TURKEY

東西文明の交差点トルコ 6 日間
カッパドキアとイスタンブール
期間：12月25日（水）〜12月30日（月）

Cappadocia

ツアーのポイント！

●奇岩で知られるカッパドキアや、綿の城と呼ばれる石灰棚のパムッカレで、大自然が
創った不思議な景観を楽しみます。
イスタンブール、
コンヤでは、古 代ローマ時 代から、
ビザンチン、
イスラムへと
●エフェス、
この国ならではの独特の文化遺産にご案内します。
続く、
●広大なこの国を短期間で効率よく旅行するのはツアー利用が一番です。
●殆ど全ての食事も含まれて、
大変お得な料金設定になっています。
都市
デュッセルドルフ発
１ イスタンブール発
ネブシェヒール着
25 日
（水） カッパドキア着

時間
日程（宿泊予定ホテル・食事条件）
10:55 トルコ航空1524 便にて、
イスタンブールへ（16:10 着／時差+1h）
18:20 トルコ航空2008 便に乗り換えて、
ネブシェヒールへ。
19:50 ネブシェヒール空港到着。専用バスにてカッパドキアのホテルへ｡
21:30 カッパドキアの洞窟ホテルにチェックイン。
夕食はホテルにて。
（Best Western Premier 泊 昼：機内 夕：ホテル）
カッパドキア観光 05:00 OPTION カッパドキアの気球ツアー

ト

ルコ旅行のハイライト、
カッパ
ドキア観 光。オプションでカ
ッパドキアの岩山を間近に眺める
気球（写真上）
にお乗り頂けます。
また、
カッパドキアの高原には、
ラク
ダ（写真左）
やキノコ似た様々な形
をした奇妙な岩が林立しています。

Pammukale, Konya, Efes

２

26 日

（木）

３

27 日

（金）

カッパドキア発
スルタンハン経由
コンヤ着
アフィヨン着
アフィヨン発

４ パムッカレ着

28 日

（土）

5

▲真っ白な雪山のような石灰棚が段々畑の ▲メヴラーナ博物館は、
ように広がるパムッカレは、古代ローマ時 イスラム教の創始者マ
代から温泉保養地として賑わってきました。 ホメットの髭や儀式に
断崖から滴り落ちる温泉に含まれる石灰質 使う楽器が展示された
神秘的な空間です。
が積もって生み出した自然の芸術です。

エエフェスは、ケルス

ー ゲ 海 文 明 の 都、

Istanbul

ビ栄華を今に伝え
ザンチン帝国の

る西暦532 年建立の
アヤソフィア寺院。漆
喰の中から、キリスト
や聖母マリアなどを
描いたビザンチン時
代のモザイクが多数
発見されました。

スの図書館（写真左）
や
ハドリアヌス帝の神殿、
古代劇場、浴場などが連
なる世界最大級の古代
ローマ遺跡です。他に聖
母マリアが晩年を過ごし
た家にもご案内します。

優レットと巨 大な

美な6 本のミナ

ドームが印象的なトル
コ最大の回教寺院、
ブ
ルーモスク。堂内の壁
や柱を飾る数万枚も
の青いタイルと、ステ
ンドグラスの美しさに
魅了されます。

29 日

パムッカレ発
クシャダス着
クシャダス発
エフェス着
イズミール発
イスタンブール着

（日）

６

30 日

（月）

イスタンブール発
デュッセルドルフ着

09:00 ホテルにて朝食後、専用バスにてカッパドキア一日観光へ。
ギョレメのキリスト教岩窟聖堂や、
カイマクルの地下都市を観光。
カッパドキア名物の壺焼きケバブのご昼食。
12:00 レストランにて、
13:00 洞 窟 住 居や教 会、鳩の巣 穴が無 数に掘られたウチヒサールの
要塞、
キノコやラクダのようなパシャバーの奇岩群を観光します。
途中、名物のワイナリーや絨毯、
トルコ石の専門店にご案内します。
（Best Western Premier 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
08:00 朝食後、
かつてシルクロードとして栄えた街道をコンヤへ。
10:00 スルタンハンでは、
キャラバンサライ（隊商宿）
の跡を見学します。
12:00 イスラムの聖地コンヤに到着後、
トルコ風ピザ等のご昼食。
13:00 神秘主義のメヴラーナ博物館や、神学校などにご案内します。
18:00 アフィヨンの温泉ホテルに到着。
ホテルのレストランにてご夕食。
（Ikbal Thermal Spa 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル)
08:00 ホテルにて朝食後、一路、
パムッカレへ。
10:30 パムッカレで、真っ白な雪山のような石灰棚を見学します。
13:00 トルコ料理の昼食後、専用バスにて、
クシャダスへ移動。
17:00 エーゲ海のリゾートホテルに到着。
ホテルのレストランにてご夕食。
（Charisma 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
07:45 朝食後、世界最大級の古代ローマ時代の遺跡、
エフェスへ。
08:15 ハドリアヌス神殿や大劇場、図書館等、聖母マリアの家等を観光。
13:45 トルコ航空2321 便にて、
イスタンブールへ。
15:05 新空港到着後、専用バスにてイスタンブール旧市街へ。
16:30 迷路のような屋内バザール、
グランバザールでショッピング。
18:00 旧市街の近代的な5 つ星ホテルにチェックイン。
（Crown Plaza Old City 泊 朝：ホテル 昼：機内で軽食 夕：Ｘ）
09:00 ホテルにて朝食後、
イスタンブール市内観光へ。
オスマン帝国の歴代スルタンの居城やトプカプ宮殿、
ブルーモスク、
アヤ・ソフィア寺院、
ローマ時代の競馬場跡にご案内します。
（注）
アヤソフィアに入場できない場合、地下宮殿に入場します。
13:00 観光後、
レストランで、
宮廷風料理をご賞味頂きます。
午後 昼食後、
ガラタ橋とエジプシャンバザールなどを散策します。
20:45 トルコ航空1529 便にて帰国の途へ。
22:15 デュッセルドルフ到着。
( 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：機内）

大人（12 歳以上）
€760.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室／ベッドと食事付き）
€560.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室／大人と添い寝・食事付き）
€400.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合／ベッドと食事付き）
€700.00
幼児（0 〜 1 歳・ベビーベッドをリクエストします。
）
€20.00
一人部屋追加料金
+€350.00
◆最少催行人数：10 名様以上
◆上記料金には、
航空券代は含まれておりません。
航空券は、
当社で予約・発券も承りますが、
ご自身で
手配されても結構です。
できるだけお早めにお申し込み下さい。
◆添乗員は同行しませんが、現地到着後は、全行程、
日本語ガイドが同行してご案内致します。
◆一室に同室できるのは、大人3 名までですが、お子様の年齢によっては4 名まで同室できる
場合もございますので、お問合せ下さい。
（ただし、2 人目のお子様は添い寝になります。）
◆気象条件や交通事情、観光先の工事・修理等により、上記日程が変更になる場合がございます。

ご
旅
行
代
金

▲オスマン帝国、国王の居城、
トプカプ宮殿。

▲カッパドキアでは、
洞窟ホテルに宿泊します。

