12 名様以上のご参加で

添乗員同行

Morocco

3 つの世界遺産とサハラ砂漠
モロッコ横断紀行 7 日間

期間：12 月 25 日（水）〜 12 月 31 日（火）

Marrakech

マと言われる程、遺跡、自然、文化が集約された町。中でもジュマ・

ラケシュは「この町を見ればモロッコのすべてを見たことになる」

エル・フナ広場（写真上）
は、蛇使いやアクロバットなどの大道芸人、
水売りなどの物売りであふれかえり、毎日がお祭り騒ぎです。

世れる迷路のよう Fes
界一複雑といわ

なフェズのメディナ。
モスクからのコーラン
や皮のなめし工場の
金槌の音が鳴り響き、
大きな荷物を載せた
ロバが行き交う、異国
情緒満点の光景を目
の当たりにできます。

Merzouga

サ星空や、乾ききった砂が、ひたすら広がる砂漠の遥か彼方から昇

ハラ砂漠に四輪駆動車でご案内し、砂漠のホテルに1 泊。満天の

る朝日を拝み、
ラクダ乗りをお楽しみいただきます。

話すぎる青い 町、
題沸騰中の美し

Chaouen

シャウエン。リーフ山
脈の斜面に位置する
この町は、壁は勿論、
窓や鉢植えに至るま
で青くペイントされ、
お伽の国に迷い込ん
だかのようです。

ツアーのポイント！

エキサイティングな
●毎年大好評のモロッコの旅。見るもの、聞くもの、全てが神秘的で、
モロッコを徹底的に見て・体験する冒険旅行です。
迷路のようなメディナを散策し、
フェズで、
マラケシュを訪問。
●モロッコ2大古都のフェズと、
ジュマ・エル・フナ広場でアクロバットや蛇使い等の大道芸を楽しみます。
マラケシュでは、
●サハラ砂漠のホテルに宿泊し、
世界一の大砂漠に昇る壮大な朝日を眺めます。
アシラーを訪れます。
●今話題の ｢美しすぎる青い町｣シャウエンと、
「真っ白な港町」
トドラ渓谷にご案内します。
●カスバ街道では、
アイト・ベン・ハドゥーのカスバや、
モロッコの名物料理をご賞味いただきます。
●クスクスやタジンなど、
都市
時間
日程（宿泊予定ホテル・食事条件）
ドイツ各地発
各自、
お好みのフライトで、
カサブランカへ｡( 時差-1 時間）
１ カサブランカ着
カサブランカ空港到着。各自、
タクシー等で市内のホテルへ。
25日
カサブランカ市内のホテルに到着。
（水）
(Imperial Casablanca Hotel 泊 夕：Ｘ)
カサブランカ発 08:00 ホテルにて朝食後、
モロッコ最大のハッサン2 世モスクを外観から見学。
その後、専用バスにて、大西洋に面した港町、
アシラーへ。
アシラー着
12:00
真っ白い家に、
パステルカラーの壁や扉が可愛い町並みを散策します。
２
アシラー発
14:00 レストランにて昼食後、｢美しすぎる青い町｣ シャウエンへ。
26日
16:30 シャウエン到着。
真っ青な家並みのシャウエンのメディナを散策します。
(木) シャウエン着
18:30 シャウエンのホテルに到着。
ホテル内のレストランにてご夕食。
（Parador Chaouen 泊 朝: ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
シャウエン発 08:30 朝食後、専用バスにて、
中世の面影を色濃く残す王都フェズへ。
フェズ着
12:30 フェズ到着後、
レストランにて、
ビーフタジンなどのご昼食。
13:30
1200
年の歴史を誇る古都、
世界遺産の
フェズ半日観光｡
3
かつてのスルタンの居城、王宮（外観のみ）、
なめし革染めの職人街、
27日
旧市街が一望できる展望台、神学校などの見所にご案内します。
(金)
18:00 ホテルにチェックイン。
（Les Merinides Hotel 泊 朝: ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
フェズ発
08:00 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
エルフードへ向けて出発｡
ミデルト経由 12:00 途中、
ミデルトのレストランで、
ニジマス料理などのご昼食。
4 エルフード発 17:00 エルフードで、四輪駆動車に乗り換えて、メルズーガへ。
28日 メルズーガ着
18:00 サハラ砂漠のホテルに到着（シャワーのみ）。
ホテルにてご夕食。
(土)
夜 天気が良ければ、宝石のように綺麗な満天の星空をご覧頂けます。
（Auberge Yasmina 泊 朝: ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
06:00 今回の旅のハイライト、
サハラ砂漠を観光します｡
大砂丘に昇る日の出を観賞し、
ラクダ乗りをお楽しみ下さい。
メルズーガ発 09:30 ホテルにて朝食後、
四輪駆動車でエルフードへ｡
5 エルフード発 10:30 専用バスに乗り換え、アイトベンハドゥへ｡
トドラ渓谷着 13:00 トドラ渓谷のレストランで、
本場モロッコのタジンなどのご昼食。
29日
途中、見渡す限りの赤茶けた砂漠や無数のカスバ、
ナツメヤシの林等、
（日） カスバ街道
エキゾチックな景色が広がるカスバ街道 を通過します。
A.B. ハドゥ着 18:00 カスバ風のホテルにチェックイン。
ホテルにてご夕食。
（ビュッフェ）
（Riad Tamdakhte 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
08:00 朝食後、
ユネスコ世界遺産、
アイト・ベン・ハドゥのカスバを散策します。
A.B. ハドゥ発 09:00 観光終了後、専用バスにて、
マラケシュへ移動します。
途中、
アトラス山脈のティシュカ峠（標高2260 ｍ）
を通過します。
6 マラケシュ着 13:30 レストランにてご昼食。その後、マラケシュ市内観光。
30日
ムーア建築の傑作バイア宮殿や、
クトゥビアの塔などを観光します。
（月）
ジャマ・エル・フナ広場では蛇使いなどの大道芸をお楽しみ下さい。
18:30 観光終了後、
ホテルにチェックイン。各自ご夕食。
（Riad Annakhil 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
ホテルにて朝食後、各自、
マラケシュ空港へ。
7
マラケシュ発
空港到着。各自、
フライトにチェックイン。
31日
デュッセルドルフ空港等にご到着。
（朝：ホテル 昼：大人）
(火） ドイツ各地着

大人（12 歳以上）
€1120.00
子供（5 歳〜 11 歳・大人 2 人と同室した場合／エキストラベッド付き）
€480.00
Ait-Ben -Haddou
子供（2 〜 4 歳・大人 2 人と同室した場合／ご両親と添い寝）
€380.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合）
€1050.00
幼児（0 〜1 歳／ベビーベッドをリクエストします）
€60.00
一人部屋追加料金
+€240.00
◆最少催行人数：大人のご参加者が、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。
航空券代は、
日々、
高くなりますので、
できるだけお早めにお申し込み下さい。
◆初日と最終日の空港→ホテル間の送迎は含まれておりませんが、追加料金で手配可能です。
◆初日、
カサブランカ空港から、最終日、
マラケシュ空港まで、全行程、
日本語ガイドが同行致します。
また、12 歳以上の方に12 名以上ご参加いただいた場合は、現地到着後、添乗員も同行します。
のアトラス山脈を越えた向側は、岩と砂漠の世界。日干しレ ◆一室には、大人２人と子供２人（2 人目のお子様が4 歳までで添い寝）
の同室が可能です。
ンガで作られた要塞のような、世界遺産のアイト・ベン・ハドゥ。 ◆気象条件、宗教行事、道路事情などにより、上記日程が変更になる場合がございます。
アラビアのロレンス等、数々の映画の舞台になったこの村は、周囲を ◆砂漠でのご来光や星空などは、
当日の天候によって、
ご覧いただけない場合がございます。
巨大な門や塔を備えた城壁で囲まれ、異国情緒満点です。
◆お食事の際、
アルコール類を提供できない場合や、
メニューが変更になる場合がございます。
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