20 名様以上のご参加で

添乗員同行

TURKEY

天下の奇観 カッパドキアと
イスタンブール 4 日間

期間：5月21日（木・祝日）〜5月24日（日）

Cappadocia

ツアーのポイント！

●トルコ観光の2 大ハイライト、
カッパドキアとイスタンブールに焦点を絞り、
効率よく
観光します。
長距離のバス移動が無いので、
お子様連れも安心してご参加頂けます。
●カッパドキアでは、一度は泊まってみたい、
洞窟ホテルにご宿泊頂きます。
●名物の壺焼きケバブやシーフード等、
夕食3 回と、昼食2 回が含まれています。
●カッパドキアの岩山を眼下に眺める、気球ツアーのオプションを用意致しました。
都市
デュッセルドルフ発
イスタンブール発
１ カイセリ着・発
21日 オルタヒサル着
（木）
（カッパドキア）

時間
日程（宿泊予定ホテル・食事条件）
10:45 トルコ航空1524 便にてイスタンブールへ。
（15:05 着/ 時差+1h）
17:40 トルコ航空2020 便に乗り換えて、
カイセリへ。
19:15 カイセリ空港到着。専用バスにてカッパドキアのホテルへ｡
21:00 カッパドキア名物の洞窟ホテルにご到着。
夜 その後、雰囲気満点のホテル内のレストランにてご夕食。
（Hotel Exedra Cappadocia 泊 昼：機内 夕：ホテル）
カッパドキア滞在
OPTION カッパドキアの気球ツアー
カッパドキアの気球ツアー（大人250€、
（大人250€、子供240€）

早朝 1 時間程の気球フライトで、奇岩や洞窟住居を空から眺めます。
注：気球は、5 歳以下のお子様はお乗り頂けません。
09:00 ホテルにて朝食後、専用バスにてカッパドキア一日観光へ。
ギョレメのキリスト教岩窟聖堂やカイマクルの地下都市等を観光。
２
ルコ旅行のハイライト、
カッパドキア観光。
オプションでカッパドキ
カッパドキア名物の壺焼きケバブのご昼食。
12:00 レストランにて、
22日
アの岩山を間近に眺める気球（写真上）
にお乗りいただけます。
13:00 洞窟住居や教会、鳩の巣が無数に掘られたウチヒサールの要塞、
（金）
った 城 塞という
キノコや駱駝のようなパシャバー地区の奇岩群等を観光します。
意味の村、
ウチヒ
他に、絨毯専門店とトルコ石の専門店にご案内します。
サール。巨大な岩山に
ホテルのレストランにてご夕食。
18:00 ホテルに帰着。
は、洞 窟 住 居や教 会、
（Hotel Exedra 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
鳩の巣穴が無数に掘
オルタヒサル発 09:00 ホテルにて朝食後、専用バスにてカイセリ空港へ移動します。
られています。鳩の糞
カイセリ発
11:30 トルコ航空2027 便にて、
イスタンブールへ。
は、葡萄畑の肥料とし
イスタンブール着 13:05 空港到着後、専用バスにてイスタンブール市内へ移動します。
て貴重な物です。
15:00 金角湾にかかるガラタ橋と、
エジプシャンバザールを散策します。
3
その後、
ボスポラス海峡を、
専用ボートでクルーズします。
23日
ドルマバフチェ宮殿やルメリヒサールの景観をお楽しみ下さい。
（土）
19:00 観光終了後、レストランにて、シーフード料理のご夕食。
20:30 夕食後、ホテルにチェックイン。
（Eresin Topkapi 泊 朝：ホテル 昼：X 夕：レストラン）
08:30 朝食後、
専用バスにて、
世界遺産のイスタンブール市内観光へ。
この町のシンボル、
ブルーモスクやトプカプ宮殿、
アヤソフィア寺
院、
ローマ時代の競馬場跡等を観光します。
4
ッパドキアの標高約1200m の高原には、ラクダやキノコ似た
12:30 トプカプ宮殿内のレストランにて、
ドネルケバブ等のご昼食。
24日
様々な形をした、世にも奇妙な岩が林立しています。
14:00 その後、陶器専門店とグラン・バザールでお買い物を楽しみます。
（日）
15:30 観光終了後、専用バスにてイスタンブール空港へ。
stanbul
イスタンブール発 20:45 トルコ航空1529 便にて帰国の途へ。
美 な6 本のミナレ
デュッセルドルフ着 22:15 デュッセルドルフ到着。 ( 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：機内）
ットと巨 大なドー
大人（12 歳以上）
€590.00
ムが印象的なトルコ最大
ご
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室／ベッドと食事付き）
€460.00
の回教寺院、
ブルーモス
旅
子供（2 〜 5 歳・大人 2 人と添い寝の場合／ 1 室に付き、1 名のみ適用可能） €380.00
ク( スルタンアフメト･ モ
行
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合／ベッドと食事付き）
€560.00
スク）。堂内の壁や柱を
代
幼児（0 〜 1 歳・ベビーベッドをリクエストします。
）
€10.00
飾る数万枚もの青いタイ
金
一人部屋追加料金
+€260.00
ルと、
ステンドグラスの美
◆上記料金には、航空券代は含まれておりません。航空券は、
当社で予約も承りますが、
ご自身で
しさに魅了されます。
手配されても結構です。航空券についての詳細は、弊社までお問合せ下さい。
プカプ宮殿（写真
◆最少催行人数：2 歳以上のご参加者が10 名様以上
右）
は、
ビザンツ帝国
◆仮予約期限：4 月3 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。
（ 東 ロ ーマ 帝 国 ）を 滅
◆現地到着後は、全行程、
ベテラン日本語ガイドが同行してご案内致します。
また、20 名様以上に
ぼしたメフメト2 世によ
ご参加いただいた場合には、添乗員も同行します。
り15 世紀に完成され、
◆一室には、大人2 名と子供2 名（2 人目の子供が5 歳まで）の同室が可能です。
ただし一室に
400 年近くもの間、
オス
入るベッドは3 台までですので、2 人目のお子様は添い寝になります。
マン帝国の歴代スルタン
◆上記日程や、
食事のメニューは、
入場制限等の予期せぬ事情により、
変更される場合があります。
（ 王 ）が、居 城として使
◆宗教上の理由で、
お食事の際にアルコール類を提供できない場合がございます。
われました。

ト

カ

尖

I

優

ト

▲西暦532 年建立のアヤソフィア
寺院。漆喰の中から、キリストや聖
母マリア等を描いたビザンチン時代
のモザイクが多数発見されました。

▲専用ボートで、ボスポラス海峡
をクルーズし、
ドルマバフチェ宮殿
やルメリ・ヒサール、豪華な別荘
等の眺めをお楽しみ頂きます。

▲カッパドキアの奇岩群を間近に望む、洞窟ホテルに宿泊。 ▲日本人の口にも良く合うと好評の
ユニークな外装だけでなく、特産の絨毯や家具を使った内装 トルコ料理。壺焼きケバブやドネ
も見逃せません。館内には、
サウナなどのスパ施設やレストラ ルケバブ、新鮮なシーフード等の名
ン、
バーがあり、Wi-Fi も無料でご利用いただけます。
物料理をご賞味下さい。

