10 名様以上のご参加で

Egypt

添乗員同行

ツアーのポイント！

6 つのピラミッドを極める旅
ギザとカイロ ４日間
期間：12月26日（木）〜12月29日（日）
ギザ 、サッカラ、ダハシュールのピラミッド群

Giza
Giza

ダハシュール
世界最古のサッカラ階段ピラミッド、
●有名なギザの３大ピラミッドに加え、
旅です。
「6 つのピラミッドを極める」
の屈折ピラミッドと赤ピラミッドを訪れる、
●カイロのエジプト考古学博物館で、
ツタンカーメン黄金のマスク等をご覧いただきます。
●ホテルは、ピラミッドの近くに建つ、5 つ星リゾートホテルです。
●鳩のグリルやモロヘイヤスープなどの名物料理をご賞味いただきます。

都市
ドイツ各地発
１ カイロ空港着
26日 ギザ着

時間

(木）

今

から約4500 年前、ピラミッド時代の最盛期に建造されたギザ
のピラミッド群とスフィンクスは、古代ギリシャ時代から世界
の七不思議の第一番目に数えられてきました。弊社のツアーでは、世
界一の大きさのクフ王のピラミッドの内部に入場致します。
ザのピラミッドの
横で発 見された、
紀元前2500 年頃に作
られた、全長約42m の
「太陽の船」。この世界
最古の大型木造船は、
レバノンから輸 入され
た杉を使い、
１本の釘も
使わずに作られました。

ギ

紀に建造された、世 Sakkara
元 前2670 年 頃

界 最 古のピラミッド、
サッカラの階段ピラミ
ッド。
サッカラでは他に
も、
ここで発掘されたタ
イル壁画、彫刻などを
展示したイムホテプ博
物館に入場します。
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ギザ

08:00

ギザ発
カイロ着

12:00
13:00
14:00

27日

(金）

カイロ発
ギザ着

17:00
18:00
夜
OPTION ピラミッド音と光のショー（大人70€、子供40€）

（ギザ泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：オプション）
ギザ発
08:30 朝食後、
ダハシュール、
メンフィス、
サッカラ観光へ。
ダハシュール着 10:00 今年7 月に修復が終わり、入場が解禁されたばかりのダハシュールの
屈折ピラミッドに入場。他に、
赤ピラミッド（外観のみ）
を観光します。
メンフィス着
11:30 メンフィスでは、
ラムセスⅡ世の巨像を観光します。
サッカラ着
12:30 昼食には、
エジプト名物の鳩と、
ラムのグリルをご賞味下さい。
注：鳩に抵抗がある方には代替メニューを用意します。
３
13:45 サッカラでは、階段ピラミッドとイムホテプ博物館、壁一面に彫られた
28日
美しいレリーフが見事な貴族の墓を見学します。
(土)
サッカラ発
15:45 観光終了後、
カイロ市内のホテルへ戻ります。
エジプト土産の決定版、
パピルスと香油瓶の専門店に立ち寄ります。
ギザ着
17:30 ホテルに帰着。
その後、各自自由行動。
夜

建

設途中で角度が
Dahshur
変 更 さ れ た、ダ
ハシュールの屈折ピラ
ミッド（ 写 真 右 ）は、
4600 年前の化粧石が
綺 麗に残っています。
長年の修復が終わり、
初めて内部に入場でき
る事になりました。

カイロ

Cairo

日程（宿泊予定ホテル・食事条件）
各自、
お好みのフライトにて、
カイロへ。
（時差+1 時間）
専用車にて、
ピラミッド近くのホテルへ。
（英語アシスタントが同行）
ホテルに到着。夜食にエジプト名物コシャリをお召し上がり下さい。
（ギザ泊 昼：Ｘ 夕：コシャリ弁当）
朝食後、
ギザの3 大ピラミッドエリア観光へ出発。
入場制限のあるクフ王のピラミッドと、太陽の船博物館に入場します。
3 大ピラミッドを一望出来る砂漠の高台で、
ラクダ乗り（別途約5 ユ
ーロ）
を体験した後、
スフィンクスをご覧いただきます。
昼食には、名物のモロヘイヤスープとコフタ等をご賞味下さい。
昼食後、専用バスにて、
カイロ市内へ移動します。
カイロ市内中心部にあるエジプト考古学博物館に到着。
ツタンカーメン王墓で発見された、黄金のマスクや、黄金の玉座など
の秘宝の数々を鑑賞。
ラムセスⅡ世をはじめとする、歴代ファラオのミ
イラを展示したロイヤル・ミイラ室にも入場します。
観光後、専用バスにて、
ギザに戻ります。
ギザのホテルに帰着。

４ ギザ発
29日
(日)

カイロ空港発
イツ各地着

OPTION ナイル川・ディナークルーズ（大人70€、子供40€）

クルーズ船で、
ベリーダンスや回旋舞踊のショーを楽しみます。
（ギザ泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：オプション）
ホテルにて朝食後、専用車にて、空港へ。
空港到着。各自、
フライトにチェックイン。
デュッセルドルフ等に到着。
（朝：ホテル 昼：Ｘ 夕：Ｘ）

大人（12 歳以上）
€650.00
子供（5 〜 11 歳・大人 2 人と同室した場合／ベッド付き・食事付き）
€500.00
子供（２〜 4 歳・大人 2 人と同室した場合／ベッド無し・食事無し）
€100.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合／食事付き）
€600.00
幼児（0 〜 1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します）
€60.00
一人部屋追加料金
+€320.00
◆最少催行人数：大人のご参加が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。
◆現地到着後、
日本人添乗員と、
ベテラン日本語ガイドがご案内致します。
ただし、
ご参加者が大人
14 名様以下の場合は、添乗員は同行せず、
日本語ガイドのみでご案内致します。
◆一室には、大人２人と子供２人（下のお子様が4 歳まで）
の同室が可能です。
ただし、1 室に入る
エキストラベッドは1 台のみですので、下のお子様はご両親のダブルベッドで添い寝になります。
◆2 〜4 歳までの「ベッド無しの子供料金」
は、1 家族に付き、1 名のみ適用されます。
◆エジプト入国ビザ代（カイロ到着時に取得）
も料金に含まれています。
（外交旅券を除く）
◆治安情勢や交通事情、
フライトスケジュールの変更等により、
日程が変更になる場合があります。
また、遺跡や展示品の修理等により、上記記載の観光箇所がご覧頂けない場合がございます。

ご
旅
行
代
金

Mercure Le Sphinx

ハ左上）を始めとするツタンカーメン王の遺品の数々や、端正な顔

★★★★★

美味しいエジプト料理

ワード・カーターが、
王家の谷で発見した黄金のマスク（写真

の書記座像( 写真右上）等を、エジプト考古学博物館で鑑賞。他に、
ラムセス２世等、
歴代ファラオのミイラが並ぶミイラ室にも入場します。
※一部の展示品は、移転や修復の為、
ご覧頂けない場合があります。

◀鳩のローストや、モロ
ヘイヤスープ等の名 物
料理をご賞味下さい。

