
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

2017年春夏号 
２０１７年 

５月発行 

カラクリ湖とムスターグ・アタ峰（中国新疆ウイグル自治区） 

アブシンベル神殿・大神殿（エジプト） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インド仏教聖地巡拝の旅 

１ 
インド釈尊六大聖地巡拝と 

タージ・マハールの旅 

2017年 9月 5日(火)～9月 13日(水)9日間 

旅行代金 290,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
釈尊の六大聖地とタージ・マハールを訪ねるス

タンダードコースに、カトマンズの訪問も入っ

た盛り沢山なコースです。 

※関西空港発、成田空港着のコースとなります。 
 

 
 

9/5 関西空港✈デリー            (デリー泊) 

9/6 
デリー✈カトマンズ(ボダナート、生き女神寺

院、旧王宮広場)         (カトマンズ泊) 

9/7 
カトマンズ✈バイラワ⇒ルンビニ(ルンビニ

園)⇒クシナガラ(涅槃堂等)  (クシナガラ泊) 

9/8 
クシナガラ⇒ケサリヤ⇒バイシャリ⇒ラジギ

ール                   (ラジギール泊) 

9/9 
ラジギール（霊鷲山、ナーランダ大学等）⇒

ブダガヤ(大精堂、金剛宝座) (ブダガヤ泊) 

9/10 
ブダガヤ⇒ベナレス(サールナート参拝) 

                    (ベナレス泊) 

9/11 ベナレス(ガンジス河)✈アグラ  (アグラ泊) 

9/12 
アグラ(タージ・マハール、アグラ城)⇒ 

デリー✈                     (機中泊) 

9/13 成田空港 

 

２ 
仏教のふるさとインドへ 

お釈迦様の聖地を訪ねる旅 

2017年 9月 25日(月)～9月 29日(金)5日間 

旅行代金 192,800円(福岡発着) 

182,800円(成田・伊丹発着) 
10名催行 

 

ツアーポイント 
最短で釈尊の三大聖地を巡拝するコースです。

全日空を利用しますので、日本全国の全日空が

運航している空港からご参加頂けます。（羽田空

港～成田空港間の移動が必要になる地方もござ

います） 

３番はこのコースの延泊コースで、９月２８日

のサールナートの参拝まで同じ行程です。 
 

 
 

9/25 
福岡・伊丹空港✈成田空港✈デリー 

(デリー泊) 

9/26 
デリー✈パトナ⇒ラジギール(竹林精舎、ナ

ーランダ大学跡等)      (ラジギール泊) 

9/27 
ラジギール(霊鷲山)⇒ブダガヤ(大精堂、金

剛宝座等)⇒ベナレス      (ベナレス泊) 

9/28 
ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝)✈

デリー✈                 (機中泊) 

9/29 成田空港✈伊丹・福岡空港 

 

５ 
インド仏跡巡拝の旅 

釈尊七大聖地とタージ・マハール 

2017年 11月 7日(火)～11月 16日(木)10日間 

旅行代金 318,000 円 10名催行 
 

ツアーポイント 
仏跡とインドのハイライトであるタージ・マハ

ールを一気に訪ねたい方にお勧めです。 
 

 
 

11/7 関西空港✈デリー            (デリー泊) 

11/8 
デリー✈ベナレス(サールナート参拝) 

                    (ベナレス泊) 

11/9 
ベナレス(ガンジス河)⇒ブダガヤ(大精堂、金

剛宝座、スジャータ村等)     (ブダガヤ泊) 

11/10 
ブダガヤ⇒ラジギール(霊鷲山、牢獄跡、竹

林精舎、ナーランダ大学跡) (ラジギール泊) 

11/11 
ラジギール⇒バイシャリ参拝⇒ケサリヤ参拝

⇒クシナガラ           (クシナガラ泊) 

11/12 
クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚、最後の説法地)

⇒ルンビニ(ルンビニ園)     (ルンビニ泊) 

11/13 
ルンビニ⇒スラバスティ(祇園精舎、舎衛城) 

                  (スラバスティ泊) 

11/14 スラバスティ⇒ラクノー✈デリー  (デリー泊) 

11/15 
デリー⇒アグラ(タージ・マハール、アグラ城)

⇒デリー✈               (機中泊) 

11/16 関西空港 
 

３ 
２の仏教のふるさとインドへ 

お釈迦様の聖地を訪ねる旅 

延泊コース 

2017年 9月 25日(月)～10月 3日(火)9日間 

旅行代金 298,000円(福岡発着) 

288.000円(成田・伊丹発着) 
2名催行 

 

 
 

9/25 
福岡・伊丹空港✈成田空港✈デリー 

(デリー泊) 

9/26 
デリー✈パトナ⇒ラジギール(竹林精舎、ナ

ーランダ大学跡等)      (ラジギール泊) 

9/27 
ラジギール(霊鷲山)⇒ブダガヤ(大精堂、金

剛宝座等)⇒ベナレス      (ベナレス泊) 

9/28 
ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝)⇒

デオリア⇒クシナガラ     (クシナガラ泊) 

9/29 
クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚、最後の説法地

等)⇒ルンビニ           (ルンビニ泊) 

9/30 
ルンビニ(ルンビニ園)⇒スラバスティ(舎衛

城)               (スラバスティ泊) 

10/1 
スラバスティ(祇園精舎)⇒ラクノー⇒ツンドラ

⇒アグラ                (アグラ泊) 

10/2 
アグラ(タージ・マハール、アグラ城)⇒デリー 

✈                     (機中泊) 

10/3 成田空港✈伊丹・福岡空港 

 

４ 
「野生司香雪」出版記念 特別企画ツアー 

インド、ネパール釈尊八大聖地とゆかりの地を訪ねる究極の旅 

Ａコース 2017年 9月 26日(火)～10月 10日(火)15日間 旅行代金 398,000円 

Ｂコース 2017年 9月 26日(火)～10月 14日(土)19日間 旅行代金 485,000円 
 

Ａコース日程表 

9/26 関西空港✈デリー          (デリー泊) 

9/27 
デリー✈ラクノー⇒スラバスティ(祇園精舎、

舎衛城)            (スラバスティ泊) 

9/28 
スラバスティ⇒ピプラワ見学⇒ルンビニ(マヤ

堂、アショカ王柱等)       (ルンビニ泊) 

9/29 
ルンビニ(ティラウラコット、クダン、ラーマグラ

ーマ等)⇒クシナガラ      (クシナガラ泊) 

9/30 
クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚、最後の説法地

等)⇒ケサリヤ⇒バイシャリ  (バイシャリ泊) 

10/1 
バイシャリ(仏塔、アショカ王柱、見返りの塚

等)⇒パトナ(クムラハル)      (パトナ泊) 

10/2 
パトナ(博物館、ブッダガート)⇒ナーランダ仏

教大学跡⇒ラジギール    (ラジギール泊) 

10/3 
ラジギール(霊鷲山、七葉窟、アショカ王第一

ストゥーパ等)⇒ブダガヤ    (ブダガヤ泊) 

10/4 
ブダガヤ(大精堂、金剛宝座、苦行林、前正

覚山、象頭山等)         (ブダガヤ泊) 

10/5 
ブダガヤ⇒ベナレス(サールナート参拝) 

大菩提会にて交流会等     (ベナレス泊) 

10/6 
ベナレス(ガンジス河)⇒コーサンビー参拝⇒

アラハバード         (アラハバード泊) 

10/7 
アラハバード⇒サンカシャ(舎利塔、アショカ

王柱等)             (サンカシャ泊) 

10/8 
サンカシャ⇒アグラ(タージ・マハール、アグ

ラ城)                  (アグラ泊) 

10/9 
アグラ⇒デリー(ガンジー記念館、クトゥブミ

ナール、インド門)✈          (機中泊) 

10/10 関西空港 

 

ツアーポイント 
初転法輪の地・サールナートにあるスリランカ

寺院には、日本人の野生司香雪画伯によって描

かれたお釈迦様の生涯の仏画があります。仏画

完成 80 年の節目に野生司香雪画泊の功績と偉

業を讃えて、「野生司香雪～その生涯とインド初

転法輪寺の仏伝壁画～」が出版されました。そ

の出版に伴い野生司画伯の足跡を訪ねる企画が

このツアーです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂコース日程表（10月 8日までＡコースと同じ） 

10/9 アグラ⇒ボパール(ビムベトカ) (ボパール泊) 

10/10 ボパール(サンチー仏塔群)  (ボパール泊) 

10/11 
ボパール⇒ジャルガオン⇒アジャンタ石窟見

学⇒オーランガバード (オーランガバード泊) 

10/12 
オーランガバード(エローラ石窟、ダウラタバ

ード)✈デリー             (デリー泊) 

10/13 
デリー(国立博物館、ガンジー記念館、クトゥ

ブミナール等)✈            (機中泊) 

10/14 関西空港 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お釈迦様の聖地以外のインドの旅 

 

 

 

７ 
インド体験プログラム２０１７ 
～ダッタイ村中学校での交流会と子

供たちと触れ合う旅～ 

2017 年 8 月 23 日(水)～8 月 29 日(火)7 日間 

旅行代金 185,000 円 10 名催行 
 

ツアーポイント 
国際親善連合会(ＦＩＣＯ)の活動で、1996年に

ダッタイ村に中学校が建てられました。その後、

インドと日本の子供たちを中心とした体験交流

事業が始まりました。その建てられた中学校の

訪問や、通っている子供たちと交流する、本当

のインドに触れられる旅です。ハイデラバード

やバンガロールでは、宮殿やヒンズー教寺院の

見学等、観光も充実しています。 
 

 
 

8/23 
各地空港✈成田空港✈デリー✈ハイデラバ

ード             (ハイデラバード泊) 

8/24 
ハイデラバード(チャールミナール、ヒンズー

教寺院等)         (ハイデラバード泊) 

8/25 
ハイデラバード(学校訪問と交流)⇒ダッタイ

村                (ボンギール泊) 

8/26 
ダッタイ村訪問⇒ハイデラバード✈バンガロ

ール              (バンガロール泊) 

8/27 
バンガロール(バンガロール宮殿、ヒンズー

教寺院等)          (バンガロール泊) 

8/28 バンガロール✈デリー✈       (機中泊) 

8/29 関西空港 

 

８ 
北インド聖地巡礼 

チベット亡命政府ダラムサラと 

シク教の聖地・黄金寺院訪問 

2017 年 9 月 30 日(土)～10月 7 日(土)8 日間 

旅行代金 398,000 円 4 名催行 
 

ツアーポイント 
最少催行人員４名様～添乗員が同行、８名様限

定募集の特別企画です。チベット亡命政府のあ

るダラムサラにて年に数回行われるダライラマ

法王の法話会の日程に合わせてプランを作成し

ました。法話は英語で行われますが、日本語同

時通訳が付きますのでお話しの内容も理解し易

いです。チベット仏教のダラムサラの他、シー

ク教の聖地アムリトサル、ヒンドゥー教の聖地

ハリドワールと３つの宗教の聖地を巡ります。 
 

 
 

9/30 成田空港✈デリー          (デリー泊) 

10/1 
デリー⇒リシケシ(ヨーガ研修、ヒンズー教の

法要見学)              (リシケシ泊) 

10/2 
リシケシ(市内見学)⇒ハリドワール⇒パタン

コット               (パタンコット泊) 

10/3 
パタンコット⇒ダラムサラ(チベット難民学校、

子供村等)            (ダラムサラ泊) 

10/4 
ダラムサラ(ダライラマ法王ティーチング参

加、ナムギャル僧院等)    (ダラムサラ泊) 

10/5 
ダラムサラ⇒アムリトサル(フラッグセレモニ

ー)               (アムリトサル泊) 

10/6 
アムリトサル(黄金寺院、門前町、旧市街等) 

✈デリー✈               (機中泊) 

10/7 成田空港 

 

10 
雷龍の国 ブータン 

文化と生活に触れる旅 

2017 年 8 月 18 日(金)～8 月 23 日(水)6 日間 

旅行代金 295,000 円 10 名催行 
 

ツアーポイント 
チベット仏教世界に伝統文化と、「幸福の国」の

人々を訪ねます。ブータンの象徴でもあるタク

サン僧院を始めとする仏教寺院の他、一般民家

の訪問や、現地の人向けのブータン料理をお召

し上がり頂くなど、盛り沢山です。 

※各地空港発着可。詳細はお問合わせ下さい。 
 

 
 

8/18 鹿児島✈ソウル✈バンコク   (バンコク泊) 

8/19 
バンコク✈パロ⇒ティンプー(メモリアルチョ

ルテン、タシチョゾン等)    (ティンプー泊) 

8/20 
ティンプー(サブジーバザール)⇒パロ(パロゾ

ン、キチュラカン、国立博物館)   (パロ泊) 

8/21 パロ(タクサン僧院、バザール等)  (パロ泊) 

8/22 パロ✈バンコク✈           (機中泊) 

8/23 ソウル✈鹿児島 

 

６ 
西ヒマラヤの桃源郷キンナール渓谷

からスピティ渓谷、ラホール渓谷の

大自然とクル渓谷の隠れ里への旅 

2017 年 6 月 24 日(土)～7 月 5 日(水)12 日間 

旅行代金 398,000 円 12 名催行 
 

ツアーポイント 
緑と雪山のコントラストが美しい桃源郷のよう

なキンナール渓谷、チベット仏教再興の祖リン

チェンサンポ建立寺院の残るスピティ渓谷、ク

ンズム峠を越えて不毛の大地へ氷河や雪渓を車

窓にするラホール渓谷、不可思議なマラナ村へ

のミニハイキングなど盛り沢山のコースです。 
 

6/24 各地空港✈成田(羽田)✈デリー  (デリー泊) 

6/25 デリー⇒カルカ⇒シムラ(散策)   (シムラ泊) 

6/26 
シムラ⇒ナルカンド⇒ランプル村⇒サングラ 

(サングラ泊) 

6/27 
カルム村⇒キンナール(フブランカールゴン

パ、レコンペオ寺院)⇒カルパ   (カルパ泊) 

6/28 
カルパ(カイラス山系鑑賞)⇒ナコ(チベット寺

院、パドマサンバワの足跡)⇒タボ  (タボ泊) 

6/29 タボ(タボ僧院、ダンカルゴンパ等)  (タボ泊) 

6/30 タボ⇒カザ(キゴンパ、散策)       (カザ泊) 

7/1 カザ⇒ラホール峠⇒マナリ      (マナリ泊) 

7/2 マラナ村日帰り参観           (マナリ泊) 

7/3 
マナリ⇒ナガール村古城⇒チャンディガール 

(チャンディガール泊) 

7/4 
チャンディガール(博物館)⇒デリー✈ 

(機中泊) 

7/5 成田空港✈各地空港 

 

11 
ティンプーツェチュ鑑賞と 

トイトレインが走る 

ダージリンの旅 

2017 年 9 月 26 日(火)～10月 3 日(火)8 日間 

旅行代金 328,000 円 10 名催行 
 

ツアーポイント 
年に１度行われるブータンティンプーのお祭り

（ツェチュ）を中心に訪ねる８日間の旅です。

３日間通して行われる伝統的な行事を厳選して

ご案内致します。きらびやかな衣装に身をまと

いながら華麗に舞う姿を間近でご覧下さい。 

この時期のブータンは秋の味覚マツタケが豊富

に採れます。新鮮なマツタケをご賞味下さい。 
 

 
 

9/26 関西空港✈デリー          (デリー泊) 

9/27 デリー✈バグドグラ⇒ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ(ダージリン泊) 

9/28 
ダージリン(タイガーヒル、トイトレイン、バザ

ール散策等)           (ダージリン泊) 

9/29 
ダージリン(紅茶畑)⇒国境⇒プンツォリン(町

の散策)             (プンツォリン泊) 

9/30 
プンツォリン⇒パロ(タクサン僧院、キチュラ

カン、民家等)              (パロ泊) 

10/1 日帰りでティンプーツェチュ祭り見学(パロ泊) 

10/2 パロ✈デリー(市内見学)✈      (機中泊) 

10/3 関西空港 

 

９ 
インドが誇る極上の宮殿ホテル 

に泊まる贅沢なひととき 

2017 年 9 月 9 日(土)～9 月 15 日(金)7 日間 

旅行代金 498,000 円 ４名催行（添乗員付き） 
 

ツアーポイント 
インドの宮殿ホテルとはマハラジャの宮殿だっ

た建物を改築した、部屋も食事も最高に贅沢な

ホテルです!!今回はインドの宮殿ホテルの中で

も、最高級のウダイプルとジョードプルの宮殿

ホテルに宿泊します。ホテルの敷地に入ったら

そこはもうマハラジャの世界、インドの本物の

「おもてなし」で身も心も癒されるはずです。 
 

 
 

9/9 成田空港✈デリー     (ﾃﾞﾘｰ：ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞ泊) 

9/10 
デリー⇒アグラ(タージ・マハール、アグラ城) 

(ｱｸﾞﾗ：ITC ﾑｰｶﾞﾙ泊) 

9/11 
アグラ⇒ジャイプル(アンベール城、マハラジ

ャ宮殿博物館) (ｼﾞｬｲﾌﾟﾙ：ｼﾞｬｲﾏﾊｰﾙﾊﾟﾚｽ泊) 

9/12 
ジャイプル⇒プシュカル⇒ジョードプル 

(ｼﾞｮｰﾄﾞﾌﾟﾙ：ｳﾒｲﾄﾞﾊﾞﾜﾝﾊﾟﾚｽ泊) 

9/13 
ジョードプル(メヘランガル要塞)⇒ラナクプル

⇒ウダイプル (ｳﾀﾞｲﾌﾟﾙ：ﾀｰｼﾞ･ﾚｲｸ･ﾊﾟﾚｽ泊) 

9/14 
ウダイプル(シティパレス)✈デリー✈(機中

泊) 

9/15 成田空港 

 

ブータンの旅 



 

 

 
２０１７年は日本と中国の国交正常化４５周年にあたります。中国では、今年を昨年に引き続き、 

「シルクロード観光年」に制定しています。古くから東西文化の交流に重要な役割を果たしてきたシルクロードは、

２０１４年に世界遺産に登録され、今後ますます注目される訪問地です。ぜひこの機会にお訪ねください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国交正常化４５周年 中国の旅 

12 
仏教東漸の道・中国 

西域シルクロードの旅 

2017年 8月 27日(日)～9月 5日(火)10日間 

旅行代金 365,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
中国最西端の街・カシュガルからパミール高原

分け入り、コングール峰（7649m）、ムスターグ・

アタ峰（7509ｍ）を眼 

前にします。シルクロ 

ード列車に乗って、ハ 

ミウリを食べながらキ 

ジル、クムトラ、クズ 

ルガハ、ベゼクリク、 

敦煌の仏教壁画石窟寺 

院群を見学します。 
 

8/27 
中部・羽田・関西・福岡空港✈北京✈ウルム

チ                        (ウルムチ泊) 

8/28 
ウルムチ✈カシュガル(カラクリ湖、永ティガ

ールモスク、職人街等)     (カシュガル泊) 

8/29 
カシュガル(モールトンストゥーパ、アパホー

ジャ廟、バザール)⇒            (車中泊) 

8/30 
クチャ(塩水渓谷、キジル千仏洞、スバシ故

城、クズルガハ千仏洞)         (クチャ泊) 

8/31 
クチャ(クムトラ千仏洞、クチャ大寺、亀茲古

城後等)                      (クチャ泊) 

9/1 
クチャ⇒トルファン(高昌古城、アスターナ古

墳、ベゼクリク千仏洞)       (トルファン泊) 

9/2 
トルファン(交河故城、カレーズ等)⇒ウルム

チ(博物館)                 (ウルムチ泊) 

9/3 
ウルムチ✈敦煌(楡林窟、博物館、鳴沙山、

月牙泉、バザール)             (敦煌泊) 

9/4 敦煌(莫高窟、陽関、敦煌古城)   (敦煌泊) 

9/5 敦煌✈北京✈中部・羽田・関西・福岡空港 

 

13 
悠久のシルクロードを訪ねる旅 

～ｶｼｭｶﾞﾙ､ﾎｰﾀﾝ､ﾄﾙﾌｧﾝ､ｳﾙﾑﾁ～ 

2017年 9月 2日(土)～9月 9日(土)8日間 

旅行代金 298,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
シルクロードの新疆ウイグル自治区の中でも西

の果てにあるカシュガルではモスクや絶景のカ

ラクリ湖、ホータンではラワク遺跡を訪ねる、

数少ないコースです。また、トルファンでは、

玄奘三蔵も滞在した高昌故城、ウルムチの博物

館では、楼蘭の美女の見学もします。 

※成田、中部、関西、福岡発着可。 
 

 
 

9/2 富山空港✈上海✈ウルムチ  (ウルムチ泊) 

9/3 
ウルムチ～カシュガル(エイティガールモス

ク、職人街、香妃墓等)    (カシュガル泊) 

9/4 (カラクリ湖、バザール等)   (カシュガル泊) 

9/5 
カシュガル⇒ホータン(マリカワト遺跡、白玉

河等)                 (ホータン泊) 

9/6 
ホータン(ラワク仏寺)✈ウルムチ 

(ウルムチ泊) 

9/7 
ウルムチ⇒トルファン(カレーズ、高昌故城、

ベゼクリク千仏洞)⇒ウルムチ (ウルムチ泊) 

9/8 ウルムチ(博物館)✈上海       (上海泊) 

9/9 上海✈富山空港 

 

14 中国、西域シルクロードの旅 
～トルファン、敦煌、西安～ 

2017年 8月 23日(水)～8月 30日(水)8日間 

旅行代金 278,000 円 10名催行 
 

ツアーポイント 
最も人気のあ 

る訪問地を巡 

る、シルクロ 

ードの旅です。 

ウルムチでは 

楼蘭の美女が 

展示される博 

物館、トルフ 

ァンでは玄奘 

三蔵も滞在し 

た高昌故城、中国での三大石窟の１つ、莫高窟、

玄奘三蔵ゆかりの西安・興教寺や大雁塔、シル

クロードの出発点など、一度はシルクロードに

行ってみたい！という方にお勧めです。 
 

8/23 各地空港✈上海✈ウルムチ 

8/24 
ウルムチ(博物館、紅山公園等)⇒トルファン 

(トルファン泊) 

8/25 
トルファン(高昌故城、火焔山、ベゼクリク千

仏洞、カレーズ)⇒           (車中泊) 

8/26 柳園⇒敦煌(莫高窟、夜市)     (敦煌泊) 

8/27 
敦煌(楡林窟、陽関、鳴沙山、月牙泉等) 

(敦煌泊) 

8/28 敦煌✈西安(興教寺、碑林博物館) (西安泊) 

8/29 
西安(兵馬俑、大雁塔、西の城門等)✈上海 

(上海泊) 

8/30 上海✈各地空港 

 

15 
四川省の歴史と自然を 

存分に楽しむ旅 

2017年 7月 9日(日)～7月 16日(日)8日間 

旅行代金 258,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
人気の世界遺産ランキング常連の九寨溝と黄

龍。石灰の浄化作用で湖底に沈んだ木まではっ

きり見える透明度の高い五花海や、エメラルド

グリーンの透き通った清流が棚田を流れる風景

をベストシーズンに訪ねます。 
 

 
 

7/9 関西空港✈成都            (成都泊) 

7/10 
成都(パンダ繁殖研究所)⇒楽山大仏⇒峨眉

山                   (峨眉山泊) 

7/11 峨眉山参拝⇒成都          (成都泊) 

7/12 成都⇒松藩古城⇒九寨溝    (九寨溝泊) 

7/13 九寨溝見学             (九寨溝泊) 

7/14 九寨溝⇒都江堰⇒成都       (成都泊) 

7/15 成都(武侯祠、杜甫草堂等)     (成都泊) 

7/16 成都✈関西空港 

 

16 
青蔵鉄道で行く 

チベットの旅 

2017年 8月 21日(月)～8月 28日(月)8日間 

旅行代金 295,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
開通当時から変わらない人気の青蔵鉄道を利用

してチベットに参ります。西寧では絶景青海湖、

青蔵鉄道からの風景、世界遺産のポタラ宮等、

見どころが盛り沢山です。高山病の心配がない

ように徐々に高度を上げて順応していきます。 
 

 
 

8/21 各地空港✈上海✈西寧       (西寧泊) 

8/22 西寧(青海湖、鳥島等)        (西寧泊) 

8/23 
西寧(タール寺、青海省博物館、イスラムモ

スク等)⇒青蔵鉄道乗車       (車中泊) 

8/24 
車内よりチベット高原の風景を鑑賞⇒ラサ 

(ラサ泊) 

8/25 ラサ(デプン寺、セラ寺等)       (ラサ泊) 

8/26 
ラサ(ポタラ宮、ジョカン寺、八角街等)✈成都 

(成都泊) 

8/27 成都(武侯祠、杜甫草堂等)✈上海 (上海泊) 

8/28 上海✈各地空港 

 

17 
中国祖跡巡拝の旅 

三高僧ゆかりの玄中寺参拝と 

曇鸞大師のご旧跡を訪ねて 

2017年 9月 4日(月)～9月 8日(金)5日間 

旅行代金 189,800円 15名催行 
 

ツアーポイント 
太原では曇鸞大師によって創建された中国浄土

教の祖庭である玄中寺、仏教教学の中心であっ

た綿山では、曇鸞大師が説法をされた場・鸞公

岩、道綽禅師の坐像を安置する正果寺を参拝し

ます。曇鸞大師が住職を勤めた開化寺の双塔、

太原市仏教会が置かれる崇善寺など、太原近郊

の曇鸞大師ゆかりの地を網羅するコースです。 
 

 
 

9/4 福岡空港✈上海✈太原       (太原泊) 

9/5 太原(玄中寺)⇒梵安寺→平遥   (平遥泊) 

9/6 
平遥故城（日昌館、文廟、鐘楼）⇒綿山(鸞

公岩、雲峰寺、正果寺等)      (綿山泊) 

9/7 綿山⇒開化寺→太原(崇善寺)   (太原泊) 

9/8 
太原✈上海(本願寺上海別院跡、黄浦公園

等)✈福岡空港 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スリランカ・セイロンティーの旅 

19 
紅茶専門店と行く 

セイロンティーの旅 

2017年 8月 21日(月)～8月 27日(日)7日間 

旅行代金 316,000円 8名催行 
 

ツアーポイント 
１．紅茶専門店が企画する紅茶に詳しくない人

のための紅茶の旅 

２．スリランカ観光のツボを押さえた満喫の旅 

３．スリランカの文化とホスピタリティを感じ

る厳選ラグジュアリーホテル 
 

 

↑エッラで宿泊する 98 エーカーズリゾートホテル 
 

8/21 成田空港✈コロンボ        (コロンボ泊) 

8/22 
コロンボ(紅茶オークション見学)⇒ダンブッラ

(ジープサファリ)         (ダンブッラ泊) 

8/23 
ダンブッラ⇒シギリヤロック⇒キャンディ(仏

歯寺、キリテ体験)        (キャンディ泊) 

8/24 
キャンディ⇒ウバ(ダンバテン紅茶工場、リプ

トンシート)⇒エッラ             (エッラ泊) 

8/25 
エッラ(マルワッタ谷茶園見学)⇒ヌワラエリ

ヤ(茶摘み体験)          (ヌワラエリヤ泊) 

8/26 
ヌワラエリヤ⇒コロンボ(パラダイスロード、

ベアフット等)✈                (機中泊) 

8/27 成田空港 

 

23 
ロンドン 

アートざんまいの旅 

2017年 7月 6日(木)～7月 11日(火)6日間 

旅行代金 347,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
１．ロンドンでご活躍中のアート専門家により

徹底ガイド付。 

２．専門家セレクトによるギャラリーなどのア

ート施設も訪問します。 

３．毎日テーマに沿った美術館を探訪し、英国

美術を堪能いたします。 

４．ラッセルスクエア地区の利便性の高いホテ

ルに滞在！ 

５．気候が良く、夜が長い季節。自由時間のナ

イトライフも満喫できます。 
 

 
 

7/6 成田空港✈香港✈ロンドン   (ロンドン泊) 

7/7 
ロンドン(ナショナルギャラリー、サマーセット

ハウス等)              (ロンドン泊) 

7/8 
ロンドン(大英博物館、ヴィクトリア＆アルバ

ート博物館等)           (ロンドン泊) 

7/9 
ロンドン(テートブリテン、ニューポートストリ

ートギャラリー等)         (ロンドン泊) 

7/10 ロンドン✈                (機中泊) 

7/11 香港✈成田空港 

 

18 
セイロンティー(スリランカ)の旅 

ヘリタンスティーファクトリー

ホテル滞在とペラヘラ祭り 

2017年 7月 29日(土)～8月 5日(土)8日間 

旅行代金 315,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
１．紅茶工場を改造したブティックホテル、ヘリタン

ス・ティーファクトリーホテルに滞在。 

２．紅茶工場見学の他、ティーファクトリーホテルに

て茶摘み体験やクオリティーシーズンのウバを訪

れます。 

３．連泊多く、デラックスホテルに滞在します。 

４．スリランカ最大の祭りペラヘラ祭り鑑賞とオラン

ダ時代のゴール要塞も観光します。 
 

 
 

7/29 成田空港✈コロンボ(ネゴンボ) (ネゴンボ泊) 

7/30 
ネゴンボ⇒キャンディ(紅茶博物館、ペラヘラ

祭り)                (キャンディ泊) 

7/31 
キャンディ⇒ヌワラエリヤ(茶摘み体験) 

(ヌワラエリヤ泊) 

8/1 
ヌワラエリヤ⇒ウバ(紅茶工場見学)⇒ヌワラ

エリヤ(市内散策)       (ヌワラエリヤ泊) 

8/2 
ヌワラエリヤ(茶園見学)⇒ディンブラ紅茶工場

⇒コロンボ             (コロンボ泊) 

8/3 
コロンボ⇒ゴール要塞都市⇒コロンボ(コロン

ボ泊) 

8/4 (自由行動)コロンボ✈         (機中泊) 

8/5 成田空港 

 

21 
日中友好・親善交流 

囲碁三昧 成都の旅 

2017年 9月 14日(木)～9月 18日(月)5日間 

旅行代金 198,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
中国でも済みたい都市の常に上位に名前が挙が

る天府の国・成都。成都市体育局成都棋院での

交流対局や、地元雰囲気を味わいながら現地の

碁会所で囲碁を楽しんで頂きます。成都では古

い町並みや有名な四川料理、世界文化遺産も巡

り、囲碁以外にも成都を満喫できる内容です。 
 

 
 

9/14 成田空港✈成都            (成都泊) 

9/15 
成都(成都棋院表敬訪問、現地の方と黄龍、

囲碁対局)                (成都泊) 

9/16 成都(武侯祠、錦里等)        (成都泊) 

9/17 
成都⇒楽山(楽山大仏、囲碁対局)⇒成都 

(成都泊) 

9/18 成都✈成田空港 

 

22 
日本中国茶普及協会企画 

中国茶と中国文化に 

ふれあう杭州７日間 

2017年 10月 22日(日)～10月 28日(土)7日間 

旅行代金 320,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
日本中国茶普及協会企画のツアーで、本ツアー

は研修をメインに研究院に在籍するお茶の先生

方との交流や、茶産地や茶館見学による茶文化

のふれあい、杭州西湖の自然文化、こだわりの

中国料理の堪能といった中国茶を入口として中

国文化と触れ合う旅となっています。 
 

 
 

10/22 
成田空港✈杭州(胡慶余堂、西湖遊覧等) 

(杭州泊) 

10/23 杭州(評茶員研修)           (杭州泊) 

10/24 杭州(評茶員研修)           (杭州泊) 

10/25 杭州(評茶員研修)           (杭州泊) 

10/26 杭州(評茶員試験)           (杭州泊) 

10/27 
杭州(龍井茶産地見学、茶葉市場、中国茶

博物館等)                (杭州泊) 

10/28 杭州✈成田空港 

 

20 
セイロン紅茶専門店ミツティー企画 

第五回 ミツと行く 

スリランカ紅茶の旅 

2017年 8月 27日(日)～9月 3日(日)8日間 

旅行代金 339,000円 15名催行 
 

ツアーポイント 
茶園での茶摘み体験、テイスティングやホテル

でのアフタヌーンティー、スリランカ人家庭で

スパイスやカレーの作り方を教えてもらう、紅

茶とスリランカの魅力を楽しむツアーです。 

宿泊は各地デラックスホテルを利用します。 
 

 

 ↑マウントラビニアホテル 
 

8/27 成田空港✈コロンボ       (コロンボ泊) 

8/28 
コロンボ(政府紅茶局セミナーとテイスティン

グ)⇒ダンブッラ         (ダンブッラ泊) 

8/29 
ダンブッラ⇒シギリヤロック⇒スパイスガー

デン⇒キャンディ        (キャンディ泊) 

8/30 
キャンディ⇒ヌワラエリヤ(茶園、アフタヌーン

ティー)             (ヌワラエリヤ泊) 

8/31 
ヌワラエリヤ(紅茶工場)⇒ウバ地区紅茶工

場⇒ハプタレー         (ハプタレー泊) 

9/1 
ハプタレー⇒紅茶工場見学⇒マウントラビニ

ア(スリランカ料理教室) (マウントラビニア泊) 

9/2 マウントラビニア⇒コロンボ✈    (機中泊) 

9/3 成田空港 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サライお勧めの旅 

ベストシーズンに行く！ネパールの旅 

28 
エベレスト街道を行く 

ホテル・エベレストビュー宿泊、ヒマラヤトレッキング 

2017年 10月 23日(月)～11月 1日(水)１０日間 

旅行代金 535,000円 ４名催行、６名限定 
 

ツアーポイント 
2015年 4月 25日のネパール大地震でエベレスト街道や途中の村々も大きな被害を受けました。地

震から 1 年半以上経った現在、仮設のテントが設置され、建物の修復も進んでいます。あとは、   

トレッキング客が戻ってくるだけです。今回の旅行は、ルクラからエベレストを望むホテル・エベ

レストビューまで、ヘリコプターを使うツアーもありますが、敢えて往復トレッキングで村々を訪

ねます。トレッキングは村と村を結ぶ生活道路を歩くため決してきつくはありません。普段日本で

日帰りトレッキングをされている方なら歩けます。村を訪ねることが復興支援となります。 
 

10/23 各地✈経由地✈カトマンズ （カトマンズ泊） 

10/24 
カトマンズ✈ルクラ⇒パグディン 2.827m      

（パグディン泊） 

10/25 パグディン⇒ナムチェ 3,446m （ナムチェ泊） 

10/26 
ナムチェ⇒エベレストビュー 3,880m 

（ホテル・エベレストビュー泊） 

10/27 
エベレストビュー滞在 

（ホテル・エベレストビュー泊） 

10/28 
エベレストビュー⇒パグディン 

（パグディン泊） 

10/29 
パグディン⇒ルクラ✈カトマンズ         

（カトマンズ泊） 

10/30 カトマンズ※予備日       （カトマンズ泊） 

10/31 カトマンズ✈              （機中泊） 

11/1 経由地✈各地 

 

◎トレッキング中の大きな荷物はポータ

ーが運びますので、トレッキングは身軽な

荷物（カメラ、水筒など）で出来ます。 

◎ルクラからパグディン、ナムチェからエ

ベレストビュー間は、馬やロバを利用する

ことも出来ます（料金別途） 

27 
神々の座 

ネパール・ヒマラヤ瞑想の旅 

2017年 11月 7日(火)～11月 14日(火)8日間 

旅行代金 317,000円  10名催行 
 

ツアーポイント 
ポカラでの３連泊では、ヒマラヤ山脈を眼前にする

ヒマラヤフロントホテルに宿泊します。また、自由

行動の日は、散策しやすい老舗ホテルフィッシュテ

イルロッジに宿泊します。ベストシーズンにヒマラ

ヤ山脈を満喫するツアーです。 
 

 
 

11/7 関西空港✈ソウル✈カトマンズ (カトマンズ泊) 

11/8 
カトマンズ⇒バドガオン見学⇒ナガルコット 

ヒマラヤ山脈鑑賞        (ナガルコット泊) 

11/9 
ナガルコット⇒カトマンズ（目玉寺、チベット寺院

等）✈ポカラ               (ポカラ泊) 

11/10 ポカラ(ミニトレッキング)        (ポカラ泊) 

11/11 ポカラ(学校訪問、自由行動)     (ポカラ泊) 

11/12 
ポカラ✈カトマンズ(旧王宮広場、スワヤンブナ

ート、民族舞踊鑑賞等)      (カトマンズ泊) 

11/13 カトマンズ⇒パタン観光⇒カトマンズ✈(機中泊) 

11/14 ソウル✈関西空港 

 

24 
インドネシア 世界三大仏教 

遺跡の一つボロブドゥール遺跡 

参観とバリ島の旅 

2017年 7月 4日(火)～7月 10日(月)7日間 

旅行代金 246,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
インドネシアの世界三大仏教遺跡の世界遺産ボ

ロブドゥール遺跡の見学に加え、バリ島ではキ

ンタマーニ高原、バトゥール寺院、写真のウル

ワツ寺院、ジョグジャカルタのプランバナン寺

院群、ジャワ原人の頭骨が発見されたサンギラ

ンや、18世紀にカスナナン王宮とマンクヌガラ

ン王宮が建てられたソロも訪ねます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4 
中部空港✈シンガポール✈デンパサール 

(バリ島泊) 

7/5 
バリ島(キンタマーニ高原、バトゥール寺院、

ウブド、ウルワツ寺院等)       (バリ島泊) 

7/6 
デンパサール✈ジョグジャカルタ(ボロブドゥ

ール)               (ジョグジャカルタ泊) 

7/7 
ジョグジャカルタ(プランバナン寺院群)⇒ソロ 

(ソロ泊) 

7/8 
ソロ(スクー寺、チュト寺、カスナナン王宮、ロ

ーカル市場等)                  (ソロ泊) 

7/9 
ソロ（サンギラン）⇒ジョグジャカルタ✈シン

ガポール✈                    (機中泊) 

7/10 中部空港 

 

26 
敬虔な上座部仏教国ミャンマー 

世界三大仏教遺跡バガンと 

ゴールデンロックの旅 

2017年 8月 21日(月)～8月 26日(土)6日間 

旅行代金 245,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
中部空港から深夜便を利用する事により、時間

を有効活用できるコースです。ミャンマー旅行

で外せないバガンとヤンゴンに加え、ゴールデ

ンロックを訪ねます。ヤンゴンでは、訪れる事

が滅多になく、内部に入る事が可能で、中には

お釈迦様の聖髪が祀られているボタタングパゴ

ダの参拝も参ります。 
 

 
 

8/21 

中部空港✈バンコク✈ヤンゴン⇒バゴー(シ

ュエターリャウンパゴダ等)⇒ゴールデンロッ

ク                  (ゴールデンロック泊) 

8/22 
ゴールデンロック⇒ヤンゴン✈バガン 

(バガン泊) 

8/23 バガン(バガン遺跡見学・参拝)   (バガン泊) 

8/24 
バガン✈ヤンゴン(ボタタングパゴダ、日本人

墓地等)                    (ヤンゴン泊) 

8/25 
ヤンゴン(シュエダゴンパゴダ、アウンサンマ

ーケット等)✈バンコク✈         (機中泊) 

8/26 中部空港 

 

25 
インド洋に浮かぶ緑の真珠-佛国土スリランカ 

ペラヘラ祭参観と南伝仏教世界、 

世界遺産の旅 

2017年 7月 31日(月)～8月 6日(日)7日間 

旅行代金 294,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
最後の王朝が都を置いた古都キャンディで 7 月

から 8 月の満月に行われるエラサ・ペラヘラ祭

りでは、煌びやかに飾られた象の背に仏歯を安

置し、仏歯寺から王宮まで伝統舞踊を踊りなが

ら練り歩きます。今回は祭りの見学に最も便利

な 100 年の歴史を誇るクイーンズ・ホテルに宿

泊し、ゆっくりと楽しんでいただける内容です。 
 

 
 

7/31 関西空港✈バンコク✈コロンボ(コロンボ泊) 

8/1 
コロンボ⇒象の孤児院⇒キャンディ(ペラヘラ

祭)                 (キャンディ泊) 

8/2 
キャンディ(仏歯寺)⇒マタレー(アルビハーラ)

⇒ダンブッラ石窟⇒ハバラナ (ハバラナ泊) 

8/3 
シギリヤロック⇒ポロンナルワ(ガルビハー

ラ)                  (ハバラナ泊) 

8/4 
アヌラダプラ(スリマハ菩提樹等)⇒アウカナ

大仏                 (ハバラナ泊) 

8/5 
ハバラナ⇒コロンボ(ガンガラーマ寺、国立博

物館等)✈                (機中泊) 

8/6 バンコク✈関西空港 

 



 

毎日出発（火曜日以外） 東京・大阪・中部・福岡発着 

２名様から行く仏跡巡拝の旅。下記の A～Pのモデルコースをご参照ください。お問い合わせいただければ、仏跡コースのベテラン社員が 

ご相談に応じます。人数が 10名様程になりますと、日本からの添乗員が仏跡のご案内もさせていただきます。 

毎日出発（月曜日以外） 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発（土曜日以外） 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発（水・木曜日以外） 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発（木曜日以外） 東京・大阪発着 

毎日出発（金曜日以外） 東京・大阪発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎週火曜日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

毎日出発 東京・大阪・中部・福岡発着 

 

 

 

ロシア・世界自然遺産のカムチャッカへ 

29 

フラワーハイキング、アバチャ山トレッキングの旅 

2017年 7月 28日(金)～8月 1日(火)5日間 

旅行代金 389,000円 6名催行 
 

7/28 成田空港✈ペトロパブロフスクカムチャッキー (ペトロパブロフスク泊) 

7/29 

ペトロパブロフスク⇒アバチャ山脈ベースキャンプ 

小ピークのキャメル山までフラワーウォッチングハイキング(約３時間) 

(アバチャ山麓のロッジ泊) 

7/30 

①アバチャ山登頂 

添乗員、現地ガイドと共にコリャー

ク山等美しい景色を眺めながら雪

渓を越えて山頂へ(約１０時間) 

(アバチャ山麓のロッジ泊) 

②フラワーウォッチング 

日本語ガイドと共に、ベースキャ

ンプ周辺で高山植物を鑑賞しま

す。 

(アバチャ山麓のロッジ泊) 

7/31 
アバチャ山麓⇒バチェカゼツ山麓(約２時間のフラワーウォッチングと

トレッキング)⇒パラトゥンカ温泉郷       (パラトゥンカ温泉郷泊) 

8/1 パラトゥンカ温泉郷⇒ペトロパブロフスクカムチャッキー✈成田空港 

 

短い夏の極東アジアのカムチャッカ。世界有数の火山群は世界遺産に登

録をされています。そして高緯度に位置するため、海抜数百ｍで高山植

物を見られます。今回は、活火山のアバチャ山で登頂トレッキング（標

高 2,741m、高低差約 1,900m）または麓でのフラワーウォッチングハイキ

ングが選べます。 
 

①アバチャ山登頂 

登山ガイド、添乗員ともにトレッキングをして、火口縁の散策、火山群

の雄大な景色を楽しみます。日帰りトレッキング経験者向けです。 
 

②高山植物ウオッチング 

ハイキング案内人、日本 

語ガイドと共にベースキ 

ャンプ周辺でハイキング 

をして高山植物を観察し 

ます。どなたでも参加で 

きます。 

アバチャ山→ 

30 

ロシアのチベット仏教総本山ブリヤート共和国と世界遺産バイカル湖の旅 

2017年 7月 31日(月)～8月 4日(金)5日間 

旅行代金 279,000円 10名催行 
 

7/31 成田空港✈イルクーツク                 (イルクーツク泊) 

8/1 

イルクーツク⇒リストビャンカ(バイカル湖博物館、展望台クルーズ)⇒ 

イルクーツク(ズナメンスキー女子修道院、カザンスキー教会、アンガ

ラ川散策等)                         (イルクーツク泊) 

8/2 イルクーツク⇒(シベリア鉄道にて)ウランウデ      (ウランウデ泊) 

8/3 
ウランウデ(ルバガタイ村、チベット仏教総本山イヴォルギンスキーダ

ツァン、ソビエト広場、オペラ劇場等)            (ウランウデ泊) 

8/4 ウランウデ✈成田空港 

 

ロシア・チャーター便でシベリアへ 

ブリヤート共和国は、東シベリアに位置し、ロシア

連邦を構成する共和国の一つで、ロシアの中の仏教

国です。ロシアにおけるチベット仏教の総本山イヴ

ォルギンスキー・ダツァを参拝します。 

また、「シベリアのパリ」と言わ

れるイルクーツクではイルクー

ツクで最も古いズナメンスキー

女子修道院の見学や、ガラパゴス

諸島と並ぶ「生物進化の博物館」

と言われ、世界屈指の生物多様性

を持つシベリアの真珠・バイカル

湖の見学をします。 



〒105-0013 東京都港区浜松町 1-12-5 アルファエイチビル 5階 

 TEL:03-5777-6326   FAX:03-5777-6327 

 Eメール・アドレス tokyo@saray.co.jp 
総合旅行業務取扱管理者：柴野 雅彦 

観光長官登録旅行業第 1510号 

ボンド保証会員 

日本旅行業協会正会員 

 

エジプトの食事 
エジプトの食事は、スープ、サラダ、メイン、デザートというコー

スか、バイキングとなります。スープはモロヘイヤのスープが

有名です。サラダは中東でよく食べられる茄子やゴマとヨーグ

ルトを使ったドレッシングで頂きます。メインは魚、鶏、牛の

他、コシャリというマカロニ料理や、海鮮の 

炊き込みご飯など、辛くなく、日本人の口に 

よく合います。レストランではビールやワイン 

を頂く事が出来ます。 

 

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 1-2-10 RR ﾋﾞﾙ 

 TEL:06-6232-3012   FAX:06-6232-3013 

 Eメール・アドレス info@saray.co.jp 
総合旅行業務取扱管理者：奥村 雅堂、諏訪 圭二郎 

（営業時間/月～金曜 09:30～18:00 土曜 9:30～13:00） （営業時間/月～金曜 09:30～18:00 土曜 9:30～13:00） 

あなたの旅をお手伝い 

志を同じくするサークルや、お仲間との見聞の旅。トラベルサライが旅作りを誠心誠意お手伝い申し上げます。 

個人旅行から添乗員同行の団体旅行まで・・・。近くは中国、東南アジアから、遠くはインド、ヨーロッパ、中近東、南米などの 

ご希望の訪問国、仏跡巡拝、遺跡見学、民族訪問、美術の旅などの旅行のテーマ。発着地、日数など何でもお聞かせくだされば、 

ベテランスタッフが速やかにご希望に沿って日程や企画書を無料で提出いたします。何なりとお気軽にお申し付けください。 

詳しい内容等のお問い合わせは、お電話、メール、または同封のハガキで！パンフレット等、詳しい内容を記載した資料をお送りします。 

※特に表記のない場合、旅行代金の他、燃油サーチャージ料など別途諸経費が必要です。 

悠久の歴史を感じるエジプトの旅 

31 
四か所の世界遺産を周遊 

エジプトハイライトの旅 

2017年 9月 28日(木)～10月 5日木日) 8日間 

旅行代金２９８，０００円 8名様催行 
 

9/28 成田・関西空港✈                 (機中泊) 

9/29 ドバイ(又はドーハ)✈カイロ(考古学博物館) (ギザ泊) 

9/30 
カイロ(ギザの三大ピラミッド、スフィンクス、モハメドア

リモスク等)✈ルクソール         (ルクソール泊) 

10/1 
ルクソール(カルナック神殿、ルクソール神殿、王家の

谷・ツタンカーメンの墓等)          (ルクソール泊) 

10/2 
ルクソール⇒エドフ(ホルス神殿)⇒コムオンボ(コムオ

ンボ神殿)⇒アスワン             (アスワン泊) 

10/3 
アスワン(ハイダム)⇒アブシンベル(大神殿・小神殿)

⇒アスワン                   (アスワン泊) 

10/4 アスワン✈カイロ✈                (機中泊) 

10/5 ドバイ(又はドーハ)✈成田・関西空港 

 

ルクソール神殿 

ギザの三大ピラミッド 

2017 年 3 月 5 日～12 日、エジプトツアーの添乗に参

りました。一番皆様が心配される治安の問題ですが、

ツーリストポリスも同行しましたが、どこの観光地も

入場に際してのセキュリティチェックがしっかりなさ

れています。欧米諸国からも沢山の観光客が来ていま

す。どこの見学地においても不安を感じる事はありま

せんでした。外務省の海外安全情報も、訪問地はバン

コクやカンボジアと同じのレベル１です。 

中部のルクソールから南部のアブシンベルまでは雲一

つない快晴続き。最高の天気、沢山の最高の見どころ、

綺麗なホテル、美味しい食事！本当にお勧めです。 

今なら 10 年ぶりにカイロ博物館の写真撮影も解禁さ

れています。４～６千年の歴史を感じられるエジプト。 

百聞は一見にしかず。ぜひこの機会にご参加下さい。 

大阪・石田(このページの写真は全て石田が撮影) 


