15 名様以上のご参加で

添乗員同行

Egypt

アブシンベル神殿と
ルクソール＆ギザ 6 日間

期間：12月23日（月）〜12月28日（土）
アブシンベル

ツアーのポイント！

●エジプトの主な見所を網羅した、
エジプト旅行の決定版です。
●一度は訪れてみたいユネスコの世界遺産、
アブシンベル神殿を訪れます。
●ルクソールでは、
カルナック神殿とルクソール神殿、
王家の谷などにご案内します。
●厳しい人数制限がある、
クフ王のピラミッドに入場して観光します。
●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。
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ーダン国境近くのエジプト最南端に位置する古代遺跡、
アブシン
ベル神殿。
アスワンハイダムの建築により水没する運命にあった
この神殿を、
ユネスコが現在の位置に移転しました。高さ20m という
4 体のラムセスⅡ世の巨像や繊細なレリーフなど見応え満点です。
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▲アスワン・ハイダムや未完のオベ ▲ワニの神、
セベク神（写真上）
リスク等で知られる、
アスワンでは、 と、
ハヤブサ神ホルスを祀ったコ
ファルーカと呼ばれる帆掛け船（写 ムオンボ神殿。2 人の神様を祀
真上）で、ナイル川のセーリングを っているため、列柱室が2 重にな
お楽しみいただきます。
った珍しい構造をしています。
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家の谷で公 開

多のファラオのお墓
の中でも、
ひときわ美
しいラムセス6 世 の
王 墓。天 空の女 神ヌ
トが、西 に沈 む太 陽
神ラーを飲み 込み、
翌 朝、再びラーを生
み出す様子を描いた
天井画は圧巻です。

ギザ

今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
から約4500 年前、ピラミッド時代の最盛期に建造されたギ

界の七不思議の第一番目に数えられてきました。
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28日
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カイロ空港発
ドイツ各地着

時間

日程（宿泊ホテル・食事条件）
各自、
お好みのフライトにて、
エジプトの首都カイロへ。
（時差+1 時間）
カイロ空港より専用車にてホテルへ。
（英語アシスタントが同行）
ホテルに到着。
ホテルにて各自、
ご夕食。
（Radisson Blu Airport 泊 昼：Ｘ 夕：Ｘ）
07:30 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。
08:30 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。
12;30 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。
13:30 昼食後、専用バスにて、
カイロ市内へ移動します。
14:30 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。
17:45 エジプト土産ならば何でも揃う、
ハンハリーリ市場を訪れます。
19:00 観光終了後、
レストランにて、
エジプト料理のご夕食。
22:45 エジプト航空359 便にて、新王国時代の首都、
ルクソールへ。
23:45 ルクソール空港到着後、専用バスにて、
ルクソール市内へ移動。
01:00 ナイル川沿いの5 つ星リゾートホテルに到着。
（Sonesta St.George 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：レストラン）
08:30 ホテルにて朝食後、専用ボート（またはバス）
で、
ルクソール西岸へ。
09:30 王家の谷では、
あのツタンカーメンの王墓と、最も美しい天井画が残
るラムセス6 世を含む、歴代ファラオのお墓に入場（4 カ所）
します。
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 昼食には、
エジプト名物の鳩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。
14:30 昼食後、
エジプト最大の遺跡、
カルナック神殿で、大列柱室やラムセス
Ⅱ世の巨像、大オベリスク、
スフィンクスの参道などを観光します。
16:30 観光後、
ホテルに戻ります。各自、
ホテルのレストランでご夕食。
19:45 ライトアップされたルクソール神殿を観光します。
（Sonesta St.George 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
08:00 ホテルにて朝食後、専用バスにて一路、
アスワンへ移動。
バスの窓外には、悠久のナイル川や、
田舎の生活風景が広がります。
11:45 途中、
ワニとハヤブサの神に捧げられたコムオンボ神殿を観光します。
13:30 アスワン到着後、
レストランにてご昼食。
未完のオベリスクを見学。
その後、帆掛け船でナイル川を遊覧します。
17:00 アスワンのリゾートホテルに到着。
ホテルのレストランでご夕食。
（Basma Hotel 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
06:00 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
アブシンベル神殿へ。
バスの窓外には、広大なナセル湖などの景色が広がります。
10:00 ナセル湖に面して建つ、壮大なアブシンベル神殿を見学します。
14:00 レストランにて昼食後、専用バスにてアスワン空港に移動します。
18:00 アスワン空港到着。空港内で、
エジプト名物コシャリのお弁当。
19:15 エジプト航空472 便にて、
カイロへ戻ります。
20:40 カイロ空港到着｡ 専用バスにて空港近くのホテルへ移動。
21:45 空港近くのホテルに到着。
（Radisson Blu Airport 泊 朝: ホテル 昼: レストラン 夕: お弁当）
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）
€1300.00
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）
€1000.00
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）
€240.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合／食事付き）
€1200.00
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
+€480.00
◆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。
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