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催行決定日も続々登場！ご予約はお早めに！

2022年8月～2023年3月出発
有効期限：2022年8月8日～10月31日

　　

安心の頼れる
添乗員同行の旅 トルコ エジプト アラブ

首長国連邦
成田・羽田発
imp003-B

※11月出発以降はお問合せください

〈条件〉 z：ターキッシュエアラインズ　xグランドテミゼル等（アイワルク）、パムテルマル等（パムッカレ）、グランドホテルコンヤ等（コンヤ）、MDC等洞
窟ホテル（カッパドキア）、ザ・リッツ・カールトン（イスタンブール）　c：朝6昼5夕6（機内食除く）　v：同行　b：１５名 （注1）トルコ国内線はエコノミー
クラス利用となります。

カッパドキア
（イメージ）

◆トロイ博物館入場
トロイ

◆白い石灰棚
パムッカレ

◆世界最大級の古代都市
エフェソス遺跡

◆奇岩に映し出すプロジェクション
　マッピングへ

カッパドキア
◆丘の上に建つアクロポリス

ペルガモン遺跡
◆メヴラーナ博物館、インジェ・ミナーレ神学校

コンヤ
◆トプカプ宮殿ではハレム入場観光へご案内

イスタンブール

カッパドキアカッパドキア
（イメージ）（イメージ）

（カイセリ又は
  ネブシェヒル）
（カイセリ又は
  ネブシェヒル）

カッパドキアカッパドキア

66つのつの を含むを含む77都市都市&&充実充実のの観光付観光付

（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

地下宮殿風レストラン地下宮殿風レストランでのでの
ディナー、ディナー、ベリーダンスベリーダンス
ディナーショーディナーショーを含むを含む

17回の
食事付

◆トロイ博物館入場

パムッカレ（イメージ）パムッカレ（イメージ）

カッパドキアエリア
（5・6日目）

 洞窟ホテル  に  に 2連泊  
全都市全都市
デラックスクラス
ホテル以上

（当社基準）に宿泊に宿泊

 洞窟ホテル

〈条件〉 z：ターキッシュエアラインズ　x：ペリッシア等（カッパドキア）、イチカレ等（アンカラ）、クラウンプラザ イスタンブール オールドシティ等（イスタンブール）　c：朝3昼4夕4（機内食除く）　v：同行　b：20名　(注1)モ
スク観光時、女性は髪を隠すためのスカーフが必要となります。またブルーモスクの内部は現在改装工事中となり全景がご覧いただけない可能性、トプカプ宮殿の宝物庫は現在修復中となり入場できません。〈ご案内〉 
当ツアーは新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種された方を対象としたプランとなり、PCR検査料は含まれております。（注2）今後、提出義務が不要になった場合は、お１人様5,000円を返金いたします。

イスタンブールイスタンブール
（イメージ）（イメージ）

トルコ名物の
「ドネルケバブ」、

壺に封をし煮込む
「壺焼きケバブ」をなど、

ドネルケバブ（イメージ）ドネルケバブ（イメージ）

アヤソフィア（イメージ）アヤソフィア（イメージ）

カッパドキア（イメージ）カッパドキア（イメージ）

カッパドキア

壺に封をし煮込む

人気人気のの2都市2都市をを6日間6日間でで効率効率よくよく巡巡りますります

全都市デラックスクラスホテル（当社基準）
に宿泊！イスタンブールでは、観光に
便利な旧市街にある好立地ホテル！

全都市デラックスクラスホテル

便利な旧市街

クラウンプラザ イスタンブール オールドシティ（外観）（イメージ）クラウンプラザ イスタンブール オールドシティ（外観）（イメージ）

トプカプ宮殿
アヤソフィア
ブルーモスク
グランドバザール
エジプシャンバザール
スレイマニエモスク
ヒッポドローム

ギョレメ野外博物館
ウチヒサール
らくだ岩
パシャバー
三人姉妹の岩

イスタンブール

11回の食事付

洞窟ホテル一例／外観洞窟ホテル一例／外観
（イメージ）（イメージ）

エコノミークラス ビジネスクラス（注1）
9月 10 269,800 円 629,800円
10月 1 259,800円 699,800円
10月 8 279,800円 ‒
10月 22 239,800 円 689,800円
1人部屋追加代金（相部屋不可） 88,000円

出発日・旅行代金
（大人お1人様/2・3名1室利用時）

出発日・旅行代金（大人お1人様/2・3名1室利用時）

1人部屋追加代金（相部屋不可） 32,000円

8月 21 179,800 円
9月 4 169,800 円

9月 11・25 189,800 円
10月 9・16 189,800 円

●商品コード　エコノミークラス:TI-LIT1127-R/ビジネスクラス:TI-LIT1127-R-C

日 程　 ●入場観光　◎下車・外観観光　〇車窓観光　食事/宿泊
1 羽田（22:05）発 （直行）イスタンブールへ 【機中泊】

2
午前：イスタンブール（05:15）着  g h
午後：d 世界遺産トロイ観光 ●トロイ遺跡◎木馬
●トロイ博物館 【アイワルク泊】

3
午前：d 世界遺産ペルガモン遺跡観光 f g h
●アクロポリス
午後：d 世界遺産エフェソス遺跡観光 ●エフェス遺跡

温泉スパホテルに宿泊   【パムッカレ泊】

4
午前：世界遺産パムッカレ観光 f g h 
●石灰棚●ヒエラポリス遺跡
d 昼食は、コンヤ名物のピデ（トルコのピザ） 【コンヤ泊】

5

午前：コンヤ観光 f g h 
●メヴラーナ博物館◎インジェ・ミナーレ神学校
パノラマレストランにて選べる昼食
午後：d 世界遺産カッパドキア観光
◎ウチヒサール◎キノコ岩◎らくだ岩◎三姉妹の岩

 【カッパドキア泊】

6

早朝：n 気球から見るカッパドキア（別途代金）f g h 
終日：世界遺産カッパドキア観光 ●カイマクル地下都市
●パシャバー●ギョレメ野外博物館●暗闇教会

 【カッパドキア泊】

7

午前：a イスタンブールへ f h
午後： 

夕食は地下宮殿風レストランにて
ザ・リッツカールトンに宿泊  【イスタンブール泊】

8
午前：世界遺産イスタンブール旧市街地観光 f
●ブルーモスク●トプカプ宮殿（ハレムを含む）
●アヤソフィア◎グランドバザール◎ヒッポドローム
午後：自由行動　夜：d 空港へ 【機中泊】

9 イスタンブール（02:20）発 a（直行）　羽田（19:20）着

洞
窟
ホ
テ
ル
に
ゆ
と
り
の
2
連
泊

空港到着後、PCR検査を受けていただきます（検査費用込み）
今後、帰国前PCR検査が不要となった場合は、検査費用として
6,000円をご返金いたします。

選べる
過ごし方

1  プロジェクションマッピングへご案内
2  洞窟ホテルでゆったり滞在

選べる
過ごし方

1  ベリーダンス＆民族舞踊ディナーショー
2  洞窟ホテルでの夕食後、ゆったり滞在

●商品コード TI-LIT2023-K

日 程　 ●入場観光　◎下車・外観観光　〇車窓観光　食事/宿泊

1 羽田（22:05）発 （乗継）空路、カイセリまたはネブシュヒルへ 【機中泊】

2

カイセリまたはネブシュヒル（07:50）着 g h
着後、 dカッパドキアへ　
午後：d 世界遺産カッパドキア観光
巨大な地下建造物●カイマクル地下都市、●パシャバー、
◎ウチヒサール 途中、トルコの伝統工芸品「陶器工房」へも
ご案内いたします。 【カッパドキア泊】

3

早朝：n気球から見るカッパドキア（別途代金） f g h
午前：d 世界遺産カッパドキア観光
●ギョレメ野外博物館、◎らくだ岩、◎三人姉妹の岩
昼食はパノラマレストランにて名物・窯焼きケバブ
dアンカラへ　途中、トルコのウユニ塩湖と呼ばれる
◎トゥズ湖に立ち寄ります。 【アンカラ泊】

4

dイスタンブールへ　 f g h 
着後、ドネルケバブの昼食をどうぞ
昼食後、PCR検査へご案内いたします。（注2）
午後：世界遺産イスタンブール観光（注1）
●ブルーモスク、◎ヒッポロドーム 【イスタンブール泊】

5

終日：世界遺産イスタンブール観光（注1） f g h 
●アヤソフィア、●トプカプ宮殿（ハレム除く）、●スレイマニ
エモスク、●グランドバザール、◎エジプシャンバザール
途中、ボスポラス海峡クルーズ（約1時間30分）
アジアとヨーロッパにまたがる海峡をクルーズにてご案内
いたします！　昼食は、名物のサバサンドをご用意！
夕食後、d空港へ 【機中泊】

6 イスタンブール（20：20）発 a（直行）空路、帰国の途へ羽田（19:20）着　着後、解散

最新情報はコチラ23.98.98
万円万円～～27.98.98万円万円

（旅行代金/エコノミークラス利用時/大人お1人様/2・3名1室利用）（旅行代金/エコノミークラス利用時/大人お1人様/2・3名1室利用）
国内空港施設利用料等、宿泊税および海外空港諸税、燃油サーチャージが別途国内空港施設利用料等、宿泊税および海外空港諸税、燃油サーチャージが別途
必要（燃油サーチャージ（目安）101,000円：8月1日現在）今後変更となる場合必要（燃油サーチャージ（目安）101,000円：8月1日現在）今後変更となる場合
があります。があります。

羽田発着・往復直行便&土曜出発羽田発着・往復直行便&土曜出発

9
日間日間トルコトルコ感動感動

絶景絶景

（羽田～イスタンブール間）
ラグジュアリークラスホテルラグジュアリークラスホテル（当社基準）（当社基準）

ザ・リッツ・カールトンザ・リッツ・カールトン
「海側のお部屋」「海側のお部屋」にに宿泊宿泊（7日目）（7日目）

最新情報はコチラ1616.98.98
万円万円～～1818.98.98万円万円

（旅行代金/エコノミークラス利用時/大人お1人様/2・3名1室利用）（旅行代金/エコノミークラス利用時/大人お1人様/2・3名1室利用）
国内空港施設利用料等、宿泊税および海外空港諸税、燃油サーチャージが別途必要（燃油サー国内空港施設利用料等、宿泊税および海外空港諸税、燃油サーチャージが別途必要（燃油サー
チャージ（目安）101,000円：8月1日現在）今後変更となる場合があります。チャージ（目安）101,000円：8月1日現在）今後変更となる場合があります。

ボスポラス海峡クルーズ付 ボスポラス海峡クルーズ付  イスタンブール＆  イスタンブール＆  カッパドキアへ カッパドキアへ

66
日間日間気軽に気軽にトルコトルコ



●お申し込み・お問い合わせは… ツアー共通事項 　●お席、ホテルの部屋数には限りがあります。●ご予約はお1人
様(1グループ)につき1店舗のみとさせていただきます。 ●お客様が同一日程のツ
アー・航空券・ホテル、または期間が一部重複してお申込みされた場合、航空会社また
はホテルのシステムで重複予約が判明した段階で予告なくキャンセルされる場合が
あります。その場合当社では 一切の責任を負いかねます。●日程中のマークの見方
:z利用航空会社 x利用ホテル c食事回数(機内食除く) v添乗員の有無 b最少催行
人数※相部屋不可  a航空機移動  d バス移動  列車移動　s 船移動  ●利用ホ
テルのグレードは当社基準によります。●スケジュールは2022年8月1日現在。天候・
交通・その他事情により変更となる場合があります。

●この広告でお申し込みは受け付けておりません。
●詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししております。
　事前にご確認の上お申し込みください。

旅行企画・実施： 〒105-6905　東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー5階　観光庁長官登録旅行業第 724号 東証プライム上場

〈条件〉 z：カタール航空　x：ラムセス ヒルトン ホテル（カイロ）　c：朝2昼3夕2（機内食除く）　v：同行　b：15名　（注1）展示品の一部は新しくオープン予定の大エジプト博物館へ移送される可能性があります。日程は未
定、移送後は状況に応じて考古学博物館または大エジプト博物館へご案内しますが、ご覧いただけない可能性もあります。（注2）現地事情により閉鎖された場合は他のピラミッドへご案内します。（注3）現地でお選びくださ
い。〈ご案内〉10月出発まで当ツアーは新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種された方を対象としたプランです。【PCR検査について】10月出発まで：検査費用は含まれております。不要となった場合は検査費用と
して10,000円返金します。（注4）11月出発以降：検査費用は含まれておりません。別途お１人様約10,000～15,000円。その他詳細に関してはWEBにてご確認ください。

ギザピラミッドとスフィンクスギザピラミッドとスフィンクス
（イメージ）

（イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ） （イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）
（イメージ）（イメージ）

ツタンカーメン王の黄金の秘宝
が収められた考古学博物館（注1）

20年ぶりに公開となった
ウナス王のピラミッド入場

異なる3つのピラミッドを見学！
①階段ピラミッド、②屈折ピラミッド、

③赤のピラミッド サッカラ・ダハシュール
クフ王ピラミッドに入場！ギザの
ピラミッド＆スフィンクス観光

西洋様式とイスラム建築が
融合したマニアル宮殿

HISこだわりHISこだわりののツアーポイントツアーポイント ピラミッドが見える
レストランでの昼食や、

タジン、
選べる食事
メニュー
など充実の
 全食事付  ！ チキン＆コフタ（イメージ）チキン＆コフタ（イメージ）

デラックスクラスホテル
 ラムセス・ヒルトンホテル
ナイル川が
見える部屋に2連泊

（当社基準） （当社基準） 

世界一世界一のの高層ビル高層ビル&&
世界最大世界最大のの額縁額縁
22つのつの展望台展望台へへ

〈条件〉 z：エティハド航空　x：1日目/シェラトン アブダビ ホテル&リゾート（アブダビ）、2・3日目/ヒルトンガーデンインドバイ モールオブジエミレーツまたはハイアットプレイス ドバイワスルロード（ドバイ）　c：朝3昼2夕2（機内食除
く）　v：同行　b：15名　（※）予約時にお選びください。〈ご案内〉アブダビの観光施設にて「QRコード付きのワクチン証明書(3回・英語)」、ご出発前48時間以内に受けた「QRコード付きのPCR検査陰性証明書(英語」が現在必要で
す。 日本で事前に書面にて準備をしていただくようお願いいたします。現地事情により非常に流動的です。感染状況により変更となる場合がありますので、ご出発の1ヶ月前～2週間前にご案内します。また日本入国時にPCR検査
及び陰性証明書が必要になる際は、3日目昼食の前後どちらかでPCR検査へご案内する予定です。 所要時間約1時間、費用目安 別途お1人様10,000円～15,000円（含まれるもの：PCR検査料、日本語アシスタント、送迎車等）

シェイクザイードモスクシェイクザイードモスク
（イメージ）（イメージ）

ドバイフレーム（イメージ）

アラブ首長国が誇る【7つの世界一】にご案内アラブ首長国が誇る【7つの世界一】にご案内 ドバイで選べる観光プランご用意！

砂漠サファリ（イメージ）砂漠サファリ（イメージ）

ダウ船
ディナー クルーズ

砂漠サファリ（イメージ）砂漠サファリ（イメージ）

砂漠サファリ＆ 
バーベキューディナー または

バージュ・カリファバージュ・カリファ
（イメージ）（イメージ）

ドバイフレーム（イメージ）ドバイフレーム（イメージ）

❶世界一の高層ビル  バージュ・カリファ の
124階にある展望台に入場！
❷店舗数1200を超える  ドバイモール 
❸世界最長の無人運転鉄道  ドバイメトロ
❹世界最大の人工島  パームアイランド   
❺世界最大のシャンデリアと手織り絨毯の
　ある  シェイクザイードモスク  入場観光
❻世界一大きな指輪 
 ゴールドリング 
❼ 世界最大の黄金の額縁  
 ドバイフレーム 、
上部の展望台入場！ メトロから徒歩圏内の

ホテルに2連泊します。

ドバイではヒルトンまたは
ハイアット系
4つ星ホテルに
ゆったり2連泊

ホテルロビー（イメージ）ホテルロビー（イメージ）

出発日・旅行代金（大人お1人様/2・3名1室利用時）
9月  21  10月 5    11月 2・4 209,800 円
9月  28 10月  26 11月 9 199,800 円
12月 28 349,800 円
1人部屋追加代金
（相部屋不可）

下記出発日以外 20,000円
12/21～1/4出発 30,000円

1人部屋追加代金（相部屋不可）39,000 円 （※11/25～12/31 49,000円）

出発日・旅行代金（大人お1人様/2・3名1室利用時）
10月 7・21 11月 25 12月 2・9 2月 24 3月 １7 249,800 円
10月 14 11月 4  1月 6・１３ 2月 3・１０ 3月 3・１０ 239,800 円
12月 23 279,800 円

日 程　 ●入場観光　◎下車・外観観光　〇車窓観光　食事/宿泊
1 成田（22:30）発 （ドーハ乗継） 空路、カイロへ 【機中泊】

2

カイロ（11:00）着 g h
※カイロ空港到着時にビザ（査証）の取得が必要。
エジプトビザ代として25アメリカドルが必要となります。
着後、シシタウーク（鶏肉の串焼き）の昼食
●考古学博物館観光（注1）　観光後、PCR検査へご案内（注4）
 ラムセス ヒルトン ホテル「ナイル川が見える部屋」に2連泊

【カイロ泊】

3

午前：世界遺産サッカラ＆ダハシュール観光 f g h
◎階段ピラミッド、●マスタバ墳、◎屈折ピラミッド、◎赤のピラミ
ッド、●ウナス王のピラミッド
昼食はピラミッドが見えるレストランにてチキン＆コフタ
午後：世界遺産ギザのピラミッド＆スフィンクス観光
●クフ王のピラミッド入場(注2)、◎スフィンクス、◎ピラミッドパ
ノラマポイントへ。途中、香水瓶店へもご案内します。
夕食は選べる食事メニュー：ケバブまたは魚料理（注3）
 ラムセス ヒルトン ホテル「ナイル川が見える部屋」に2連泊   

【カイロ泊】

4

午前：d  カイロ市内観光 f g 
●マニアル宮殿、●モハメッド・アリ・モスク
昼食はエジプトの国民食コシャリ
地元スーパーマーケットへ立ち寄り後、空港へ
カイロ（19:30）発 （ドーハ乗継）空路、帰国の途へ
 【機中泊】

5 成田（18:35）着　着後、解散

●商品コード TI-LCE2022-K/11月出発以降:TI-LCE2022

●商品コード TI-LDD2023
日 程　 ●入場観光　◎下車・外観観光　〇車窓観光　食事/宿泊
1 成田（17:10 ～17:45）発  a（直行） 空路、アブダビへアブダビ（翌00:30 ～00:40）着　着後、ホテルへ 【アブダビ泊】

2

午前：  d  アブダビ首長国観光 13

●シェイクザイードモスク、◎エミレーツパレス
d ●ルーヴル美術館・アブダビ観光
午後：  d ドバイ首長国観光、◎バージ・アル・アラブの写真ポイント、
◎パームアイランド、●ドバイメトロ乗車体験、
2022年2月OPENの新名所◎未来博物館へ
n :ドバイファウンテン・レイク・ライド（別途代金）
 【ドバイ泊】

3

午前：  d  アジマン首長国観光 13

●アジマン博物館、◎噴水タワー
dシャルジャ首長国観光 ◎キングファイサルモスク、
◎セントラルマーケット、◎シャルジャフォートへ
午後～夕刻：選べる観光プラン (※)
1 砂漠サファリ＆バーベキューディナー 2 ダウ船ディナークルーズ
 【ドバイ泊】

4

午前：  d  ドバイ首長国観光 1

●ドバイフレーム、●バージュ・カリファ展望台＆写真スポット、
◎ジュメイラモスク、●ドバイモール、◎ドバイ水族館、◎ゴールドス
ーク（世界一大きな指輪ゴールドリングも見学）、◎スパイススークへ
市民の足「アブラ水上タクシー」乗船体験付！
午後：自由行動　再集合後空港へ
ドバイ（21:50 ～22:15）発 （直行） 空路、帰国の途へ
 【機中泊】

5 成田（12:45 ～12:55）着　着後、解散

最新情報はコチラ19.98.98
万円万円～～34.98.98万円万円

（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） （旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） 
※燃油サーチャージなし（2022年8月1日現在）。なお、今後変更される場合があります。※国内空※燃油サーチャージなし（2022年8月1日現在）。なお、今後変更される場合があります。※国内空
港施設使用料など・海外空港諸税・航空会社のシステム利用料および宿泊税が別途必要となります。港施設使用料など・海外空港諸税・航空会社のシステム利用料および宿泊税が別途必要となります。

ラムセス ヒルトン 「ナイル川の見えるお部屋」に2連泊！

5気軽に気軽にエジプトエジプト
77つのつの
ピラミッドピラミッドへへ
ご案内！ご案内！

最新情報はコチラ

（旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） （旅行代金/大人お１人様/2・３名1室利用） 
※燃油サーチャージ（目安）：13,140円（2022年8月1日現在）。なお、今後変更される場合があります。※国※燃油サーチャージ（目安）：13,140円（2022年8月1日現在）。なお、今後変更される場合があります。※国
内空港施設使用料など・海外空港諸税・航空会社のシステム利用料および宿泊税が別途必要となります。内空港施設使用料など・海外空港諸税・航空会社のシステム利用料および宿泊税が別途必要となります。

往復直行便利用&ルーヴル・アブダビ美術館入場！往復直行便利用&ルーヴル・アブダビ美術館入場！

5
日間ドバイ・アブダビドバイ・アブダビ

2323.98.98万円万円～～2727.98.98万円万円


