
東京発

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7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）

https://www.wastours.jp
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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。

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％

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、
レベル3からレベル2へと引き下げられました。さらに5月26日からはレベル2の国の一部はレベル1に変更されました。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ています。

■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）
　スペイン入国時 ： スペイン保健省のサイト（またはアプリ）からの事前申請とQRコードの
入手が必要ですが、弊社が作成しますのでご安心ください。（2022年5月17日現在）
　ブルネイ入国時 ： 入国時にBru Health（ブルネイ国内のコロナウィルス接触確認アプリ）の
インストールと、ブルネイ総理府（PMO）Travel Portalのサイトより到着申請書への入力が
必要ですが、必要に応じて弊社がお手伝いいたします。また、一定金額以上のCovid-19の
治療費をカバーする海外旅行保険の加入が必要となります。(2022年6月27日現在)

■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。３千円～２万円。国や地域によって
異なります。）日本帰着の際、スマートフォンが必携ではなくなりました。MYSOSや
COCOAのアプリケーションをダウンロードすることで日本帰国時の手続きの一部を
簡略化出来ますが、上記手続きをせずに帰国しても入国時の時間差は現状ほとんど
ありません。ご不安点や疑問点がある場合は最寄りの店舗までお気軽に問い合わせ
ください。

※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。

年末年始の旅
7コース

■ ゴージャスな不思議の国　ブルネイ王国の旅【4・5日間】
■ 高級ホテルで優雅に楽しむ  ヒマラヤの絶景とエベレストフライトの旅【6日間】
■ キリマンジャロ絶景フライトとタンザニア大草原の旅【8日間】
■ 夢の楽園ボラボラ島の休日【8日間】
■ リオハからバスクの町々とサンセバスチャンの旅【9日間】
■ ポルトガルの郷愁【9日間】
■ 世紀の大発見ギョベクリ・テペ遺跡とガズィアンテップの旅【9日間】

2022・12月26日～2023・1月1日出発



1 2

ブルネイ王国の首都バンダルスリブガワン。金色に輝くモスクのドームと昔ながらのカンポン・アイル（水上集落）の風景が調和しています

　世界で3番目に大きな島ボルネオ島。大部分をマレーシアとインドネシアが領有するこの島に、ポツンと位置す
るのがブルネイ王国です。日本ではあまり知られていませんが、産油国であるため豊かな経済に潤い近代的な
国である反面、敬虔なイスラム教国であり、アジア最大規模のモスクや水上集落などの昔ながらのアジアの風
景も見られる不思議な国です。ロイヤルブルネイ航空直行便の成田就航以来、多くのお客様にご参加いただい
ております。かつて国王の賓客を招くために建てられた迎賓館ホテル「ザ・エンパイア」に宿泊し、ブルネイ国民
の生活にも触れながらブルネイの自然・文化に触れていただきます。

ツアープランナーより
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当初はブルネイ国王が親しい人を招待する迎賓館として建てられま
した。広い吹き抜けのロビーには大理石や金がふんだんに使われて
おり、ゴルフ場やボーリング場、映画館、プライベートビーチなど
を備えたアジアのトップリゾートホテルです。客室の広さは60平方
メートル。自由行動の際はホテル見学もお楽しみください。

The Empire Hotel & Country Club

ザ・エンパイア ホテル
バンダルスリブガワン（5日間コース 3日目／ 4日間コース 1, 2日目）

■バンダルスリブガワン（5日間コース 1, 2日目）：リズクン・インターナショナル　
　ショッピングセンターに隣接したホテル。※シャワーのみの客室となります。

7つ星と称されるアジア屈指の迎賓館ホテルの滞在をお楽しみください

広々とした客室（イメージ）内装も豪華です豪華な吹き抜けとロビーからは美しい夕日が

ロイヤルブルネイ航空利用

ここにご注目。旅のポイント

❶ 7つ星と称されるアジア屈指の迎賓館ホテル「ザ・エンパイア」に宿泊します。
❷ アジア最大の水上村カンポンアイルの見学や民家訪問など、ブルネイの生活にふれるプログラムもご用意しました。
❸ 贅を尽くしたブルネイ王族の財宝や建築に加え、ブルネイが誇る大自然もお楽しみいただきます。

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。

贅を尽くしたブルネイ王族の財宝や建築
世界一の富豪としてギネス・ワールド
レコーズに掲載されたこともある世
界有数の富豪、ボルキア国王が私
財で建設したボルキアモスクをはじ
め、王族の財宝を展示するロイヤル・
レガリアなど、産油国ブルネイらし
い贅を尽くした建築を巡ります。夜
のライトアップも壮麗で美しいもの
です。

国王即位時に利用された御座車（ロイヤルレガリア）

ボートに乗って水上集落へ

伝統的な生活を守る水上集落カンポン・アイルも訪問
絢爛な建築のすぐ脇には、昔ながら
の生活を守る素朴な水上集落が今
でも残ります。生活水準が上がった

現在でも変わらぬ伝統の生活を続け
る人々の暮らしをご覧ください。

当初はブルネイ国王が親しい人を招待する迎賓館として建てられま
した。広い吹き抜けのロビーには大理石や金がふんだんに使われて
おり、ゴルフ場やボーリング場、映画館、プライベートビーチなど
を備えたアジアのトップリゾートホテルです。客室の広さは60平方
メートル。自由行動の際はホテル見学もお楽しみください。

The Empire Hotel & Country Club

ザ・エンパイア ホテル
バンダルスリブガワン（5日間コース 3日目／ 4日間コース 1, 2日目）

■バンダルスリブガワン（5日間コース 1, 2日目）：リズクン・インターナショナル　
　ショッピングセンターに隣接したホテル。※シャワーのみの客室となります。

7つ星と称されるアジア屈指の迎賓館ホテルの滞在をお楽しみください

広々とした客室（イメージ）内装も豪華です豪華な吹き抜けとロビーからは美しい夕日が

ブルネイの大自然も満喫　ジャングルサファリ
少し郊外へと足を延ばすと、ボルネ
オ島の手つかずの大自然が広がりま
す。ウルテンブロン地区までボート
で訪れ、ジャングルウォークや素朴
なマーケットの散策なども楽しめま
す。また、運が良ければ川辺のテ
ングザルをご覧いただけるチャンス
もございます。 川辺に暮らすテングザル（イメージ）

ブルネイの多様な食をお楽しみください
ブルネイではスパイシーな味付けのマレー料理、中華料理、インド料理、
海鮮料理などが多く食されています。そんな中でブルネイのジャングルに住
む先住民たちが古くから主食としてきたのが
「アンブヤ」。これはサゴヤシの澱粉に熱
湯を加えながら混ぜたもので、ボウルに入っ
たアンブヤを割り箸のような棒で、クルクル
と巻き付け、チリソースやカレーにつけて食
べます。

アンブヤ（イメージ）

通学や通勤もボートを利用

バンダルスリブガワン

H

H

マレーシア インドネシア
ブルネイ王国

■最少催行人員：8名様　■食事：5日間／朝食3回、昼食2回、夕食3回　4日間／朝食2回、昼食2回、夕食2回　　
■添乗員：成田空港ご出発から成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6か月以上
■パスポート査証未使用欄：2ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

利用予定航空会社：ロイヤルブルネイ航空 ツアーコード： SE021T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・5日間】 
12月28日（水）

エコノミークラス利用

¥398,000
ビジネスクラス利用

¥638,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥70,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間のみ適用となります。
燃油サーチャージ込みの旅行代金です。

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田空港11:45発H
バンダルスリブガワン
17:10着

午後、成田空港よりロイヤルブルネイ航空にてバンダルスリブガ
ワンへ。着後、ホテルへ。
 【2連泊】（リズクン・インターナショナル泊）sky

2
バンダルスリブガワン 午前、●ロイヤル・レガリアなどブルネイの首都バンダルスリブ

ガワンの観光へ。午後は自由行動。
 （リズクン・インターナショナル泊）ahs

3

バンダルスリブガワン 終日、太古の森ウルテンブロン地区へ小旅行。手つかずの原始
熱帯雨林の中、ボルネオの大自然を満喫します。昼食は河畔のロッ
ジにて。午後、再びバンダルスリブガワンに戻りホテルへ。
7つ星と讃えられる、「ザ・エンパイア」にて宿泊です。
 （ザ・エンパイア泊）ahy

4

バンダルスリブガワン 午前、自由行動。午後、〇ボルキア・モスク（ニューモスク）、
〇オマル・アリ・サイフディン・モスク（オールドモスク）の見学 (外
観 )。その後、ブルネイ川を南下するマングローブ・ジャングル
クルーズへ。テングザルやワニに遭遇することもあります。
また、アジア最大の水上村（カンポン・アイル）をボートと徒歩で
巡ります。夕食は、「ザ・エンパイア」ホテル内のレストランにて。
夕食後、空港へ。  （機中泊）asy

5
バンダルスリブガワン
00：35発H
成田空港07：30着

深夜、ロイヤルブルネイ航空にて帰国の途へ。
朝、成田空港に到着。
 kss

（注）観光客はモスク内への入場が認められておりませんので、外観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

利用予定航空会社：ロイヤルブルネイ航空 ツアーコード： SE051T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・4日間】 
12月30日（金）

エコノミークラス利用

¥378,000
ビジネスクラス利用

¥618,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥70,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間のみ適用となります。
燃油サーチャージ込みの旅行代金です。

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田空港11:45発H
バンダルスリブガワン
17:10着

午後、成田空港よりロイヤルブルネイ航空にてバンダルスリブガ
ワンへ。着後、「７つ星」とも称される国を代表する高級ホテル「ザ・
エンパイア」へ。ご夕食は、ホテルにて。
 【2連泊】（ザ・エンパイア泊）sky

2

バンダルスリブガワン 終日、太古の森ウルテンブロン地区へ小旅行。
スピード・ボート、専用車を乗り継ぎ、ジャングルの中に入ります。
手つかずの原始熱帯林の中、ボルネオの大自然を満喫。昼食は
河畔のロッジにて。夕刻、再びバンダルスリブガワンに戻ります。
 （ザ・エンパイア泊）ahs

3

バンダルスリブガワン 午前、アジア最大の水上村（カンポン・アイル）へ。その後、ブ
ルネイ川を南下するマングローブ・ジャングルクルーズを楽しみま
す。午後、バンダルスリブガワンの市内観光へ。●ロイヤル・レ
ガリア、●ニュー・モスク（ボルキア・モスク）、○オールド・モ
スクを訪れます。夕食は、ロイヤルブルネイ・ヨットクラブにて。夜、
空港へ。  （機中泊）ahy

4
バンダルスリブガワン
00：35発H
成田空港07：30着

深夜、ロイヤルブルネイ航空にて帰国の途へ。
朝、成田空港に到着。
 kss

（注）観光客はモスク内への入場が認められておりませんので、外観のみの見学となります。

ボルキア国王が私財で建設したボルキアモ
スク（外観見学のみ）
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ホテル アンナプルナビュー　客室からも山並みを一望

客室バルコニーから眼前にマチャプチャレ（6993ｍ）の優美な姿、これを
とり囲むアンナプルナ山群（最高8091ｍ）、西にはダウラギリ峰（8167
ｍ）、そして東にはあのマナスル峰（8163ｍ）と世界にわずか13座しか
存在しない8000ｍ級の高峰のうちの3峰を居ながらにして一望。まさに
「世界を代表する絶景ホテル」のひとつとして誕生したのが、「ホテル ア
ンナプルナビュー」です。いよいよこのホテルの真価を皆様にご体験いた
だくときがやってきました。山を望む絶好のシーズンに連泊し、客室から
はもちろん、ロビーや屋上テラス、レストランなどからヒマラヤの絶景を
存分にお楽しみいただきます。また、憧れのエベレストへの遊覧飛行や、
世界遺産の古都カトマンズやバクタブルの散策など、ご参加いただきや
すい6日間の日程でネパールの魅力をご満喫ください。

ツアープランナーより

ヒマラヤの名峰を望む
絶景ホテル
「ホテル アンナプルナビュー」

ここにご注目。旅のポイント

❶ ヒマラヤの名峰を望む絶景ホテル「ホテル アンナプルナビュー」に連泊滞在。
❷ 世界の屋根・エベレストを間近に眺める絶景マウンテンフライト。
❸ 世界遺産の古都、カトマンズやバクタプールも訪ねます。
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アンナプルナ三峰やマナスル、ダウラ
ギリといった著名な8,000ｍ峰を眺望
できる絶好の地として知られるサラン
コットの丘に建つホテルアンナプルナ
ビュー。数年にわたる改装工事を終え、
デラックスルームに加えてスイートルー
ムも完成し、あとは皆様のお越しを待つ
ばかりとなっておりました。このたび満
を持して、ヒマラヤの山容が最も美しく
映える絶好の季節にご案内いたします。
ホテルの標準的なお部屋となるデラッ
クスルーム（24室）は広々 43㎡、ヒマ
ラヤを望む大きなテラス、ウォークイン
クローゼットも備えた快適な造りで、バ
スタブも備えています。湯船でくつろ
ぎながらヒマラヤを眺めるという、まさ
に最高の贅沢をお楽しみください。そ
して朝、ホテルテラスからのヒマラヤ
の眺望も、滞在中のハイライトのひと
つです。だんだんと東の空が白み始
め、アンナプルナの高峰に、頂上から
順に光が当たってゆきます。遠くマナス
ル（8,163m）やダウラギリ(8,167m）も
一望、感動の絶景です。

スタッフが皆様をお待ちしています

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。 （上）晴れた日は絶景テラスで朝食を　（右上）天候が良い日は山々を一望できます　（右下）ホテ

ルアンナプルナビューより、刻々と変わりゆくヒマラヤの絶景を心ゆくまでご堪能ください

様々な角度からヒマラヤの眺望を満喫

絶景フライトで世界の屋根・エベレストを間近に

2022年に完成したロープウェイ。眼下に
見るぺワ湖が広がります

ホテルからワールドおすすめの軽
ハイキングにもご案内いたします。
2022年3月に運行開始、10月にグ
ランドオープンするアンナプルナ・
ロープウェイと無料シャトルを利用
し、ペワ湖へ。散策を楽しみます。

エベレストをはじめとする8,000ｍ
峰が、すぐ目の前に。本格的な装
備の必要なく、世界最高峰の山々
を間近にご覧いただけることで人気
の高い、エベレスト遊覧飛行も組み
込みました。雪を頂き輝く「世界の
屋根」ヒマラヤの峰々を楽しむ、約1
時間のフライトです。

サランコットから西へ延びる稜線を歩
くノーダラの丘へハイキング。ほぼ
平坦なルートを90分ほど歩けば、正
面にアンナプルナサウス（7,219ｍ）、
右のマチャプチャレ峰（6,993ｍ）の
絶景が広がります。

ご宿泊ホテル

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食4回、昼食3回、夕食4回　■添乗員：成田空港ご出発から成田空港ご到
着まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：査証申請時 6 カ月以上　■パスポート査証未使用欄：2
ページ以上　■査証代実費:2135円(2022年6月現在) ■査証取得手数料:6,000 円(税別) ■査証用写真:1枚(縦
5cm×横5cm。裏にサインはしないこと。カラー写真、背景は白色。顔の縦(頭からあごまで)サイズが 2.5cm~ 
3.5cm。目の位置から写真の底面までは 2.9cm~3.5cm。 正面向き、顔や背景に影の無いもの。スナップ写真
およびデジタル加工されたものは不可。3カ月以内に撮影されたもの。肩のライン(肩から上)がはっきりしたも
の)。(滋賀、三重、京都以西にお住まいの方は)査証手続きに運転免許証のコピー(表・裏面の両面コピー)または住
民票が必要となります。 ■パスポート本体をお預かりします。

ご旅行条件とご注意

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

利用予定航空会社：マレーシア航空 ツアーコード：IH001T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・6日間】
12月30日（金）　年末年始

エコノミークラス利用

¥425,000
ビジネスクラス利用

¥705,000
【成田空港集合・6日間】
11月18日（金）, 25日（金）, 
12月2日（金）, 9日（金）,
 2月17日（金）, 3月3日（金）, 10日（金）

エコノミークラス利用

¥375,000
ビジネスクラス利用

¥655,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥50,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：成田～クアラルンプール～カトマンズ間往復
燃油サーチャージ別途目安：￥57,300：8月1日現在

■ カトマンズ：ハイアット ・リージェンシー・カトマンズ
　カトマンズを代表する高級ホテルです。
■ ポカラ：ホテル・アンナプルナビュー 

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。

ポカラ アンナプルナブビュー（イメージ）

NEPAL

エベレスト遊覧フライト予定ルート

カンチェンジュンガ
（8586m）
カンチェンジュンガ
（8586m）

チョ・オユー（8201m）チョ・オユー（8201m）
エベレスト（8848m）エベレスト（8848m）

ヌプセ （7855m）ヌプセ （7855m）

ガウリ・サンカル（7134m）ガウリ・サンカル（7134m）
メルンツェ（7184m）メルンツェ（7184m）

アンナプルナⅠ（8091m）アンナプルナⅠ（8091m）

アンナプルナ南（7219m）アンナプルナ南（7219m）
マチャプチャレ（6993m）マチャプチャレ（6993m）

ダウラギリ（8167m）ダウラギリ（8167m）

アンナプルナⅢ（7556m）アンナプルナⅢ（7556m）
アンナプルナⅣ（7525m）アンナプルナⅣ（7525m）
アンナプルナⅡ（7937m）アンナプルナⅡ（7937m）

ランタン・リルン（7225m）ランタン・リルン（7225m）
ドルジェ・ラクパ
（6986m）
ドルジェ・ラクパ
（6986m） ローツェ（8516m）ローツェ（8516m）

マカルー（8463m）マカルー（8463m）

INDIA

CHINA

NEPAL マナスル
（8163m）
マナスル
（8163m）

ホテル アンナプルナビュー
（2泊）

カトマンズ（計2泊）

ポカラ空港

H
H

H

H

H

飛行機から望むエベレスト（中央）

ノーダラの丘へ気軽なハイキングを楽しみ
ます

世界遺産の古都カトマンズを探訪
木造建築が集まるダルバール広場
など、ネパールの古都の風情も備
える、ネパールの首都。旧市街の
多くは世界遺産となっています。ネ
ワール様式とチベット仏教洋式が合
わさった独特の街並みをお楽しみく
ださい。

ボダナートはネパール最大のチベット仏
教の仏塔(ストゥーパ)です

ネワール文化の華　バクタプール
古来ネパールはインドとチベットを
結ぶ交易の中継地として栄え、14
世紀にマッラ王朝が政権を握りまし
た。その後、15世紀末には3人の
王子が王から領土を与えられ、そ
れぞれ町を建設しました。それが現
在、世界遺産に登録される「カトマ
ンズ」「パタン」「バクタプール」です。
仏教とヒンドゥー教を融合させたネ
パール文化に触れてください。 古都バクタプールを散策

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田空港10：05発H
クアラルンプール17：00着 
クアラルンプール20：00発H 
カトマンズ22：30着

成田空港より、航空機にてクアラルンプールへ。
航空機を乗り換え、ネパールのカトマンズへ。カトマンズを代表
する高級ホテル、ハイアットリージェンシーへ。
 （カトマンズ：ハイアットリージェンシー泊）skk

2

（エベレストフライト） 
カトマンズ午前発H
ポカラ午前着B 
ホテル アンナプルナビュー 

午前、エベレストを展望するマウンテンフライトにご案内します。
その後、国内線にてポカラへ。着後、●ヒマラヤ山岳博物館など
ポカラの観光。
その後、バスにてホテル アンナプルナビューのあるサランコット
の丘へ。着後、昼食とチェックイン。
午後、2022年3月より運用が開始され、10月にグランドオープ
ンするアンナプルナ・ロープウェーと無料シャトルを利用し、ペワ
湖へ。湖畔の散策をお楽しみ下さい。その後、ホテルに戻ります。
夕刻、ホテルのテラスより、雄大なヒマラヤの夕日を観賞(注)。
 【２連泊】（ホテル アンナプルナビュ－泊）ahy

3

ホテル アンナプルナビュー 早朝、ホテルのテラスより、雄大なヒマラヤの日の出を観賞しま
す(注)。
午前、ノーダラの丘への軽ハイキングをお楽しみください。
午後、自由行動。絶景ホテルでの滞在をお楽しみください。
夕刻、ホテルのテラスより、雄大なヒマラヤの夕日を観賞(注)。
 （ホテル アンナプルナビュ－泊）asy

4

ホテル アンナプルナビューB  
ポカラ午前発 
カトマンズ午前着 

早朝、ホテルのテラスより、雄大なヒマラヤの日の出を観賞しま
す(注)。
午前、国内線にてカトマンズへ。
カトマンズ到着後、カトマンズ市内観光。旧市街ダルバール広場
周辺、目玉寺院の愛称を持つ、●スワヤンブナート、河口慧海の
足跡が残る●ボダナート等を訪れます。
 （カトマンズ：ハイアットリージェンシー泊）ahy

5

カトマンズB
バクタプールB

カトマンズ23：30発H

本日はカトマンズ盆地の古都バクタプールを訪れます。●ニャタ
ポラ寺院、○王宮などが囲むダルバール広場などを見学。
ハイアットリージェンシーは18：00までお寛ぎいただけます。
夕食後、空港へ。深夜、航空機にてクアラルンプールへ。
 （機中泊)ahy

6
クアラルンプール05：05着 
クアラルンプール09：40発H
成田空港17：30着

クアラルンプール着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
午後、成田空港に到着。
 kks

（注）天候によりご覧になれない場合がございます｡
※上記の行程はマレーシア航空利用、成田空港発着の行程です。

カトマンズ ハイアットリージェンシー（イメージ）
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サファリの途中で目にする動物の赤ちゃん。親に付いて歩く愛くるしい姿に心が和みます（イメージ）

地球上でも屈指の野生動物たちの楽園、タンザニア。なかでも生息する動物の種類数が最も多い場所の一つ
がセレンゲッティ国立公園です。この国立公園を満喫出来る絶好の立地を誇るロッジに連泊し、アフリカならで
はの雄大な景観と子育てシーズンに入った野生動物たちの赤ちゃんを探しながらのサファリなど満喫していただ
けます。また、通常は見上げるだけになってしまう雄峰キリマンジャロですが、このコースではキリマンジャロ山
の絶景フライトをお楽しみいただけます。もちろん、巨大なクレーター内サファリを楽しむンゴロンゴロ国立公園
やマニヤラ湖国立公園など見逃せない場所にもご案内。野生動物と絶景を巡る旅です。是非お楽しみください。

ツアープランナーより

多くの動物が生息する
タンザニア最大の国立公園、セレンゲッティ

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。

 

キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
絶
景
フ
ラ
イ
ト
と
タ
ン
ザ
ニ
ア
大
草
原
の
旅       

８
日
間 

サ
フ
ァ
リ
に
最
適
な
立
地
の
高
級
ロ
ッ
ジ 

セ
レ
ナ
に
宿
泊

10日間

アピア（サモア）

ミステリー島
（バヌアツ）

ヌメア（ニューカレドニア）

シドニー（オーストラリア）

ハミルトン島

ラバウル

スリランカ

モルディブ

中国
インド

コロンボ

ゴールマーレ

ゴア

ガダルカナル島
（ソロモン諸島）

ギゾ

ホノルル（オアフ島/アメリカ）

F

F
F

F

H

H

第2区間

第6区間

第4区間

シュエダゴン・パゴダ（ミャンマー）

ジェイク・ザイード・
グランドモスク（アブダビ）

ブルーマウンテン（オーストラリア）

【第2区間】2月16日（金）発
シドニーからマニラへ
セレニティ初寄港の街々の船旅

香港ムンバイ（1泊）

H

H

▼ ツアーのポイント
●モルディブ、スリランカ、イン
ドを巡る珍しいルートの船旅で
す。  

●カジュアルクルーズですので、
気軽な船旅が楽しめます。 

●ゴアでは大航海時代の面影残
る旧市街の散策へ。 

●下船後のムンバイでは名門
「タージマハル・ホテル」の宿泊
をご用意。

ゴール
スリランカで海のシル
クロードとして栄えた
古都ゴールを訪ねま
す。

マーレ
モルディブの首都。停
泊して世界屈指の海
の大自然を楽しみま
す。

ゴア
16世紀から20世紀半
ばまでポルトガルの植
民地。大航海時代の
中継点として大いに栄
えました。

ケニア

タンザニア

ンゴロンゴロ
自然保護区（1泊）

セレンゲッティ
国立公園（2泊）

マニヤラ湖
国立公園（1泊）

キリマンジャロ山

キリマンジャロ
絶景フライト

キリマンジャロK

K H

H

ビクトリア湖

アルーシャ（1泊）

K

マニヤラ湖国立公園
フラミンゴやペリカンなど多くの野鳥
が生息し、バードウォッチングも楽しめ
ます。草原にはバッファローやシマウ
マ、キリンが、森林ベルトではゾウや
ライオンに出会えるかも。

セレンゲッティ国立公園でのサファリ
マサイの部族語でセレンゲッテイは「果
てしない平原」を意味し、タンザニアの
国立公園の中でも最大規模を誇ります。
生息する動物は400万頭を数えビッグ
ファイブはもちろんヌー、シマウマなど
も見るチャンスがあります。

ンゴロンゴロ自然保護区
南北16キロ、東西19キロの巨大
クレーターの中に広がる動物たち
の楽園。水辺では数千から数万羽
にも及ぶフラミンゴの群れを見る
ことができるかもしれません。

セレンゲッティとは、マサイの部族語で「果てしない平原」を意味する通り、見渡す
限りの大平原です。ここに生息する動物は400 万頭を数え、地球上で最も多くの
大型哺乳動物が集まる場所といわれています。ライオン、ゾウなどのビッグ5はも
ちろん、ヌーやシマウマなども見ることができます。この時期は動物の赤ちゃんの
愛らしい姿を目にするチャンスでもあります。

川沿いの林にはヒョウが棲息

湿地帯
ウォーターバックやペリカン、
カンムリヅルなどの様々な
小鳥たちも見られます。

マガディー湖

ムンゲ
川

レライの森
ゴイトク泉

クレーター周辺の森
林は、ゾウ、アビヌス
ヒヒなどの生息地

アカシアの林を
抜けて、ごつごつ
とした道を下っ
ていきます。

出産シーズンを迎え、様々な動物の子供観察チ
ャンス（イメージ）

サファリカーは窓側の座席にて撮影をお楽しみいた
だけます

ンゴロンゴロ自然保護区　
バブーンの赤ちゃん（イメージ）

マニヤラ湖国立公園　
コウノトリの仲間（イメージ）

タンザニア大草原の魅力に浸ります

キリマンジャロと広大なサバンナを眼下に望む絶景フライト

ンゴロンゴロの巨大なクレーターサファリ

圧倒的迫力の雄峰キリマンジャロを絶景フライトで楽しみます（イメージ）

クレーター内ではフラミンゴなど鳥類も見られます（イメージ）

ここにご注目。旅のポイント

❶ キリマンジャロの大絶景をお楽しみいただく、絶景フライトをお楽
しみいただきます。

❷ 全ての宿泊は絶好の立地を誇る高級ロッジ、セレナにてご用意。
❸ マニヤラ湖国立公園、ンゴロンゴロ自然保護区、セレンゲッティ国
立公園など様々な種類のサファリを楽しみます。

キリマンジャロは宿泊地からの遠望
が一般的です。ましてや山頂付近の
光景は登山上級者だけのものでし
た。今回は、セスナ機をチャーター
することで、万年雪を抱く上空から

1979年にユネスコの世界自然遺産
に登録された「ンゴロンゴロ自然保
護区」。南北16キロメートル、東西
19キロメートルという世界有数の
巨大なクレーターです。このクレー

の景観をお楽しみいただきます。眼
下に広がる広大なサバンナの風景と
徐々にその雄姿を目前に表わすキリ
マンジャロ。絶景フライトならではの
大迫力の景色をお楽しみください。

ご宿泊ホテル

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食5回、昼食5回、夕食5回　■添乗員：成田空港ご出発から成田空港ご到
着まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：帰国時6カ月以上　■パスポート査証未使用欄：見開き2
ページ以上必要　■査証料：タンザニア7,000円（2022年7月現在） ■査証取得手数料：6600円（税込） ■
査証用写真：1枚(縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影されたものに限る。スナップ写真やスピード写真は不
可、裏に本人の旅券と同じサイン要、カラー写真のみ)

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 成田空港20：40発H 夜、成田空港よりエチオピア航空にてアジスアベバへ（ソウル経
由）。  （機中泊）sss

2

アジスアベバ07：20着
10：15発H
キリマンジャロ12：50着
Kマニヤラ湖国立公園
17：30着 

アジスアベバにて航空機を乗り換え、キリマンジャロへ。
着後、サファリカーにてマニヤラ湖国立公園へ。
着後、ロッジへ。

 （マニヤラ湖国立公園：セレナロッジ泊）kky

3
マニヤラ湖国立公園
09：30発K
セレンゲッティ国立公園
16：00着

朝、フラミンゴを探して、マニヤラ湖国立公園周辺のドライブ。
その後、セレンゲッティ国立公園へ。園内に入ってからは動物
の姿を求めて、サファリドライブをしながらロッジへ向かいます。
 【2連泊】（セレンゲッティ国立公園：セレナロッジ泊）aly

4 セレンゲッティ国立公園 終日、セレンゲッティ国立公園での大草原サファリをお楽しみくだ
さい。  （セレンゲッティ国立公園：セレナロッジ泊）aly

5

セレンゲッティ国立公園
（オルドバイ渓谷）
10：00発 

ンゴロンゴロ自然保護区
15：30着

午前、引き続きサファリをお楽しみください。
朝のサファリ後、ンゴロンゴロ自然保護区へ向かいます。
途中、オルドバイ渓谷に立ち寄ります。ここからのアフリカ大地
溝帯の眺めは雄大です。
午後、ンゴロンゴロ自然保護区に到着です。ご宿泊は「セレナ・サ
ファリロッジ」です。
 （ンゴロンゴロ自然保護区：セレナロッジ泊)aly

6 ンゴロンゴロ自然保護区
Bアルーシャ

午前、ンゴロンゴロ自然保護区でのサファリをお楽しみください。
その後、アルーシャへ。  （アルーシャ：セレナロッジ泊)aly

7

アルーシャ
（キリマンジャロ絶景フライト） 
キリマンジャロ17：35発 
アジスアベバ20：05着
22：35発H

午前、セスナ機にて遊覧飛行へ。アフリカ大陸最高峰キリマンジャ
ロを至近に望む絶景フライトをお楽しみください（天候により見ら
れない場合もございます）。
午後、エチオピア航空にてアジスアベバへ。着後、航空機を乗り
換え、帰国の途へ（ソウル経由）。  （機中泊）ahk

8 成田空港19：40着 夜、成田空港に到着。  kks

※表記または写真の野生動物が必ずご覧いただけるわけではございません。予めご了承ください。

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

利用予定航空会社：エチオピア航空 ツアーコード：FE038T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・8日間】
12月30日（金）　年末年始

エコノミークラス利用

¥798,000
ビジネスクラス利用

¥1,298,000
【成田空港集合・8日間】
1月20日（金）,3月3日（金）, 17日（金）

エコノミークラス利用

¥698,000
ビジネスクラス利用

¥1,198,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥70,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本～アジスアベバ～キリマンジャロ間の往復適用
燃油サーチャージ別途目安：￥47,000：7月1日現在

■ マニヤラ湖国立公園：レイク・マニヤラ・セレナ・サファリロッジ
■ セレンゲッティ国立公園：セレンゲッティ・セレナ・サファリロッジ 
広大な国立公園内ほぼ中央に位置する絶好の立地を誇る高級ロッジです。

■ ンゴロンゴロ自然保護区：ンゴロンゴロ・セレナ・サファリロッジ
クレーターの西の淵に位置するロッジで、敷地内からクレーター内部を見渡
すことができます。

ターの内部には湖や森林、サバン
ナなど変化に富んだ自然が見られ、
そこで一生を過ごす様々な野生動
物の姿を目にすることができます。

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。

川沿いの林にはヒョウが棲息

湿地帯
ウォーターバックやペリカン、
カンムリヅルなどの様々な
小鳥たちも見られます。

マガディー湖

ムンゲ
川

レライの森
ゴイトク泉

クレーター周辺の森
林は、ゾウ、アビヌス
ヒヒなどの生息地

アカシアの林を
抜けて、ごつごつ
とした道を下っ
ていきます。

緑豊かなクレーター内の動物たち（イメージ）

ホテルからの絶景を楽しめるンゴロンゴロ・セレナ・サファリロッジ（イメージ）

■ アルーシャ：アルーシャ・セレナ
※いずれのロッジもシャワーのみのお部屋となります。
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ボラボラ島に4連泊。のんびりお過ごしください。（イメージ）

海外旅行再開にヨーロッパの街を散策するのもいいものですが、圧倒的
な青い海、青い空に包まれて、のんびり南国旅情を味わうのはいかがで
しょう。一度ならず何度も行ってみたい南太平洋の楽園タヒチへ、往復
ビジネスクラスの旅を企画しました。直行便でひと飛びすれば、優雅な
南国リゾートの滞在が待っています。 タヒチとひと口にいってもいくつか
の諸島があり、空の玄関口となるタヒチ島パペーテ滞在だけでも十分に
楽しめますが、南国風情をよりお楽しみいただこうと、「太平洋の真珠」と
称えられる人気のボラボラ島に4連泊します。日本では寒さが増す時期、
南太平洋のタヒチは平均気温27度という暖かさ。朝、海を眺めながら
散歩して、新鮮なシーフード料理に舌鼓を打ち、夜は波の音をBGMに
満天の星を眺める……南太平洋の楽園でそんな贅沢なひとときをお過ご
しください。

ツアープランナーより

パペーテでは、タヒチアンの暮らしぶ
りを垣間見ることができる教会やマル
シェ（市場）訪問も楽しい時間となるで
しょう。添乗員がご案内します。

終日の自由行動で退屈するのでは、と
ご心配の方もいらっしゃるかもしれま
せんが、行かれた方は最後に「もう少
し長くいたかった」とおっしゃいます。
海をゆっくり眺めたり、読書したり、海
辺を散歩したり、のんびり思うままに
お過ごしください
またアクティブに動きたい方は、「天然
の水族館」ともいえるタヒチの海を船
から眺めるグラスボトムボートツアーな
ど、実費にて様々なプログラムも楽し
めます。お申し込みなど滞在中には何
かと、添乗員がお手伝いをいたします
のでご安心ください。

パペーテでタヒチアンの
暮らしぶりにふれる

あっという間に過ぎる、
のんびり贅沢な時間
様々なプログラムもございます

タ
ヒ
チ
満
喫
ス
ペ
シ
ャ
ル

　
　
夢
の
楽
園
ボ
ラ
ボ
ラ
島
の
休
日     

８
日
間 

グラスボトムボートから眺めるタヒチの海
(イメージ)　添乗員撮影

マルシェ（市場）（イメージ）

ここにご注目。旅のポイント

❶ 「太平洋の真珠」と称えられる、人気のボラボラ島に4連泊します。
❷ ボラボラ島では島屈指のビーチが広がるマティラ岬近くのリゾートに連泊。
❸ パペーテでも市街地に近い快適なホテルに宿泊します。

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。

ボーイング787ドリームライナーを
利用。ビジネスクラスはヘッドポジシ
ョン198ｃｍのフルフラットシートを
導入。全席パーソナルモニター付
きで、各座席にて映画・音楽などを
お楽しみいただけます。
キャビン全体のインテリアには、砂
浜の白と、フレンチポリネシアの豊
饒さを代表する黒真珠の繊細な
輝きをイメージして、白とグレーが
交互に配されています。エア タヒ
チ ヌイのシンボル、ティアレの花も、
もちろんキャビンに使われています

日本からタヒチへの
唯一の直行便
タヒチアン・ホスピタリティで
おもてなしいたします

ご宿泊ホテル

広々とした敷地をもつインターコンチネンタル・タヒチ・リゾート＆スパ
天気の良い日には、モーレア島が望めます

ボラボラ島 ル・マイタイ・ポリネシア　のんびり南国風情を楽しめます

客室からの眺望（イメージ） 4連泊を快適にお過ごしいただけます

温かいおもてなし

■最少催行人員：10名様　■食事：朝食5回、昼食2回、夕食2回　■添乗員：成田空港ご出発から成田空港ご到
着まで随行いたします　■パスポート必要残存期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：2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
成田17：40発H
パペーテ09：45着F

エア タヒチ ヌイのビジネスクラスにてパペーテへ。
着後、市内にて軽食。その後、バスにてホテルへ。
 （パペーテ：インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート＆スパ泊）kly

2

パペーテH
ボラボラ島

午前、航空機にてボラボラ島へ。
着後、専用ボートにて「マイタイ・ポリネシア・ボラボラ」へ。その
後、チェックイン（午後3時）まで自由行動、ビーチ散策などごゆっ
くりお過ごしください。
 【4連泊】（ボラボラ島：マイタイ・ポリネシア・ボラボラ泊）ass

3

ボラボラ島 終日自由行動。ホテル目の前のビーチやお部屋でのんびりとお過
ごしください。ビーチタオル、カヌー、シュノーケリング一式、
ライフジャケットなどはホテルにて無料レンタルがございます。
 （ボラボラ島：マイタイ・ポリネシア・ボラボラ泊）ass

4

ボラボラ島 終日自由行動。ボラボラの休日をお楽しみください。
現地発のツアー（ご実費）が各種用意されていますので、ご希
望の方はご参加ください。添乗員が滞在をお手伝いいたします。
 （ボラボラ島：マイタイ・ポリネシア・ボラボラ泊）ass

5
ボラボラ島H 終日自由行動。

ホテル内スパ、マッサージなどお楽しみいただけます（実費）。
 （ボラボラ島：マイタイ・ポリネシア・ボラボラ泊）ass

6
ボラボラ島H
パペーテ

国内線にてパペーテへ。
着後、○市庁舎、○マルシェ、○大聖堂などを添乗員がご案内。
 （パペーテ：インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート＆スパ泊）aly

7 パペーテ07：50発
H

朝、エア タヒチ ヌイのビジネスクラスにて帰国の途へ。
 （機中泊）kss

8 成田14：05着 成田空港に到着。  kss

※日程表の時刻はエア タヒチ ヌイを想定したものです。他航空会社利用の場合、発着空港
および時刻は異なります。

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

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。

ボラボラ島：マイタイ・ポリネシア・ボラボラ 
ボラボラ島屈指の夕日観賞スポットへも至近のリゾートに宿泊

パペーテ：インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート＆スパ 
パペーテでも快適なホテルに連泊して、ごゆっくりお過ごしいただけます

透き通った海と南洋のカラフルな魚を眺め、
コテージでのんびりくつろぐ極上のバカンス。
そんなイメージどおりの楽園タヒチ時間を楽し
めるのが、ボラボラ島です。お泊まりいただ
くのは、ボラボラ島本島の南にある「ル・マイ
タイ・ポリネシア」。アットホームな雰囲気のカ
ジュアルホテルです。
徒歩圏内に島のなかでも最も美しいビーチとい
われ、屈指のサンセットポイントを誇るマティラ岬
があります。タヒチ滞在を黄金に彩る夕景に出会
えるかもしれません。この度はオーシャンビュー
のお部屋をご用意しました。
※シャワーのみのお部屋となります。

パペーテでは「インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート＆スパ」に計2泊。タヒチ
島の玄関口ファアア国際空港から車で５分ほどの海岸線に建つリゾートホテルで
す。緑溢れる広い敷地内には２つのプールやテニスコートなどが備わっています。
伝統的なポリネシアンスタイルのデザインを残しつつ、洗練されたインテリアに
囲まれ、快適なリゾート滞在を満喫することができるホテルです。
※シャワーのみのお部屋となります。

フアヒネ島

ボラボラ島
タハア島

F

ライアテア島

モーレア島

タヒチ島

パペーテ

インターコンチネンタル・タヒチ・リゾート＆スパ（計2泊）

マイタイ・ポリネシア・
ボラボラ（4泊） ファカラバ島

タヒチ

利用予定航空会社：エア タヒチ ヌイ ツアーコード：OPC02T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・8日間】 
2022年 11月4日（金）
　　　　12月2日（金） , 9日（金）
2023年 1月27日（金）
　　　　 2月10日（金） , 24日（金）

ビジネスクラス利用

¥798,000

2022年 12月30日（金）　年末年始
ビジネスクラス利用

¥1,058,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥140,000にて承ります）
 ボラボラ島 水上バンガロー追加料金：￥70,000（1名利用￥70,000）

ビジネスクラス利用区間：（日本発着の国際線区間となります）
燃油サーチャージ別途目安：￥70,000：7月1日付
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スペインとフランスにまたがるバスク地方は、中世より自治権を守り、独
自の言語・文化を育んできました。スペイン或いはフランスであることより、
そこは「バスク」といった方が寧ろしっくりきます。そんなバスク地方の魅
力に様々な角度から触れていただくために、このコースではスペインバス
クの中心サンセバスチャンやオンダリビアに滞在し、バスク文化をご紹介
していきます。また、オンダリビアから足を延ばしてフランスバスクの町々
を訪ねる一日も設けました。フランス側で訪れるのは港町サン・ジャン・ド・
リュズやバイヨンヌといった個性的な町々。バイヨンヌはチョコレートや生ハ
ムの産地としても知られていて、散策するだけでも楽しい町です。連泊す
るサンセバスチャンでは旧市街の中心に近いホテルを確保しておりますの
で、散策やバル巡りなどもお楽しみください。旅の前半のリオハでは、ロ
グローニョやワイナリーも訪問。後半は、近代美術の街ビルバオやバスク
地方を知るうえで欠かせないゲルニカなども訪れ、バスク地方の歴史や
文化をより深く知るプログラムといたしました。

ツアープランナーより

スペインでも最上位の「特別原産地呼称
ワイン」に選ばれるリオハ。エブロ川流
域とその支流のオハ川沿いで造られる
ワインの歴史は古く、古代ローマ時代に
まで遡りますが、19世紀にフランスのボ
ルドー地方からの醸造技術を取り入れた
ことにより飛躍的に発展したといわれて
います。このたびは、ログローニョ近郊
のワイナリーを訪れ、芳醇なリオハワイ
ンの試飲体験と昼食も楽しみます。
また、プエンテ・ラ・レイナはサンチャゴ
巡礼の町として知られています。12世
紀にナバラ王国の王妃の命により建造
された橋は「王妃の橋」と呼ばれ、町のシ
ンボルとして800年以上に渡り巡礼者の
安全を見守り続けています。そして、勇
壮な牛追い祭りの町として知られるパン
プローナは、ナバラ王国の都で、往時
の繁栄を偲ばせる城壁などが残る中世
の雰囲気が漂う町です。

リオハからナバラにかけて
の見どころを辿る

ス
ペ
イ
ン
の
文
化
と
食
を
楽
し
む

リ
オ
ハ
か
ら
バ
ス
ク
の
町
々
と

サ
ン
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
の
旅     

９
日
間 

エブロ川とオハ川
流域で造られるリ
オハワインは、ス
ペインでも最高峰
のワインといわれ
ています (イメー
ジ)

ここにご注目。旅のポイント

❶ リオハからナバラへ。ワイナリーや巡礼の町も訪問
❷ フレンチバスクの山間の村や港町なども訪れます
❸ 「美食の町」サンセバスチャンの散策も楽しみです

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。

サンセバスチャン

かつてのナバラ王国の都パンプローナ

■ ビルバオ：シルケン・インダウチュ ★★★★
■ パンプローナ：ブランカ・デ・ナバラ ★★★★
■ オンダリビア：パラドール ★★★★
■ サンセバスチャン：アルバソ ★★★★
※シャワーのみのお部屋となります。

フレンチバスクの美しい町々へ
スペインとフランスにまたがるバス
ク地方。スペイン側だけでなく、フ
ランス側のバスク地方にも魅力的な
町や村が点在しています。このたび
は、フレンチバスクを訪ねる一日を
もうけ、生ハムやチョコレートの産
地でもあるバイヨンヌや港町サン・
ジャン・ド・リュズへ足を延ばします。
この地方独特の白壁に、赤い木組
みが特徴的な家々が立ち並ぶ可愛
らしい港町で、赤い木組みは、か
つて虫を追い払うために牛の血で赤

バイヨンヌはチョコレートの街としても知
られています(イメージ)

自由夕食の日も設けていますので、お気に入りのバルを見つけてみてはいかがでしょうか（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5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：帰国時150日以上　■パスポート査証未使用欄：2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22：35発H 夜、羽田空港より航空機にてイスタンブールへ。
 （機中泊）ssk

2
イスタンブール06：10着
イスタンブール08：55発H
ビルバオ11：10着

着後、航空機を乗り換え、ビルバオへ。
着後、世界最古の運搬橋○ビスカヤ橋に立ち寄り昼食。
午後、ビルバオの観光。フランク・ゲイリーの代表作●グッゲンハ
イム美術館へご案内します。  （ビルバオ泊）kly

3
ビルバオ09：00発B
ログローニョB
プエンテ・ラ・レイナB
パンプローナ17：00着

午前、巡礼路の途上の町ログローニョやリオハ地方のワイナリー
に立ち寄ります。
午後、サンチャゴ巡礼路上にある町プエンテ・ラ・レイナに立ち寄
り散策後、パンプローナへ。  （パンプローナ泊）ahy

4
パンプローナ
11：30発B 
オンダリビア13：00着

午前、パンプローナの散策。○市庁舎や○カテドラルを訪ねます。
午後、オンダリビアへ。着後、昼食および散策をお楽しみください。
 【2連泊】（オンダリビア泊）ahy

5
オンダリビア（フラ
ンスバスクの町々）

終日、フランスバスクの小さな町々を訪れます。可愛らしい港町
サン・ジャン・ド・リュズや、バイヨンヌへご案内します。。
 （オンダリビア泊）ahy

6
オンダリビア09：00発
BゲタリアB
サンセバスチャン
16：00着

午前、バスにて港町ゲタリアへ。
その後、サンセバスチャンへ。
夜、ご希望の方は添乗員がバル巡りへご案内します。
 【2連泊】（サンセバスチャン泊）ahs

7
サンセバスチャン 朝、有名料理人もたびたび訪れるバスクの台所、○ブレチャ市場

へ。その後、旧市街を散策し、○大聖堂、○サンタ・マリア・デル・
コロ教会、○憲法広場などへご案内します。
午後、自由行動。  （サンセバスチャン泊）asy

8

サンセバスチャン
09：00発B
ゲルニカBベルメオB
ビルバオ17：15発H
イスタンブール23：15着

午前、ゲルニカへ。●バスク議事堂を見学します。
昼食は港町ベルメオにて。
午後、ビルバオ空港へ。
夕刻、航空機にてイスタンブールへ。
 （機中泊）ahk

9 イスタンブール02：05発H
羽田空港19：00着

着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。
夜、羽田空港着後、解散。。  kks

※星の数はスペイン各地方観光局の基準に基づきます。

赤い窓枠の家々が印象的なフレンチバスクの港町サン・ジャン・ド・リュズ

く染められていたことに由来するの
だそうです。フレンチバスクの可愛
らしい町々の訪問をお楽しみくださ
い。

散策が楽しい美食の町　サンセバスチャン
バスク地方の中心地サンセバスチャ
ンはカンタブリア海に面したコン
チャ湾を囲むように広がる町で、19
世紀から高級リゾート地として栄え
てきました。今では「美食の町」とし
ても知られ、旧市街にはバルがひし
めき、１本の通りに10軒以上のバル
が並ぶような場所も。 気軽なバル
があるかと思えば、その一方で、世

界の美食家を魅了するレベルの高い
レストランもあり、様々なジャンルの
「食」が楽しめるのも魅力です。滞
在中、一日は夕食を自由食としてい
ますので、お気に入りのバルを見
つけてみてはいかがでしょうか。バ
スク産の軽めのワイン「チャコリ」と
ともに串に刺さったおつまみのピン
チョスを楽しむのがバスク風です。

コンチャ湾沿いに広がるサンセバスチャンの町並み 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

ご宿泊ホテル

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：EU113T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】
1月1日（日）

エコノミークラス利用

￥598,000
ビジネスクラス利用

￥978,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥80,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間【羽田～イスタンブール～マドリッド間、ビルバオ～イスタンブール～羽田】適用）
燃油サーチャージ別途目安：￥96,000：8月1日付

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。

ビルバオ（1泊）

スペイン

フランス

B

B

H ゲルニカ

ゲタリア
ベルメオイスタンブールへ

プエンテ・ラ・レイナ

バイヨンヌ
サンジャン・ド・リュズ

パンプローナ（1泊）

オンダリビア（2泊）
サンセバスチャン（2泊）

H

ログローニョ

イスタンブールより
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教会建築としてポルトガルでも随一の美しさを持つジェロニモス修道院

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。

セッラ・ド・ピラール修道院から眺めるポルト旧市街は、添乗員おすすめの絶景スポットです

心の琴線にふれるという言葉がありますが、ヨーロッパの国々の中でも
ポルトガルほど、私たちの心に響く風景と出会える旅先はありません。
フランスやイタリア、スペインなどと比較すると派手さはありませんが、
素朴で絵になる町や村が点在してい
ます。旅情溢れる田舎の風景や町、
大航海時代の栄華を肌で感じる世界
遺産の修道院群、美しく儚いファドの
調べ、旅のエッセンスがたっぷりと詰
まった国、それがポルトガルなのです。
食事も日本人の好みに合う郷土料理
が多いのも大きな魅力です。このた
びは、古都ポルトに2連泊、首都リス
ボンには３連泊し、旅情あふれる２つ
の街を中心にして、この国が持つ魅
力をたっぷりとご紹介します。

ツアープランナーより

ヨーロッパ最西の首都、リスボン。大
航海時代の栄華を感じるこの地を3連
泊で楽しみます。教会建築としてポル
トガルでも随一の美しさを持つジェロ
ニモス修道院や、新大陸を求めて旅立
つ船を見送ったベレンの塔など大航海
時代の栄華をひしひしと感じさせる世
界遺産の数々を訪問。また、市電（ト
ラム）でアルファマ地区の散策へご案内
します。道端で地元の人々が井戸端会
議を開いていたり、細い路地には洗濯
物が干されていたりと、どこか懐かし
さを感じさせるそんな地区です。
宿泊には、リベルダーデ大通りに面し
たリーディング・ホテルズにも加盟して
いる5つ星ホテル「ティボリ・アヴェニー
ダ・リスボダーデ」をご用意しました。
重厚な雰囲気とモダンな設備が融合し
た快適なホテルというだけでなく、地
下鉄アヴェニーダ駅のすぐそばにあり、
自由行動の際にも便利です。

好立地の高級ホテルで
リスボンを堪能

ここにご注目。旅のポイント

❶ ポルトでは町の中心に位置する高級ホテル「ペスターナ・ポルト・ア・ブラ
ジレイラ」に連泊です。

❷ 訪れる機会の少ないミーニョ地方をご紹介します。
❸ リスボンではリーディングホテルに加盟する散策に便利な立地の高級ホテ
ル、「チボリ・アヴェニーダ・リベルダーデ」に３連泊します。

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
郷
愁     

９
日
間 

高
級
ホ
テ
ル
に
連
泊
で
楽
し
む

大航海時代の栄華を称える「発見のモニュメント」

ポルト（2泊）

大西洋

ドウロ川

コインブラ
（1泊）
コインブラ
（1泊）

アルコバサ
オビドス

リスボン
（3泊）

ポルトガル

スペイン
バターリャ

ポンテ・デ・リマ
ギマランイス

H

H

B

ポルトガルらしい小さな町こそ、面白い
ポルト連泊とリスボン3連泊の間に、
ポルトガル最古の大学都市コインブ
ラでの1泊を組み込み、ポルトガル
中部に位置する小さな町を訪ねま
す。中世の王妃にプレゼントされた

町オビドスや、水の都アヴェイロな
ど、個性豊かで、ゆったりと時間が
流れる、旅情に溢れた町々の散策を
どうぞお楽しみください。

アズレージョの装飾が見事なサン・ベント駅

ポルトガル建国の地、ギマランイス城

世界遺産に登録される荘厳なコインブラの
大学図書　©Chris W

白壁と赤屋根のコントラストが美しい城郭
都市オビドス 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

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食6回、夕食5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：帰国時150日以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以
上必要

ご旅行条件とご注意

ドウロ川が大西洋に注ぐ河口の丘に広がる町ポルト

カラフルな街並みが美しいポルトも連泊で満喫
ドウロ川が大西洋に注ぐ河口の丘に
広がる町がポルトです。南部のリス
ボンと異なり、北部のポルトでは大き
な震災がなく、昔からの変わらぬ風
情ある町並が今も残されています。 
赤い瓦と石の古い街並みの中を歩い
ていると、アズレージョと呼ばれる青
色のタイルで装飾された教会などに
出会ったりと、街歩きも楽しみです。
ご宿泊は、観光や自由散策を存分に
お楽しみいただけるサン・ベント駅か
らも近い、中心部の高級ホテルをご

用意しました。古い教会のぶらり散
歩や朝の散歩など思い思いの過ごし
方でお楽しみください。

「ポルトガルの庭園」と呼ばれる緑豊
かなミーニョ地方。初代国王の生ま
れ故郷ギマランイスや、中世の町
でローマ時代の橋が残るポン・デ・リ
マ、そして他では見ることができな
いような不思議な石の建築「エスピ
ゲイロ」など様々な見どころがありま
す。中世以来の歴史建造物が評価
されて世界遺産にも登録されるギマ
ランイスは初代ポルトガル国王アル
フォンソ・エンリケス生誕の地として
知られています。故に町の入口には
「ここにポルトガル誕生す」という碑
文も。10世紀の城から12世紀建立

訪れる機会の少ないミーニョ地方をご紹介します

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1 羽田空港22：35発H 夜、航空機にてイスタンブールへ。  （機中泊）ssk

2

イスタンブール
06：10着 
イスタンブール
08：10発H
ポルト10：00着

着後、航空機を乗り換え、ポルトへ。
着後、ポルト中心部へ。○サン・ベント駅、○カテドラル、○ク
レリゴス教会などへご案内します。
昼食後、ホテルにチェックイン。ご宿泊は旧市街中心に位置する
高級ホテル、ペスターナ・ポルト・ア・ブラジレイラです。ごゆっ
くりお過ごしください。
 【2連泊】（ポルト：ペスターナ・ポルト・ア・ブラジレイラ泊）khy

3

ポルトB
ポンテ・デ・リマB
ソアージョB
ギマランイス

午前、ポルトガル北部のミーニョ地方の知られざる見どころへ。
中世の町ポンテ・デ・リマには古代ローマ時代の橋が架かります。
また、スペイン国境近くのソアージョでは、独特の高床式倉庫「エ
スピゲイロ」をご覧いただけます。
午後、ポルトガル建国の地とされるギマランイスへ。●ブラガン
サ公爵館、●ギマランイス城、○旧市街へご案内します。
 （ポルト：ペスターナ・ポルト・ア・ブラジレイラ泊）ahy

4

ポルト08：00発B
アヴェイロB
コインブラ13：00着

午前、水の都アヴェイロへ。着後、運河沿いの散策をお楽しみく
ださい。その後、大学都市コインブラへ。
午後、コインブラの観光。●旧大学、●大学図書館を見学します。
その後、ホテルへ。ご宿泊は高級ホテル、キンタ・ダス・ラグリ
マス（涙の館）です。
 （コインブラ：キンタ・ダス・ラグリマス泊）ahy

5

コインブラ09：00発B
バターリャB
アルコバサB
オビドスB
リスボン17：30着

午前、●バターリャ修道院や●アルコバサ修道院を見学します。
午後、オビドスへ。○ポルタ・ダ・ヴィラ、○サンタ・マリア教
会などを散策します。
夕刻、リスボンへ。ご宿泊はリーディングホテルズにも加盟する
好立地の高級ホテル、チボリ・アヴェニーダ・リベルダーデです。
 【3連泊】（リスボン：チボリ・アヴェニーダ・リベルダーデ泊）ahy

6
リスボン 終日、リスボン郊外の観光。午前、シントラへ。●王宮や●ペナ

宮にご案内します。午後、ユーラシア大陸最西端のロカ岬に立ち
寄り、リスボンに戻ります。
 （リスボン：チボリ・アヴェニーダ・リベルダーデ泊）ahs

7
リスボン 終日、公共交通機関にてリスボンの観光。

午前、●ジェロニモス修道院、○ベレンの塔、○発見のモニュメ
ントをご案内します。午後、アルファマ地区へご案内します。
 （リスボン：チボリ・アヴェニーダ・リベルダーデ泊）ahy

8 リスボン16：15発H 午前、自由行動。
夕刻、航空機にてイスタンブールへ。  （機中泊）ask

9
イスタンブール00：05着 
イスタンブール02：05発H 
羽田空港19：00着

着後、航空機を乗り換え、帰国の途へ。
羽田空港着後、解散。
 kks

の教会、15世紀の公爵家など、大
航海時代を迎える黄金期以前に建て
られた中世の古い建物が街全体に
一層落ち着きと趣を与えています。
2012年には欧州文化首都にも取り
上げられた古都を訪ねます。

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：EU009T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】
12月31日（土）

エコノミークラス利用

￥598,000
ビジネスクラス利用

￥998,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥90,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（全区間【往路：羽田～イスタンブール～ポルト、復路：リスボン～イスタンブール～羽田】適用）
燃油サーチャージ別途目安：￥96,000：8月1日付

■ リスボン：チボリ・アヴェニーダ・リベルダーデ・リスボン ★★★★★
リーディング･ホテルズにも加盟する、１９３３年創業の５つ星ホテルです。リベルダーデ
大通りに面して建ち、地下鉄アヴェニーダ駅のすぐそばにあります。重厚な雰囲気とモ
ダンな設備が融合した快適なホテルを３連泊でご用意しました。

※ポルトとコインブラはシャワーのみのお部屋となります。
※星の数は、ポルトガル政府ホテル格付けの基準に基づきます。

ご宿泊ホテル
■ ポルト：ペスターナ・ポルト・ア・ブラジレイラ ★★★★★
サン・ベント駅から２００メートルほどの場所にある散策に便利なホテルです。町の中心
部に滞在することで、散策や朝の散歩など、自由に街歩きを楽しめるのが魅力です。

■ コインブラ：キンタ・ダス・ラグリマス ★★★★★
スモール・ラグジュアリー・ホテルズにも加盟する、中世以来の伝統を持つ名門ホテル
です。王族の伝承から付けられた“涙の館”での滞在をのんびりとお楽しみください。

涙の館（ホテルの外観・イメージ） お食事も人気です（イメージ）
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1万2000年前の人類最古の大神殿「ギョベクリ・テペ遺跡」 

弊社として今年初めてご紹介しました、このたびの「ギョベクリ・
テペ遺跡」は1万2000年前。人類最古とされてきたシュメール
文明とは何と5000年の開きがあり、名だたる古代遺跡と比べ
てダントツの古さです。しかもご覧のような大規模な神殿遺跡
で、極めて見応えがあります。2019年に弊社では視察を済ま
せておりますが、これまでは不安定なシリアにほど近いことで、
長年日本外務省が危険レベル3（渡航中止勧告）に指定してい
たために、ツアー企画を断念しておりました。しかし、シリア情
勢も落ち着いてきたことで、最近シリア国境付近一帯を除き、
危険レベル2へレベルダウンした現況を受け、ようやくこのたび
ツアーとして発表できる運びとなりました。

ツアープランナーより

シャンルウルファの町の中央、考古学博物館には、ギョベクリ・テ
ペからの貴重な出土品など、1万点以上の歴史的な展示を見る
ことができますが、そのほとんどがオリジナル。迫力満点の巨
石群や「世界最古のフルサイズの石像」といわれる通称ウルファマンなど、
見応え抜群。1万2000年前の人間が、何ともお洒落で現代風だったこ
とには驚きを禁じ得ません。
預言者アブラハムの生誕の地、シャンルウルファの旧市街はトルコでも
最もロマンチックな街並みのひとつで、今もバザールには伝統衣装をま
とった地元の人々が活気を見せています。旧市街の多くは中庭を囲む中
東の伝統的なムスリムの住家で、埃っぽい通りから中は見えません。ア
ブラハム（エイブラハム）ゆかりの地のひとつバルックルギョル（聖なる魚
の池）は、かつてのキリスト教会の聖堂を利用したハリル・ウル・ラフマン・
モスク（1211年）の中庭にあって、絶好のフォトスポットです。バザール
や市街中央の丘上にそびえるウルファ城からの眺めなどを訪ねたら、チャ
イハネでのひとときはいかがでしょう。

世界最古の人物石像。通称
「ウルファマン」。現代風で
お洒落な印象に驚かされる

巨大な石柱は10トンをはる
かに超えるという

雰囲気のあるチャイハネで
のひとときはいかがでしょ
う

預言者アブラハムゆかりの聖
なる魚の池バルックギョルに
は今でもたくさんの魚が

シャンルウルファ考古学博物館も見逃せません

ギョベクリテペ遺跡（トルコ南東部）…約1万2000年前

シュメール、ウルのジッグラト（メソポタミア・イラク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………… 約6100年前
ニューグレンジ（アイルランド）………………約5100年前
三内丸山遺跡（青森）……………………………約5000年前
ストーンヘンジ（イングランド）………………約5000年前
モヘンジョダロ（パキスタン）…………………約4600年前
ギザのピラミッド（エジプト）…………………約4560年前

【世界の古代遺跡番付】
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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。

■ アダナ ： ディヴァン ★★★★★
■ ガズィアンテップ ： ディヴァン ★★★★★
■ シャンルウルファ ： アラハン 
■ イスタンブール ： エレシン・スルタン・アフメット ★★★★★

■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　■お住まいの自治体発行の海外用英文の「ワクチン3回接種済み証明書」を入手してください。

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22：35発H 羽夜、航空機にてイスタンブールへ。  （機中泊）ssk

2

イスタンブール06：10着
イスタンブール08：00発H
アダナ09：25着

イスタンブール着後、航空機を乗り換えアダナへ。
アダナ着後、聖パウロの生まれ故郷として知られるタルススへ。
聖パウロゆかりの○井戸、●聖パウロ教会、及び古い家並みが残
されている歴史地区の散策へご案内します。
その後、アダナへ戻り、早めにホテルへ。
 【2連泊】（アダナ泊）khy

3
アダナ 終日、ヒッタイト時代まで遡る歴史を持つアダナの観光へご案内。

アダナ及び近郊から発掘された貴重な展示が並ぶ●アダナ博物
館、16世紀からの歴史的建造物が並ぶ旧市街地区やアダナ市場
などにご案内します。  （アダナ泊）ahy

4

アダナ08：00発B
ガズィアンテップ
11：00着

午前、専用バスにてガズィアンテップへ。途中十字軍に建てられ
たユラン・カレを遠望します。着後、昼食および市内観光。●ガズィ
アンテップ城、○バザールへご案内します。
夕食は「世界遺産の食卓」を「MSMガズィアンテップ（ガズィアン
テップ料理芸術センター）」にて。  （ガズィアンテップ泊）ahy

5
ガズィアンテップ
14：00発B
シャンルウルファ
16：00着

午前、世界最大の●セウグマ・モザイク博物館や●ガズィアンテッ
プ考古学博物館を見学します。
午後、バスにてユーフラテス川を渡り、シャンルウルファへ。
 【2連泊】（シャンルウルファ泊）ahy

6
シャンルウルファ
（ギョベクリ・テペ）

午前、ギョベクリ・テペ遺跡へ。世紀の大発見と言われる圧巻の
遺跡を見学します。その後、シャンルウルファの●考古学博物館
を訪ね、ギョベクリ・テペ遺跡からの出土品を鑑賞します。
 （シャンルウルファ泊）ahy

7

シャンルウルファ
16：10発H
イスタンブール
18：10着

午前、シャンルウルファの観光。○シャンルウルファ城、○預言
者アブラハムゆかりの旧市街、○バザールなどを訪ねます。
夕刻、航空機にてイスタンブールへ。
ご宿泊は散策に便利なスルタンアフメット地区でご用意しました。。
 （イスタンブール泊）ahy

8 イスタンブール 終日、自由行動。（ホテルは出発時刻までご利用いただけます）
深夜、イスタンブール空港へ。  （機中泊）asy

9 イスタンブール02：05発H
羽田空港19：00着

深夜、航空機にて帰国の途へ。
羽田空港着後、解散。  kss

裏表紙の【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください

ご宿泊ホテル

※アダナ、ガズィアンテップ、シャンルウルファはシャワーのみの客室となります。
※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。

訪問客と比べモザイク床の大きさが
わかります

ガズィアンテップ（1泊）

シャンルウルファ（2泊）

ギョベクリ・テペ遺跡

シリア

トルコ

アダナ（2泊） ユーフラテス河

イスタンブール（1泊）

トルコ

シリア

ギ
リ
シ
ャ

ジョージア
ブルガリア

ガズィアンテップ（1泊）

ギョベクリ・テペ遺跡
シャンルウルファ
　　　 （2泊）　　　　

H

H

H

H

アダナ（2泊）

かつて中東エリアの交易の中心としてヒッタイト、ペルシャ、古代ローマ、
ビザンチン、アルメニア、そしてオスマン帝国など様々な支配を経験して
きた歴史の街ガズィアンテップ。2011 年にオープンした「セウグマ（近
郊のユーフラテス川沿いに繁栄した古代ローマ都市遺跡）モザイク博物館」
は、3万平方メートルという世界最大のモザイク博物館で、あのチュニス
のバルドー国立博物館を凌ぐ規模を誇り、今やトルコの至宝のひとつ。是
非訪れてみたい。ご覧の通り、巨大空間に石柱が立ち並び、往時の町の様
子も偲ばせながら、床一面、壁一面に精緻で彩色豊かな生き生きとしたモ
ザイク画が、合計面積 1700 平方メートルにも及んで展示されています。
中でも、最も有名な作品「ジプシーガール」は専用の個室に飾られていま
すので、どうかお見逃しなく。いずれも保存状態が極めて良いので、とて
も数千年前の作品とは思えない完璧さ。「圧巻」というほかありません。

トルコ料理は世界三大料理に数える人もいるほどですが、中でもここガ
ズィアンテップは「グルメの街」「食い倒れの街」として知られ、トルコ
人も「あ～、あの食事が美味しいところね」というくらい有名です。その
数ある名店の中でも、地元の郷土
料理を紹介するために、女性の市
長さん肝煎りでオープンさせたの
が、「ガズィアンテップ料理芸術
センター（MSMガズィアンテッ
プ）」。モダンで高級感のある上品
な雰囲気とともに、自慢のフル
コースに舌鼓を打ちながら、高い
食文化を堪能していただきたいと
思います。

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。

有名な「ジプシーガール」は専用の個室に。数千年前
とは思えない見事な作品です

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：ME117T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・9日間】 　
12月26日（月）

エコノミークラス利用

¥498,000
ビジネスクラス利用

¥898,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥80,000にて承ります）
ビジネスクラス利用は日本発着の国際線区間のみ適用です
トルコから出国する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。6月現在 : トルコリラ350＝約¥3,000）
燃油サーチャージ別途目安：￥96,000：8月1日現在

（イメージ）

（イメージ）（イメージ）


