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日本～イスタンブールの移動は、往復ターキッシュエアラインズのビジネスクラスを利用するゆとりの旅です。
日本の約2倍の国土を持つトルコの見どころを、計3回の国内線移動を組み込み、

時間にもお体にもゆとりある行程で楽しむ旅といたしました。
イスタンブールでは、アガサ・クリスティやアタチュルクも宿泊した「ペラ・パレス」に宿泊し、
イスタンブールの観光を楽しみます。（9/13発はシャングリ・ラでの宿泊となります）

ターキッシュエアラインズ利用

ビジネスクラスで行く
トルコゆとりの旅 

9日間

スルタンアフメト・モスク（イメージ）

羽田発
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ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

●キャンセル料について
キャンセル料について（1名利用の場合、1名利用追加料金を含めた
金額となります）お客様は別に定める取消料をお支払いいただくこと
により、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
※特定日：4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～
1月7日出発

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・
条件の他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の
旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年6月1日現在の運賃・
料金を基準としております。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
であり、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになりま
す。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご
出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

●旅行代金に含まれるもの
１. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人
につき20kg以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となってお
ります。（但し、利用航空会社や方面で重量や個数に例外もござい
ますのでお問い合わせください。）

4. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料（但し、
船内チップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税

●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
１. 海外旅行傷害疾病保険料　２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常
な変動に対処するために、一定の期間と条件下に限って航空各社
が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含ま
れない付加価値的な運賃です。金額は利用航空会社・利用区間に
よって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。燃油サー
チャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利
用便決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予
めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客
保安サービス料（合計金額）成田空港=2,660円、旅客取扱施設
利用料/羽田空港=2,950円、関西国際空港=3,100円

7. 国際観光旅客税＝1,000円。

●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。
また、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があり
ます。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、
各地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド

ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払い戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、または、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたし
ておりますが、地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記
時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
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ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●個人情報の取扱いについて
当社は、当該個人情報を、お客様との連絡のために
利用させていただくほか、将来よりよい旅行商品の開
発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、利用させていただくことがあります。
個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を
提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする、適切なサービ
スの提供ができない可能性があります。また、ご高齢の方および
高地宿泊を予定するツアーに参加される方から、健康情報等の特
定の機微な個人情報を取得致します。ツアーの催行に必要なサー
ビス及びご旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁
及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名・性別・生年月
日・住所を電話・FAX・郵送・メール等で提供することがございます。

渡航に関しての重要事項（必ずご一読ください）

弊社では当面の間ワクチン３回接種が完了したお客様だけを対象にツアーの募集を行います。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、当面の間、海外募集型企画旅行は見合わせておりましたが、4月1日に外務省の感染症危険情報レベルが大幅に見直され、
106ヶ国についてはレベル3からレベル2へと引き下げられました。これを受け、弊社では、皆様の安全・安心面を最重要視し、段階を踏みながら海外観光旅行を再開します。

■ツアー催行決定に関して ： ツアーの催行には、感染症危険情報や訪問国、および日本の
入国時の制限、隔離等の状況によりツアーの催行可否を出発1カ月前までに判断します。

■日本出発前の準備について ： PCR検査の必要ありません。ご自身で準備していただ
く必要があるのは、お住まいの自治体が発行する英文の「ワクチン接種証明書」だけ
です。（電子版、書面版のどちらでも問題ありません）

■日本帰着時に関しての準備 ： 旅行先から出国する72時間前以内に実施されたPCR検
査の陰性証明が日本政府の規定書面で必要となります。弊社では、必要事項を事前
に記入した書面を準備し、行程の中で現地医療機関へご案内します（陰性証明書の発
行料金は現地にて実費でお支払いいただきます。約２万円）。また、スマートフォンは
必ず必要となります（OSバージョンはiPhoneで13.5以上、Androidで6.0以上）。ス
マートフォンにはMy SOSおよびCOCOAのアプリケーションのダウンロードが必要で
す。弊社では当面の間、海外旅行出発前にツアーにお申し込みいただいたお客様だ
けを対象とした、「出入国不安点解消・事前説明会」を実施します。渡航手続きに関し
ての不安点を事前に解消してから安心してご出発いただけます。スマートフォンの操作
なども、当説明会にてご案内します。またスマートフォンをお持ちでない方もどうぞお
気軽にご相談ください。スマートフォンをレンタルするところからサポートいたします。

※各国の最新の入国制限措置については外務省海外安全ホームページをご覧ください。
　外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
　渡航先（国または地域）の衛生状況については、
　厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ（https://www.forth.go.jp/）でもご確
認いただけます。各国・地域の入国制限・検疫規則が随時変更となる可能性があります。
最新の情報は外務省安全ホームページや各国大使館・観光局などのホームページにて
ご確認いただきますようお願いいたします。

万が一の新型コロナウィルス罹患に備えて

〇ご出発前
新「海外キャンセルサポート保険」のご加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない事
情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャンセル料金の70パーセントまで
補償されます。※ただし細則がございますので、詳しくはお問い合わせください。また、
当面の間WEB受付限定となります。

〇ご旅行にあたって
必ず「海外旅行傷害保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になった場合、従来の海外旅行保
険で宿泊費用や日本帰国の為の航空券代が補償されます。また国によっては加入が義
務づけられているところもあります。

【海外旅行「安心・安全の旅」への取り組みについて】
■全参加者が3回のワクチン接種済　⇒  いずれのコースも、ご出発の15日前までに3
回目の新型コロナワクチン接種を完了された方だけがツアーにご参加いただけます。

■バス座席は1名あたり、2席以上をご用意　⇒  バスの乗車率を50％以下に。「1名様
につき2席以上」と十分な間隔を空けてご利用いただけます。

■イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保　⇒  観光の際にはイヤホンガ
イドシステムを利用し、密状態を避けます。

■連泊中心のゆとりある日程です　⇒  現地での突発的な問題発生など、万が一の事
態にも対応できるように連泊主体のゆとりある日程としております。

旅行契約解除の日 特定日に開始する旅行 特定日以外

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40
日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

￥30,000
（旅行代金が30万
円未満…10％）
￥50,000（旅行代金が
25万円未満…20％）

無 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30
日目にあたる日以降～21日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20
日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日より当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

心に残る高品質な旅



海から眺めるイスタンブール（イメージ）

日本からイスタンブールまでの移動は、往復ターキッシュエアラインズの
ビジネスクラスを利用するゆとりの旅です。また、日本の約2倍の国土を
持つトルコの見どころを、計3回の国内線移動を組み込み、時間にもお
体にもゆとりある行程で楽しむ旅といたしました。旅の前半は、見渡す限
りの奇岩群が広がるカッパドキアを訪れ、岩窟教会や奇岩群など、独特
な文化や風景を楽しみます。旅の中盤で訪ねるエーゲ海の美しい町イズ
ミールでは、近郊のエフェソス遺跡を見学。そして、イスタンブールでは、
アガサ・クリスティやアタチュルクも宿泊した「ペラ・パレス」に宿泊し、イ
スタンブールの観光を楽しみます。（9/13発はシャングリ・ラでの宿泊とな
ります）

ツアープランナーより

においても使徒ヨハネが福音書を書い
た場所であるといわれます。巨大な図
書館、半円形の劇場など重要な古代
遺跡は必見です。

エーゲ海沿岸の町イズミールに連泊
し、地中海に点在する古代ローマ遺跡
の中でも随一の美しさを誇る古代都市
エフェソスをゆっくりと見学します。こ
こは、ギリシャ時代からヘレニズム時
代、そしてビザンチン帝国時代に重要
な交易都市として発展し、キリスト教

ヨーロッパとアジアの接点として栄え
たイスタンブールは、黒海とマルマラ
海の交差点の「海の都」でもあります。
今も海上交易や移動は活発に行われて
おり、海峡を遊覧すると、中世の時代
から変わらず船が行き交う旅情と、そ
の歴史をより印象的に感じることがで
きます。海に面して建つ宮殿、要塞の
数々や街並み、そして海峡を繫ぐ近代
的な大橋など、幾多の民族の交流が
生み出したイスタンブールの全景をお
楽しみください。

火山の大噴火と火山灰の堆積、その
後何億年もの歳月を経て自然の浸食
によってつくられたのが、奇形カッパド
キアです。ホテルから早朝にカッパド
キアの夜明けの風景をご覧いただいた

り、夕暮れの風景を、カッパドキアの
全景が見渡せる絶景ビューポイント、
ローズバレーを訪ねてお楽しみいただ
いたりと、時間帯と場所を変えてお楽
しみいただきます。

圧巻の世界遺産
エフェソス遺跡も訪問

東西が交錯する
イスタンブール歴史地区を
海の上から眺めます

世界遺産カッパドキアを
より印象的に
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キノコや煙突のような形の奇岩が林立する
カッパドキア

エフェソス（ケルスス図書館）

イスタンブールのシンボル、アヤソフィア

ここにご注目。旅のポイント

❶ ターキッシュエアラインズのビジネスクラスで楽しむ、ゆったりとした旅です。
❷ 世界遺産カッパドキアをより印象的にご覧いただきます。宿泊は、洞窟
ホテルで楽しみます。

❸ イスタンブールでは、名門ペラ・パレスにも宿泊します。（9/13発はシャ
ングリ・ラに宿泊します）。

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。
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ボスポラス海峡に面して建つシャングリ・ラ・ホテル

重厚な雰囲気が漂うペラ・パレス

ライトアップされ浮かびあがる「ハーネダン・カッパドキア・スイート」と客室（イメージ）

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食6回、夕食7回　■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到着
まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：入国時150日以上　■パスポート査証未使用欄：1ページ以
上必要

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22：05発H 深夜、羽田空港より、ターキッシュエアラインズにて、イスタンブー
ルへ。  （機中泊）ssk

2

イスタンブール05：15着
イスタンブール13：25発H
ネブシェヒル14：35着B
カッパドキア15：00着

朝、イスタンブール着後、空港ホテルにチェックイン。フライト
の疲れをお取りください。
午後、航空機にてネブシェヒルへ。
着後、バスにてカッパドキアへ。ギョレメ屋外博物館の●岩窟教
会の見学。
夕刻、ホテルにチェックイン。宿泊は洞窟ホテル「ハーネダン・カッ
パドキア・スイーツ」です。
 【2連泊】（カッパドキア／ハーネダン・カッパドキア・スイート泊）kly

3

カッパドキア 早朝、ご希望の方はカッパドキアの夜明け見学へご案内します。(注
1)
朝食後、要塞村ウチヒサルやゼルべの谷の奇岩群や民家訪問にご
案内します。
夕刻、カッパドキアの中でも絶景で知られるローズバレーへ。夕
暮れの景観を楽しみます。 (注1)
 （カッパドキア／ハーネダン・カッパドキア・スイート泊）ahy

4

カッパドキアB
カイセリ08：35発H
イスタンブール10：05着
イスタンブール11：00発H
イズミール12：05着

朝、カイセリ空港へ。
航空機にてイスタンブールへ。
イスタンブール着後、航空機を乗り換えイズミールへ。
着後、ホテルへ。
 【2連泊】（イズミール泊）lsy

5 イズミール（エフェソス）
終日、エフェソス遺跡と周辺の観光へ。考古学博物館、聖母マリ
アの家も訪れます。  （イズミール泊）ahy

6

イズミール08：50発H
イスタンブール10：10着

午前、航空機にてイスタンブールへ。
昼食後、イスタンブール観光。エジプシャンバザール、ガラタ橋、
ボスポラス海峡クルーズへ。
早めの夕食はアフタヌーンティー・メニューをお召し上がりくださ
い。  【2連泊】（イスタンブール泊）ahl

7
イスタンブール 終日、イスタンブール観光へ。ブルーモスク（注3）、アヤソフィ

ア寺院、トプカプ宮殿へご案内します。(注2)
 （イスタンブール泊）ahy

8
イスタンブール 午前、イスタンブール観光。ドルマバフチェ宮殿を見学。(注2)

午後、自由行動。
夜、空港へ。  （機中泊）ahy

9 イスタンブール02：20発H
羽田空港19：20着

深夜、ターキッシュエアラインズにて帰国の途へ。
夜、羽田空港に到着。着後、解散。  kks

(注1)天候によってはご覧いただけない場合がございます。
(注2)9/21発、9/26発は、トプカプ宮殿を8日目に、ドルマバフチェ宮殿を7日目にご案内
します。
（注3）ブルーモスクは現在、改修工事のため、公開部分のみの見学となります。

裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

各地で特徴ある高級ホテルを
確保いたしました

※星の数は、トルコ政府観光省の基準に基づきます。星の記載のないホテルは未登録となります。

ご宿泊ホテル

地方発着追加料金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ ツアーコード：ME089T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】
9月13日（火） , 21日（水） , 26日（月）

ビジネスクラス利用

¥798,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥120,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（羽田～イスタンブール間往復）
燃油サーチャージ別途目安：￥75,000：6月1日付

カッパドキア
洞窟ホテルに宿泊 「ハーネダン・カッパドキア・スイーツ」

9/13発のイスタンブールの宿泊は、
「シャングリ・ラ・ボスポラス・イスタンブール」★★★★★

イスタンブール　　　　　　　　　　　　　　★★★★★
アガサ・クリスティも泊まった名門ホテル 「ペラ・パレス」

カッパドキアでは、洞窟ホテルのハーネ
ダン・カッパドキア・スイーツに宿泊。伝
統的な風情と整った設備を併せ持ち快
適な滞在を楽しめます。岩をくり抜いて
つくられたホテルの建物は上品な内装
でまとめられ、夜はライトアップで幻想
的な雰囲気に包まれます。

東西の十字路と謳われるイスタンブールを象徴するようなこのホテルは、
ドルマバフチェ宮殿の近くに位置しています。香港が拠点のシャングリ・ラは
高級ホテルグループとして知られていますが、東西の文化が混じり合うイスタン
ブールの雰囲気によく合います。景観に配慮し、建物の高さは低く抑えられ
ていますが、館内に入ると吹き抜けのロビーに飾られたシャンデリアが目を引き、
東洋の磁器やバロック調の家具で飾られた高級感溢れる内装となっています。

19世紀後半のオスマントルコ時代に建てられた世界的に有名な名門ホテルです。
当時イスタンブールはオリエント急行の終着駅で、列車に乗ってヨーロッパ
から訪れる上流階級のお客様をもてなすホテルとして建てられました。アタ
チュルクや外国の皇族、大スターなどが宿泊し、アガサ・クリスティが定宿とし
て小説を書いたホテルとしてもよく知られています。金閣湾を望むペラの丘
にあり、対岸の旧市街が印象的にご覧いただける抜群の眺望も魅力です。
クラシックな外観と大理石を多く用いた重厚な造りは、重厚感あり名門の名に
相応しいホテルです。


