20 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 4 日間

期間：4月30日（木）〜5月3日（日）
ルクソール

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4 日間で、
カルナック神殿や王家の谷、
ハトシェプスト女王葬祭殿にご案内します。
●ルクソールで、
●ギザでは、
厳しい入場制限があるクフ王のピラミッドにも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。
●鳩のグリルやモロヘイヤスープ、
コシャリなどの名物料理をご賞味いただきます。
都市
ブリュッセル発
１ カイロ空港着
ギザ着
30日
(木）

ギザ発
カイロ市内着

ル年前の古代遺跡と、古代ローマの神殿、イスラム教のモスクが渾

クソール神殿は、
ラムセスⅡ世の像や列柱室など見所満点。3400

然一体となった世にも稀な遺跡です。
ライトアップされた夜の神殿は、
日中とは違う神秘的な美しさに満ちています。
王国時代のファラオ
の墓が 並ぶ、王 家の
谷では、奇跡的に完全な姿
で発見された唯一の王墓、
ツタンカーメン王のお墓と、
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（写真左）
に追加
料金無しで入場頂きます。

2
1日

(金）

カイロ市内発
カイロ空港発
ルクソール空港着
ルクソール東岸着

新

ルクソール東岸発
ルクソール西岸着

ギザ ( ピラミッドとスフィンクス、太陽の船）

3
2日

ルクソール西岸発
ルクソール東岸着

(土)

ルクソール東岸発
ルクソール空港発
カイロ空港着
ヘリオポリス着

今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

から約4500 年前、古王国時代の最盛期に建造されたギザのピ

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、クフ王の
ピラミッドの内部に入場。3 大ピラミッドを見渡す砂漠の高台では、ラ
クダ乗り( 別途一人5 ユーロ）もお楽しみ頂けます。また、世界最古の
木造船を復元展示した太陽の船博物館( 写真右上）にも入場します。

カイロ ( 考古学博物館）

4
3日

（日)

ヘリオポリス発
カイロ空港着
カイロ空港発
ブリュッセル着

時間
日程（宿泊予定ホテル・食事条件）
15:55 エジプト航空726 便にて、
エジプトの首都カイロへ。
20:15 カイロ空港到着｡専用バスにて、
ギザのホテルへ移動します。
22:00 ギザのピラミッド近くのホテルに到着。
夜食に、
エジプトの国民食、
コシャリをお召し上がり下さい。
（Le Meridien Pyramids 等泊 昼：機内 夕：コシャリ弁当）
08:15 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 今なお多くの謎に包まれ、入場制限のあるクフ王のピラミッドと、
世界最古の木造船を復元展示した太陽の船博物館に入場します。
その後、3 大ピラミッドを一望出来る砂漠の高台で、
ラクダ乗り
（別途一人5 ユーロ）
を体験し、
スフィンクスをご覧いただきます。
11:30 観光後、専用バスにて、
ナイル川に浮かぶボートレストランへ移動。
12:00 昼食には、
モロヘイヤスープとチキンの炭火焼きをご賞味下さい。
13:00 昼食後、
エジプト考古学博物館に出発します。
13:30 ツタンカーメン黄金のマスクや黄金の玉座、
ラー・ヘテプとネフェ
ルトの座像、書記座像等など、人類の秘宝の数々を鑑賞します。
ロイヤルミイラ室にも入場し、歴代ファラオのミイラと対面します。
15:15 観光後、専用バスにてカイロ空港へ移動します。
17:30 エジプト航空066 便にて、
中王国時代の首都、
ルクソールへ。
18:35 空港到着後、専用バスにて、
ルクソール市内へ移動。
19:30 ライトアップされた夜のルクソール神殿を観光します。
20:45 ナイル川の畔に建つ5 つ星リゾートホテルにチェックイン。
21:00 ホテルのレストランにて、
ご夕食( セットメニュー）
（Sonesta St.George 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕: ホテル）
07:45 ホテルにて朝食後、専用ボートにて、
ルクソール西岸へ移動。
08:45 王家の谷で、
ツタンカーメンやラムセス6 世のお墓に入場します。
3400 年も前に描かれたとは思えない壁画などをご堪能下さい。
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炭火焼き等をご賞味下さい。
注：鳩に抵抗がある方には代替メニューを用意します。
14:15 昼食後、専用バスにて、
ルクソール東岸へ戻ります。
14:50 カルナック神殿で、
ラムセスⅡ世の巨像、
ハトシェプスト女王のオベ
リスク、
スフィンクスの参道、
スカラベの像等をご覧いただきます。
16:45 香油と香油瓶の専門店でエジプト土産のショッピング。
17:40 観光後、専用バスにてルクソール空港へ移動。
19:20 エジプト航空067 便にてカイロへ。
20:30 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。
21:45 ホテルにチェックイン。
（Radisson Blu Airport 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：Ｘ）
08:15 ホテルにて朝食後、専用バスにて、空港へ。
08:40 カイロ空港到着。
10:35 エジプト航空725 便にて、帰国の途へ。
15:15 ブリュッセル到着。
（朝：ホテル 昼：機内）
年齢区分

大人（12 歳以上）
子供（5 〜 11 歳・大人 2 人と同室した場合／ベッドと食事付き）
子供（２〜 4 歳・大人 2 人と添い寝の場合／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

航空券込み

€1480
€1180
€720
€1350
€100
+€320

航空券別

€980
€720
€260
€890
€50
+€320

◆最少催行人数：大人10 名様以上
◆仮予約期限：2 月28 日（金） ※ただし、
その後も残席があればご予約をお受けします。
◆ブリュッセルより添乗員が同行します。
また、現地到着後は、
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（下の子供が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）
◆上記日程は、改修工事、交通事情、気象条件、入場制限等の為、変更になる場合があります。
また、考古学博物館は、展示品の修理・移転等により、一部、
ご覧頂けない場合がございます。

カ

イロのエジプト考古学博物館で、
ツタンカーメン王墓から発見さ
れた、黄金のマスク（写真左上）
や黄金の玉座、書記座像（写真
右上）、
ラー・ヘテプとネフェルトの座像等を鑑賞します。

利用予定ホテル（全て 5 つ星ホテルです）

1 泊目：Le Meridien Pyramids ギザのピラミッドのすぐ近くに建つ5 つ星ホテルです。
2 泊目：Sonesta St.George ナイル川に面したリゾートホテル。
お部屋はナイルビューです。
3 泊目：Radisson Blu Airport カイロ空港の近くに位置する近代的な5 つ星ホテルです。

