,000

ザダル ドブロブニク ＊＊＊＊＊ 約4時間 65,500 87,000

ザダル スプリト ＊＊＊＊＊ 約2時間 28,000 35,000

ザダル スプリト
シベニク 
トロギール 
各2時間滞在

約6時間 37,500 45,000

ザダル プリトヴィツェ湖群国立公園 ＊＊＊＊＊ 約1.5時間 31,500 36,500

ザダル ザグレブ ＊＊＊＊＊ 約3時間 57,500 64,000


