15 名様以上のご参加で

添乗員同行

Egypt

エジプトハイライト
ルクソールとギザ 5 日間

期間：12月26日（木）〜12月30日（月）
ルクソール
エジプト史上初の女性ファラオ、
ハトシェプスト女王は、王の権
威を守るため、
付け髭や男装をしたと言われています。
王家の谷
の切り立った断崖の谷間に建つ巨大なハトシェプスト女王葬祭
殿は、
壁面を飾るレリーフや壁画、
彫像などが見事です。

ツアーのポイント！

エジプトハイライトツアーです。
カイロを巡る、
ルクソールとギザ、
●僅か5 日間で、
ハトシェプスト女王葬祭殿にご案内。
カルナック神殿やルクソール神殿、
●ルクソールで、
王家の谷では、
あのツタンカーメン王と、
最も美しいラムセス6 世のお墓に入場します。
サッカラの階段ピラミッドを観光。
●ギザの3 大ピラミッドとダハシュールの屈折ピラミッド、
●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と対面します。
5 つ星ホテル。
4 泊とも、
●お泊まりは、
鳩やモロヘイヤスープなどのお食事も楽しみです。
都市
ドイツ各地発
１ カイロ空港着
26日 ギザ着

時間

(木）

王的 に 完 全 な 姿 で
家の谷では、奇 跡

2

ギザ

08:00

ギザ発
カイロ着

12:00
13:00
14:00

27日

(金）

ギザ着

発見された唯一の王墓、
ツタンカーメン王のお墓
（ 写 真 左 ）と、ヌト神と、
太陽神ラーの姿が鮮明
に描かれ、最も美しいお
墓とされるラムセス6 世
のお墓に、追加料金無し
で、
ご入場いただきます。

ギザ発
ダハシュール着
メンフィス着
サッカラ着

28日
(土)

ルクソール東岸発
ルクソール西岸着

４
29日
(日)

5

漠の高台にあるパノラマポイントから、
ギザの三大ピラミッドの

大喜びのラクダ乗りをご体験いただけます。
（別途、
お一人5 ユーロ）

Cairo

エン王墓から発見された秘宝等、世界史

ジプト考古学博物館で、
ツタンカーメ

に輝く展示物の数々を鑑賞します。
※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。

サッカラ発

カイロ空港発
ルクソール空港着
ルクソール東岸着

▲エジプト最大の古代神殿、
カルナック神殿。
レリーフで飾られた高さ23m もの巨柱が134
本も並ぶ大列柱室（写真上）
やハトシェプスト女
王の巨大なオベリスク（写真右）
は圧巻です。

砂眺望を楽しみます。この砂漠では、オプションで、大人も子供も

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

OPTION ナイル川・ディナークルーズ（大人70€、子供40€）

３

ギザ ＆ カイロ

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。
（Mercure Le Sphinx 泊 昼：Ｘ 夕：コシャリ弁当）
ホテルにて朝食後、
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。
ラクダ乗り（約5 ユーロ）
を体験し、
スフィンクスをご覧頂きます。
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、専用車にて、
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。
ツタンカーメンの黄金のマスクなど、人類の秘宝の数々を鑑賞。
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、
ギザのホテルに帰着。

ルクソール西岸発
ルクソール東岸着
ルクソール東岸発
ルクソール空港発
カイロ空港着
カイロ郊外着

カイロ郊外発
カイロ空港発
30日
(月) ドイツ各地着

ご
旅
行
代
金

（Mercure Le Sphinx 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：OP）
ダハシュール、
メンフィス、
サッカラ観光へ。
09:00 ホテルにて朝食後、
ダハシュールの屈折ピラミ
10:00 今年7 月に入場が解禁されたばかりの、
ッドに入場。他に、
赤ピラミッド（外観のみ）
を観光します。
ラムセスⅡ世の巨像を観光します。
11:20 メンフィスでは、
エジプト名物の鳩と、
ラムのグリルをご賞味下さい。
12:30 昼食には、
注：鳩に抵抗がある方には代替メニューを用意します。
13:45 サッカラでは、世界最古のピラミッド、階段ピラミッドと、壁一面に彫
られた美しいレリーフが見事な貴族の墓を見学します。
15:30 観光終了後、専用バスにて空港へ。
途中、
エジプト土産の決定版、
パピルスと香油瓶の専門店、並びに、
エジプト土産なら何でも揃う、
ハンハリーリ市場でショッピング。
中王国時代の首都、
ルクソールへ。
18:45 エジプト航空359 便にて、
ルクソール市内へ移動。
19:45 空港到着後、専用バスにて、
ホテルのレストランにてご夕食。
21:00 ホテルにチェックイン。
（Sonesta St.George 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
ルクソール西岸へ移動。
07:45 ホテルにて朝食後、専用ボートにて、
ツタンカーメンやラムセス6 世等のお墓に入場します。
08:45 王家の谷で、
他に、壮大なハトシェプスト女王葬祭殿とメムノンの巨像を観光。
13:00 昼食後、専用ボート、
または専用バスにて、
ルクソール東岸へ移動。
13:30 ラムセスⅡ世の巨像やオベリスク等見応え満点のカルナック神殿、
並びに、
古代遺跡とモスクが混在するルクソール神殿を観光します。
16:30 観光終了後、専用バスにて空港へ。
18:20 エジプト航空360 便にてカイロへ。
19:30 カイロ空港到着後、専用バスにて、空港近くのホテルへ移動。
20:30 ホテルにチェックイン。
ホテルのレストランで各自、
ご夕食。
（Radisson Blu Airport 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
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）
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）
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）
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合／食事付き）
幼児（0 〜 1 歳／ベビーベッドをリクエスト致します）
一人部屋追加料金

€1000.00
€750.00
€180.00
€900.00
€60.00
+€400.00

◆最少催行人数：大人のご参加が10 名様以上
◆上記料金には、
国際線・国内線共に、
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。
◆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。
◆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。

