
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

2017年新年号 
２０１６年 

１２月発行 

エジプト・ギザの三大ピラミッド(イメージ) 

世界遺産に登録されたナーランダ仏教大学跡(インド・ラジギール) 

リニューアルしました！ 

添乗で培ったサライの社員お勧め旅行が満載です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インド仏教聖地巡拝の旅 

１ 
インド・ネパール仏跡巡拝の旅 

～釈尊の七大聖地を訪ねて～ 

2017 年 1月 24日(火)～1月 31日(火)8日間 

旅行代金 238,000 円 10名催行 
 

ツアーポイント 
最短で行く釈尊の七大聖地を参拝するツアーで

す。サンカシャ以外の七大聖地の参拝です。訪

れる事の少ない八分骨の地や、全てが発掘され

ると世界最大の 

仏塔になるとい 

うケサリヤ、釈 

尊が悟りを開く 

前に籠られた前 

正覚山の参拝な 

ど、短い期間で 

盛りだくさんな 

日程です。 
 

1/24 関西空港✈デリー            (デリー泊) 

1/25 
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) 

1/26 
スラバスティ⇒ルンビニ（ルンビニ園）⇒クシ

ナガラ（涅槃堂・荼毘塚）   (クシナガラ泊) 

1/27 
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) 

1/28 
ラジギール（霊鷲山、牢獄跡、ナーランダ大

学）⇒前正覚山⇒ブダガヤ  (ブダガヤ泊) 

1/29 
ブダガヤ（大精堂、金剛宝座、スジャータ村

など）⇒ベナレス           (ベナレス泊) 

1/30 
ベナレス（ガンジス河、サールナート参拝）✈

デリー✈                     (機中泊) 

1/31 関西空港 

 

２ 
インド釈尊七大聖地巡拝と 

タージ・マハールの旅 

2017 年 2月 21日(火)～3月 2日(木)10日間 

旅行代金 318,000 円 6名催行 
 

ツアーポイント 
一度でお釈迦様の七大聖地の巡拝をし、初めて

のインドであれば必ず訪れたいタージ・マハー

ルを組み合 

わせたスタ 

ンダードな 

コースです。 

今回は６名 

様催行、添 

乗員同行で 

す。 
 

2/21 関西空港✈デリー            (デリー泊) 

2/22 
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) 

2/23 
スラバスティ⇒(ピプラワ)⇒ルンビニ(ルンビ

ニ園)                    (ルンビニ泊) 

2/24 
ルンビニ⇒クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚、最

後の説法地)             (クシナガラ泊) 

2/25 
クシナガラ⇒ケサリヤ⇒バイシャリ(アショカ

王柱)⇒ラジギール       (ラジギール泊) 

2/26 
ラジギール(霊鷲山、牢獄跡、ナーランダ大

学)⇒ブダガヤ(前正覚山)    (ブダガヤ泊) 

2/27 
ブダガヤ(大精堂、金剛宝座、スジャータ村)

⇒ベナレス                (ベナレス泊) 

2/28 
ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝)✈

デリー                  (デリー泊) 

3/1 
デリー⇒アグラ(タージ・マハール、アグラ城)

⇒デリー✈                   (機中泊) 

3/2 関西空港 

 

３ 
「インド仏跡ガイド」の著者と行く 

インド・ネパール仏跡巡拝 

釈尊七大聖地の旅 

2017 年 2月 25日(土)～3月 5日(日)9日間 

旅行代金 248,000 円 15名催行 
 

ツアーポイント 
お釈迦様の七大聖地を訪ねます。仏跡のみを効

率的に参拝します。「インド仏跡ガイド」をお持

ちになってご 

参加頂き、本 

を読みながら 

各聖地でお参 

りをすると感 

動がより増え 

る事でしょう。 

 
 
 

2/25 成田空港✈デリー            (デリー泊) 

2/26 
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) 

2/27 
スラバスティ⇒(ピプラワ)⇒ルンビニ(ルンビ

ニ園)                    (ルンビニ泊) 

2/28 
ルンビニ⇒クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚、最

後の説法地)             (クシナガラ泊) 

3/1 
クシナガラ⇒ケサリヤ⇒バイシャリ(アショカ

王柱)⇒ラジギール       (ラジギール泊) 

3/2 
ラジギール(霊鷲山、牢獄跡、ナーランダ大

学)⇒ブダガヤ(前正覚山)    (ブダガヤ泊) 

3/3 
ブダガヤ(大精堂、金剛宝座、スジャータ村)

⇒ベナレス                (ベナレス泊) 

3/4 
ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝)✈

デリー✈                 (機中泊) 

3/5 成田空港 

 

４ 
インド仏跡巡拝 

釈尊三大聖地と 

タージ・マハールの旅 

2017 年 3 月 6日(月)～3月 12日(日)7日間 

旅行代金 258,000 円 10名催行 
 

ツアーポイント 
お釈迦様の三大聖地を参拝し、ヒンズー教の聖

地ベナレスではご来光と沐浴風景を見学しま

す。また、インドのハイライトでもあるタージ・

マハールの見学もします。デリー、アグラ、ベ

ナレスではデラックスホテルに宿泊します。 
 

 
 

3/6 成田空港✈デリー            (デリー泊) 

3/7 
デリー✈パトナ⇒ナーランダ大学⇒ラジギー

ル                   (ラジギール泊) 

3/8 
ラジギール(霊鷲山、牢獄跡等)⇒ブダガヤ

(大精堂、金剛宝座等)      (ブダガヤ泊) 

3/9 
ブダガヤ⇒ベナレス（サールナート参拝） 

(ベナレス泊) 

3/10 
ベナレス(ガンジス河)✈デリー⇒アグラ 

(アグラ泊) 

3/11 
アグラ(タージ・マハール、アグラ城)⇒デリー

✈                      (機中泊) 

3/12 成田空港 

 

５ 
全日空利用 初めてのインド仏跡参拝 

お釈迦様ゆかりの三大聖地と白亜の廟タージ・マハールを訪ねて 

2017 年 3月 2日(木)～3月 8日(水)7日間 

旅行代金 268,000 円（伊丹、成田、名古屋） 

  278,000 円（福岡など） 
10名催行 

 

ツアーポイント 
初めての方にはもちろん、もういちど仏跡を参拝したいが、あまり長く休みを取れない方にもお勧め

です。お釈迦様がお悟りを開かれたブダガヤ、初めてお説法されたサールナート、多くのお経を説か

れた霊鷲山の三大聖地と、今年世界遺産に登録された、玄奘三蔵が留学されたナーランダ仏教大学跡

を参拝します。またインドを代表する聖なるガンジス河、白亜の廟タージ・マハールも見学します。

7日間で仏跡のお参りもインドの観光も楽しんでいただける内容となっています。 

また、サライの旅行ですので、ご住職（浄土真宗本願寺派）も同行されます。ただの観光ではなくお

参りもきちんとさせていただきます。（他宗派の方も、ぜひご参加下さい。個人でのお参りも出来ま

す）国際線は成田空港からインドデリーへの直行便、全日空（ＡＮＡ）を利用します。ホテルは、ベ

ナレス、アグラではデラックスホテルを、ブダガヤでは当社が厳選したホテルを利用します。 
 

3/2 各地✈成田(羽田)✈デリー     (デリー泊) 

3/3 
デリー✈パトナ⇒ナーランダ大学⇒ラジギー

ル(霊鷲山、牢獄跡等)     (ラジギール泊) 

3/4 
ラジギール⇒ブダガヤ(大精堂、金剛宝座、

スジャータ村)            (ブダガヤ泊) 

3/5 
ブダガヤ⇒ベナレス（サールナート参拝） 

(ベナレス泊) 

3/6 
ベナレス(ガンジス河)✈アグラ（アグラ城）  

               (アグラ泊) 

3/7 
アグラ(タージ・マハール)⇒デリー(市内見学)

✈                      (機中泊) 

3/8 成田空港✈各地空港 

 

６ 

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 

訪問地 
初転法輪の地サールナート、成道の地ブダガヤ、王舎城ラジギール、バイシャリ、ケサリヤ仏塔、

涅槃の地クシナガラ、誕生の地ルンビニ、祇園精舎、タージ・マハール 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仏教遺跡以外のインドの旅 

８ 
ヒマラヤ山脈の麓ダージリンと 

自然豊かな国ブータンの旅 

2017年 1月 28日(土)～2月 4日(土)8日間 

旅行代金 325,000円 8名催行 
 

ツアーポイント 
紅茶で有名なダージリンは、ヒマラヤ山脈の鑑

賞にも適した場所です。タイガーヒルではご来

光に合わせて世界第３位の高さのカンチェンジ

ュンガを鑑賞します。その後、ブータンのパロ

とティンプーの二大都市を観光します。 
 

 
 

1/28 関西空港✈デリー          (デリー泊) 

1/29 
デリー✈バグドグラ⇒ダージリン(紅茶園な

ど)                 (ダージリン泊) 

1/30 
ダージリン(タイガーヒルにてヒマラヤ山脈眺

望、トイトレイン、散策)     (ダージリン泊) 

1/31 
ダージリン⇒バグドグラ✈パロ⇒ティンプー

(タシチョゾン)           (ティンプー泊) 

2/1 
ティンプー(メモリアルチョルテン、バザール

等)⇒パロ(ドゥゲゾン、民家訪問)  (パロ泊) 

2/2 パロ(タクサン僧院、バザール)    (パロ泊) 

2/3 パロ✈デリー(市内見学)✈      (機中泊) 

2/4 関西空港 

 

９ 
ドンガルカル仏教徒大会参列 

オディシャ仏教遺跡参拝 

ナグプール・東インドの旅 

2017年 2月 5日(日)～2月 12日(日)8日間 

旅行代金 293,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
南天会主催の佐々井秀嶺上人を訪ねる旅行で

す。通年のチャティスガル州ドンガルカルで行

われる世界仏教徒大会に参列し、佐々井上人の

本拠地ナグプールに２泊。マンセル遺跡、龍樹

連峰をめぐり、インド仏教総本山大改宗広場に

参拝します。後半は近年注目されているオディ

シャ州の仏教遺跡を見学。世界遺産コナーラク

の太陽神殿、プリーのジャガンナート寺院など

を訪問します。州都ブバネシュワルでは、日本

人オディッシーダンサーの小野雅子さん特別公

演を鑑賞します。 
 

2/5 成田空港✈デリー          (デリー泊) 

2/6 
デリー✈ライプール⇒ドンガルカル(仏教徒

大会)⇒ナグプール        (ナグプール泊) 

2/7 
ナグプール(ラムテク、マンセル遺跡、龍樹菩

薩大寺、龍樹山)          (ナグプール泊) 

2/8 
ナグプール(インドラ寺、ディクシャブーミ)✈

デリー                  (デリー泊) 

2/9 
デリー✈ブバネシュワル(ラトナギリ、ウダヤ

ギリ、ラリトギリ)      (ブバネシュワル泊) 

2/10 

ブバネシュワル⇒コナーラク(太陽寺院)⇒プ

リー(ジャガンナート寺院)⇒ブバネシュワル 

(ブバネシュワル泊) 

2/11 
ブバネシュワル(ダウリのアショカ王碑文)✈

デリー✈                  (機中泊) 

2/12 成田空港 

 

７ 
聖地リシケシでヨーガ！ 

マザーテレサの施設訪問と 

スリランカ世界遺産の旅 

2017年 1月 10日(火)～1月 18日(水)9日間 

旅行代金 355,000円 20名催行 
 

ツアーポイント 
香川ヨーガ道友会４０周年記念の旅行です。聖

地リシケシではヨーガの先生の指導が受けられ

ます。また、最もインドらしい混沌とした街コ

ルカタや、スリランカの世界遺産４か所を巡る

充実したコースです。 
 

 
 

1/10 関西空港✈香港✈コルカタ   (コルカタ泊) 

1/11 
コルカタ(マザーテレサの施設、市内見学) 

コルカタ✈デリー             (デリー泊) 

1/12 
デリー⇒ハリドワール(市内散策)⇒リシケシ

(ヨーガ指導)            (リシケシ泊) 

1/13 リシケシ(ヨーガ指導)       (リシケシ泊) 

1/14 リシケシ⇒デリー✈コロンボ   (コロンボ泊) 

1/15 
コロンボ⇒ポロンナルワ(ガルビハーラなど)

⇒ハバラナ             (ハバラナ泊) 

1/16 
ハバラナ⇒シギリヤロック⇒ダンブラ石窟⇒

キャンディ（仏歯寺）       (キャンディ泊) 

1/17 
キャンディ⇒象の孤児院⇒コロンボ(ヨーガセ

ンター)✈                (機中泊) 

1/18 香港✈関西空港 

 

11 
インド・ダージリン探訪と 

ブータン最大のお祭り 

パロ・ツェチュ鑑賞の旅 

2017年 4月 5日(水)～4月 13日(木)9日間 

旅行代金 398,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
インドのダージリンにてヒマラヤ山脈を鑑賞し

た後、陸路でブータンに入ります。そしてブー

タン最大のお祭りであるパロ・ツェチュを見学

します。お祭りは５日間にわたって行われます 

が、今回の旅 

ではクライマ 

ックス、大き 

なタンカの御 

開帳であるト 

ンドルを見学 

します。 

 
 

4/5 各地空港✈成田(羽田)✈デリー  (デリー泊) 

4/6 
デリー✈バグドグラ⇒ダージリン 

(ダージリン泊) 

4/7 
ダージリン(タイガーヒルにてヒマラヤ山脈眺

望、トイトレイン、散策)     (ダージリン泊) 

4/8 
ダージリン⇒シリグリ⇒国境(散策)⇒プンツ

ォリン                   (プンツォリン泊) 

4/9 
プンツォリン⇒ティンプー(メモリアルチョルテ

ン、タシチョゾン、バザール)  (ティンプー泊) 

4/10 ティンプー⇒パロ(パロ・ツェチュ祭) (パロ泊) 

4/11 
パロ(祭りのクライマックス・トンドル、タクサン

僧院)                         (パロ泊) 

4/12 パロ✈デリー(市内見学)✈       (機中泊) 

4/13 成田空港✈各地空港 

 

12 
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 

 

10 
第９回「光の教室」スタディツアー 

スラムに暮らす子ども達と 

ステージを創る旅 

2017年 2月 14日(火)～2月 28日(火)15日間 

旅行代金 229,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
ムンバイのスラムの子供たちが自立できるよう

に活動されている「光の教室」のスタディツア

ーです。普通の観光とは違い、子供たちの支援

に携わり、インドのスラムの実情と向き合う旅

です。 
 

 
 

2/14 関西空港✈デリー✈ムンバイ (ムンバイ泊) 

2/15- 

2/23 

ムンバイ滞在中は「光の教室」が協力してい

るダラヴィスラムでの活動を行います。 

(ムンバイ泊) 

2/24 ムンバイ✈デリー⇒アグラ      (アグラ泊) 

2/25 タージ・マハールとアグラ城の見学 

ロパ・ムドラ学校での記念行事参列、生徒た

ちとの交流。              (アグラ泊) 2/26 

2/27 アグラ⇒デリー✈            (機中泊) 

2/28 関西空港 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミャンマーの旅 

13 
世界三大仏教遺跡の一つバガン

仏教遺跡と聖地ゴールデン 

ロック、ミャンマー周遊の旅 

2017年 2月 5日(日)～2月 12日(日)8日間 

旅行代金 318,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
世界三大仏教遺跡の一つのバガンと、第五回の

仏典結集の地であるマンダレーに加え、ミャン

マーでは三回お参りするとお金持ちになれると

人気のゴールデンロックを参拝します。また、

ヤンゴン郊外のトンテーは、ほとんど観光客が

来ない古き良きミャンマーの姿が見られる村で

す。近代化されていないミャンマーを見られる

お勧めのコースです。添乗員は小松空港から同

行予定ですが、大韓航空が運航している各地空

港からもご参加頂く事が可能です。ご希望の際

はお問い合わせください。 
 

2/5 小松空港✈ソウル✈ヤンゴン (ヤンゴン泊) 

2/6 

ヤンゴン⇒バゴー(シュエターリャウンパゴ

ダ、チャイプーンパゴダ等)⇒ゴールデンロッ

ク                  (ゴールデンロック泊) 

2/7 
ゴールデンロック⇒ヤンゴン✈バガン 

(バガン泊) 

2/8 バガン(バガン遺跡見学・参拝)   (バガン泊) 

2/9 

バガン✈マンダレー(旧王宮、クドードゥパゴ

ダ、マーケット、マンダレーヒル等) 

     (マンダレー泊) 

2/10 
マンダレー✈ヤンゴン(シュエダゴンパゴダ、

スーレーパゴダ等)           (ヤンゴン泊) 

2/11 
ヤンゴン⇒トンテー(焼き物工房等)⇒ヤンゴ

ン(マーケット)✈                (機中泊) 

2/12 ソウル✈小松空港 

 

14 
スマナサーラ長老と行く 

ミャンマー瞑想の旅 

2017年 2月 8日(水)～2月 17日(金)10日間 

旅行代金 378,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
テーラワーダ仏教が今に息づき、人々の生活と

一体化している仏教先進国ミャンマーへ、スマ

ナサーラ長老と共に訪れ、瞑想実践をする旅で

す。現代ミャンマーの最大都市ヤンゴン、１１

世紀から１３世紀に栄えたミャンマー初の統一

王朝バガン朝の王都にして、いにしえの仏教遺

跡の残るバガン、ミャンマー最後の王朝である

コンバウン朝の１９世紀の王都であり仏教の中

心地でもあったマンダレーなどです。 
 

2/8 成田空港✈ヤンゴン         (ヤンゴン泊) 

2/9 

ヤンゴン⇒モービー 

２泊３日の瞑想合宿プログラム 

(チャンミェ瞑想センター宿泊施設) 

2/10 
瞑想合宿プログラム 

(チャンミェ瞑想センター宿泊施設) 

2/11 モービー⇒ヤンゴン          (ヤンゴン泊) 

2/12 
ヤンゴン✈バガン(バガン遺跡参拝・見学) 

(バガン泊) 

2/13 
(マハーガンダヨン寺院、

マンダレーヒル等)         (マンダレー泊) 

2/14 
マンダレー⇒メイミョー(森林僧院、洞窟寺院

等)                      (マンダレー泊) 

2/15 
マンダレー⇒ヘーホー(インレー湖遊覧) 

(インレー湖泊) 

2/16 
ヘーホー✈ヤンゴン(シュエダゴンパゴダ、モ

ーゴッ瞑想センター)✈           (機中泊) 

2/17 成田空港着 

 

15 
敬虔なる仏教徒の国 

ミャンマー寺院参拝の旅 

2017年 2月 20日(月)～2月 27日(月)8日間 

旅行代金 298,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
通常訪れる世界三大仏教遺跡のバガン、ミャン

マー最大の都市で最大・重要なパゴダがあるヤ

ンゴン、マンダレーの遺跡や寺院に加え、ビル

マの竪琴のロケ地にもなったバゴー、ミャンマ

ーの方は必ず参拝したいというゴールデンロッ

ク、メテオラを彷彿させる山の上のナッ信仰総

本山のポッパ山、ミャンマーで特に自然の美し

いインレー湖にも参ります。非常に盛り沢山な

充実した周遊コースとなっています。 
 

2/20 福岡空港✈バンコク✈ヤンゴン(ヤンゴン泊) 

2/21 

ヤンゴン(シュエダゴンパゴダ等)⇒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) 

2/22 
ゴールデンロック⇒ヤンゴン✈バガン(バガン

遺跡にて夕日鑑賞)            (バガン泊) 

2/23 
バガン(タビニュ寺院、アーナンダ寺院等)⇒

ポッパ山参拝⇒バガン         (バガン泊) 

2/24 

バガン✈マンダレー⇒アマラプラ(ウペイン橋

等)⇒マンダレー(マハムニパゴダ、マンダレ

ーヒル、シュナンド僧院等)   (マンダレー泊) 

2/25 
マンダレー✈ヘーホー⇒インレー湖(パウン

ドオーパゴダ、バザール等)  (インレー湖泊) 

2/26 

インレー湖⇒ヘーホー✈ヤンゴン(スーレー

パゴダ、アウンサンマーケット)✈バンコク✈ 

(機中泊) 

2/27 福岡空港 

 

16 
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 

 

ゴールデン・ロック（チャイティーヨー） 

ミャンマー人なら一度は参拝したいと言われるミャンマ

ー屈指の巡礼地で、三回お参りすればお金持ちになれる

と言われています。チャイティーヨーの山頂直下に今に

も落ちそうな黄金の大岩（ゴールデンロック）があり、

その岩の上に高さ約７ｍのパゴダが建てられています。

このチャイティーヨーパゴダに納められている釈尊の頭

髪が岩のバランスを取っていると言われています。 

バガン 

バガンはイラワジ河畔に位置するミャンマー最古の都であ

ります。１１世紀から１３世紀にかけてバガン王朝の都とし

て栄えました。その間、王家をはじめとして４００万近い数

のパゴダと寺院が建設されたと言われています。明記され

た確実な歴史では、アノータラー王が創始したバガン王朝

（1044年～1287年）に始まるイラワジ川東岸の一帯にある

約5千ものパゴダや僧院は、ここに王朝の都があった時に

建立されたものがほとんどで、インドネシアのボロブドゥー

ル、カンボジアのアンコールワットとともに世界三大仏教

遺跡のひとつに数えられています。 現在は２千塔余りに

すぎませんが、紺碧の青空と木々の美しい緑の広大な大

地に林立するパゴダ群はかつての栄華を偲ぶのには充

分すぎるほどです。 

バガン 

バガンはイラワジ河畔に位置するミャンマー最古の都であ

ります。１１世紀から１３世紀にかけてバガン王朝の都とし

て栄えました。その間、王家をはじめとして４００万近い数

のパゴダと寺院が建設されたと言われています。明記され

た確実な歴史では、アノータラー王が創始したバガン王朝

（1044年～1287年）に始まるイラワジ川東岸の一帯にある

約5千ものパゴダや僧院は、ここに王朝の都があった時に

建立されたものがほとんどで、インドネシアのボロブドゥー

ル、カンボジアのアンコールワットとともに世界三大仏教

遺跡のひとつに数えられています。 現在は２千塔余りに

すぎませんが、紺碧の青空と木々の美しい緑の広大な大

地に林立するパゴダ群はかつての栄華を偲ぶのには充

分すぎるほどです。 

 

バガン 

バガンはイラワジ河畔のミャンマー最古の都です。11世

紀から 13 世紀にかけてバガン王朝の都として栄えまし

た。その間王家をはじめとして 400万近い数のパゴダと

寺院が建設されました。アノータラー王が創始したバガ

ン王朝（1044 年～1287 年）に始まるイラワジ川東岸の

一帯にある約 5千ものパゴダや僧院は、ここに王朝の都

があった時に建立されたものがほとんどで、インドネシ

アのボロブドゥール、カンボジアのアンコールワットと

ともに世界三大仏教遺跡のひとつに数えられています。

現在は２千塔余りの仏塔や寺院が残っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サライお勧めの旅 

17 
海のシルクロード 

ベトナム６都周遊の旅 

2017年 2月 2日(木)～2月 9日(木)8日間 

旅行代金 248,000円 15名催行 
 

ツアーポイント 
19 世紀から 20 世紀にかけてベトナムに存在し

ていた阮朝の首都・フエ、国際貿易都市として

栄えた古い街並みのホイアン、大小 3,000 もの

奇岩、島々が存在する自然遺産・ハロン湾、ハ

ノイの旧称であるタンロン（昇竜）は 1010年か

ら 1804年までのベトナム諸王朝の都。各地に地

元の名物料理を召し上がっていただきます。 
 

 
 

2/2 
中部空港✈ホーチミン(サイゴン大精堂、戦

争証跡博物館等)          (ホーチミン泊) 

2/3 
ホーチミン(メコン川クルーズ、クチトンネル、

カオダイ教の寺院等)       (ホーチミン泊) 

2/4 
ホーチミン✈ダナン⇒ホイアン(日本橋、博物

館等)                      (ホイアン泊) 

2/5 
ホイアン⇒フエ(阮王宮、カイディン廟等) 

(フエ泊) 

2/6 フエ✈ハノイ⇒ハロン湾      (ハロン湾泊) 

2/7 
ハロン湾クルーズ⇒バッチャン陶器村⇒ハノ

イ(水上人形劇見学)            (ハノイ泊) 

2/8 
ハノイ(ホーチミン廟、タンロン皇城、文廟、一

柱寺等)✈                (機中泊) 

2/9 中部空港 

 

18 
アジア最後の秘境・敬虔な仏教徒

の国ラオスとベトナムのハノイ、

ハロン湾の旅 

2017年 2月 21日(火)～2月 28日(火)8日間 

旅行代金 268,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
中国に源を発する大河・メコンの恵みに感謝す

るラオスの素朴な人々の生活を、仏教を通して

ご覧いただきます。ベトナムは北部のフランス

統治の雰囲気の残る首都・ハノイと龍が降りた

った海の島々の景観をハロン湾に見ます。 
 

 
 

2/21 
関西空港✈ハノイ✈ビエンチャン 

(ビエンチャン泊) 

2/22 
ビエンチャン(ワットシーサケット、国立博物

館、ブッダパーク等)      (ビエンチャン泊) 

2/23 
ビエンチャン✈ルアンパバン (プーシー市

場、プーシーの丘等)     (ルアンパバン泊) 

2/24 
ルアンパバン(托鉢風景、パクオウ洞窟、ク

ワンシーの滝等)        (ルアンパバン泊) 

2/25 
ルアンパバン(ワットマイ、ワットシェントーン)

✈ハノイ                     (ハノイ泊) 

2/26 
ハノイ(ホーチミン廟、文廟等)⇒バッチャン陶

器村⇒ハロン湾            (ハロン湾泊) 

2/27 ハロン湾クルーズ⇒ハノイ✈     (機中泊) 

2/28 関西空港 

 

19 
ベトナム周遊の旅 

～ハノイ、フエ、ホイアン、 

ホーチミンを訪ねて～ 

2017年 3月 1日(水)～3月 7日(火)7日間 

旅行代金 235,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
海の桂林と言われるハロン湾から、古都フエ、

アジア屈指のリゾート地ダナン、かつて日本人

街があったホイアン、ホーチミンとベトナムを

縦断する盛り沢山のコースです。 
 

 
 

3/1 羽田空港✈ハノイ             (ハノイ泊) 

3/2 ハノイ⇒ハロン湾⇒ハノイ       (ハノイ泊) 

3/3 ハノイ✈フエ(阮朝王宮)⇒ダナン (ダナン泊) 

3/4 日帰りホイアン観光(日本橋等)  (ダナン泊) 

3/5 
ダナン✈ホーチミン(戦争証跡博物館、永厳

寺、ベンタイン市場等)      (ホーチミン泊) 

3/6 ホーチミン(郊外のクチトンネル)✈ (機中泊) 

3/7 成田空港 

 

20 
霧社事件などの日本統治時代の

歴史を語る台湾縦断の旅 

2017年 4月 10日(月)～4月 15日(土)6日間 

旅行代金 192,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
台北で故宮博物院や中正記念堂、忠烈祠、郊外

の九份、近年人気の景勝地である日月潭を訪ね

る一般的な訪問地はもちろん、その他、本願寺

の別院や別院跡、二二八事件の地や、霧社事件

の関係地など訪問する観光の要素と勉強の要

素、それぞれを兼ねそろえたツアーです。 
 

 
 

4/10 
中部空港✈台北⇒台中(宝覚寺、彩虹眷村) 

(台中泊) 

4/11 

台中(西本願寺台湾別院・光明寺)⇒清流集

落(セデック族と交流)⇒霧社山胞抗日起義

記念公園⇒日月潭           (日月潭泊) 

4/12 
日月潭(文武廟、湖畔散策)⇒台南(赤嵌楼) 

(台南泊) 

4/13 
台南(安平樹屋、府中街等)⇒高雄(寿山公

園、竜虎塔、蓮池譚)            (高雄泊) 

4/14 
高雄⇒台北(東本願寺台北別院跡地、二二

八平和公園、九份老街)(台北泊) 

4/15 
台北(故宮博物院、中正記念堂、忠烈祠)✈

中部空港 

 

22 
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

ンタマーニ高原のバトゥール湖とバトゥール寺

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 

 

21 
中央アジアに唯一残る仏教遺跡

テルメズと世界遺産のオアシス

を訪ねるウズベキスタンの旅 

2017年 6月 6日(火)～6月 13日(火)8日間 

旅行代金 298,000円 10名催行 
 

ツアーポイント 
中央アジア唯一の仏教遺跡であるテルメズ、シ

ルクロードのオアシスとして栄えたタシケン

ト、「青の都」と称されるサマルカンドなど、見

どころを効率良く周遊します。アシアナ航空運

航の成田、中部、関西、福岡の各空港より発着

可能です。 
 

 
 

6/6 各地空港✈ソウル✈タシケント(タシケント泊) 

6/7 
タシケント(国立博物館、伝統美術博物館)✈ 

テルメズ                   (テルメズ泊) 

6/8 
テルメズ(ファヤズテパ、カンプルテパ、ズル

マラ仏塔等)              (テルメズ泊) 

6/9 
テルメズ⇒鉄門⇒ブハラ(チャールミナール、

ラビハウス等)                (ブハラ泊) 

6/10 
ブハラ(カラーンミナレット、バラハウズモスク

等)⇒サマルカンド        (サマルカンド泊) 

6/11 
サマルカンド(レギスタン広場、グリアミール

廟、ウルグベク天文台等)  (サマルカンド泊) 

6/12 
サマルカンド(ビビハニムモスク、シャーヒジ

ンダ廟)✈タシケント(ナボイ劇場)✈(機中泊) 

6/13 ソウル✈各地空港 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サライお勧めの旅 

24 
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 

 

25 アーユルヴェーダ 
 

アーユルヴェーダとは、「寿命の科学」「生命の

科学」を意味し、人間が肉体的にも精神的にも

健康に過ごす為のインド 5000 年の伝承医療で

す。アーユルヴェーダは体質の医学とも言わ

れ、個人が持っている体質を重視し、その体質

に合わせた健康増進を図る療法です。 
 

1 
各地空港✈成田空港✈コロンボ⇒ 

各地のアーユルヴェーダ専門ホテルへ 

2 初回問診後、アーユルヴェーダ施術 

3日目 

以降 
医師の指示によるアーユルヴェーダ施術 

帰国 

前日 

お昼にチェックアウト後、空港へ 

コロンボ✈               (機中泊) 

帰国 

日 
成田空港✈各地 

 アーユルヴェーダ施療だけでなく観光を組み込む事も可能です。 

お勧めアーユルヴェーダ専門リゾート施設 

シッダ

レーパ 

アーユルヴェーダ医師とセラピスト

が多数常駐する専門の老舗アーユル

ヴェーダリゾート施設。 

バーベ

リン 

スリランカの美しいビーチで休日を

満喫しながら本格的アーユルヴェー

ダで心と体の健康を取り戻します。 

アーユ

ピヤサ 

一年中ファンもエアコンもいらない

緑豊かなマータレーの高原にある本

格アーユルヴェーダホテルです。 

シャン

ティラ

ンカ 

本格的に治療に専念したい方、勉強

されたい方にはお薦めの日本人専用

のアーユルヴェーダ保養所です。 

ホテルの詳細は弊社のホームページにて写真

入りで詳しく紹介しています。また、よくある

ご質問も記載していますのでご覧下さい。 

ネパール復興支援の旅 

23 
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 
この時期はブータンの雨期が明けた頃に当たり

ます。日本の９月中旬と同じような気候、気温

です。短期間でブータンの魅力を凝縮した日程

です。タクサン僧院はゆっくり時間を取ってい

ます。また、この時期は日本の松茸にも負けな

いくらい美味しい、格安のブータンマッタケの

絶好のシーズンです。 
 

 
 

8/18 
鹿児島・福岡・関西・中部空港✈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(バザール)⇒パロ(パロゾン、キチ

ュラカン、民家訪問、博物館)      (パロ泊) 

8/21 パロ(タクサン僧院、バザール)    (パロ泊) 

8/22 パロ✈バンコク✈               (機中泊) 

8/23 ソウル✈鹿児島・福岡・関西中部空港 

 

27 
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４月１０日(月)～４月１９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。 
 

4/10 各地✈経由地✈カトマンズ （カトマンズ泊） 

4/11 
カトマンズ✈ルクラ⇒パグディン 2.827m      

（パグディン泊） 

4/12 パグディン⇒ナムチェ 3,446m （ナムチェ泊） 

4/13 
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） 

4/14 
エベレストビュー滞在 

（ホテル・エベレストビュー泊） 

4/15 
エベレストビュー⇒パグディン 

（パグディン泊） 

4/16 
パグディン⇒ルクラ✈カトマンズ         

（カトマンズ泊） 

4/17 カトマンズ※予備日       （カトマンズ泊） 

4/18 カトマンズ✈              （機中泊） 

4/19 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） 

26 
世界遺産を巡り、現地子ども達と 

交流するネパール・カトマンズ 

応援の旅 

2017年 3月 1日(水)～3月 5日(日)5日間 

旅行代金 185,000円 (空港税,ビザ代等含む) 10名催行 
 

ツアーポイント 
2015 年に発生した震災で大きな打撃を受けたカト

マンズは今も復興の為の支援活動が行われており

ます。このツアーではカトマンズ本願寺が支援する

被災した村や学校に訪問して、子ども達と交流し、

世界遺産の旧王宮や寺院、館がひしめくカトマンズ

の街並みにも訪れて、震災から復興の進み具合を見

て頂きます。観光立国であるネパールを応援するツ

アーです。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3/1 関西空港✈広州✈カトマンズ   (カトマンズ泊) 

3/2 

カトマンズ郊外(カトマンズ本願寺、ボランティア

団体が支援する村と学校を訪問し、交流) 

(カトマンズ泊) 

3/3 
カトマンズ(パタン、パシュパティナート、ボダナ

ート、スワヤンブナート等)      (カトマンズ泊) 

3/4 カトマンズ(バクタプル)✈           (機中泊) 

3/5 広州✈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 

 
 

 

 

 

 
  

認定 NPO法人 

インド政府公認 

北インド、ＵＰ州、クシナガラ（お釈迦様入滅の地）に、

病院を建設し、医療の恩恵を十分受けられない人たちの

ためにより良き医療と生活改善を無料で行うことを目

的としております。 

主な事業内容 

●プライマリーケアーを中心とした地域医療活動 

●生活改善を通じて公衆衛生活動 ●教育推進のための援助 ●ボランティアの育成 

 
〒440-0035 

愛知県豊橋市平川南町 73 

（豊橋メイツクリニック内） 

インド福祉村協会 
ＴＥＬ：0533-66-1010 

ＦＡＸ：0533-66-1073 

http://iwvs.jp 

紅茶を極める旅 

29 

ネパール・イラム、インド・ダージリン紅茶の旅 

2017年 4月 3日(月)～4月 10日(月)8日間 

旅行代金 315,000円 10名催行 
 

4/3 成田空港✈デリー        (デリー泊) 

4/4 
デリー✈バグドグラ✈ダージリン (茶

畑、テイスティング)    (ダージリン泊) 

4/5 
ダージリン(紅茶工場見学) 

(ダージリン泊) 

4/6 ダージリン⇒イラム        (イラム泊) 

4/7 
イラム(紅茶工場見学)⇒ダンクタ 

(ダンクタ泊) 

4/8 
ダンクタ(ジュンチャバリ茶園)⇒ビラトナ

ガル✈カトマンズ      (カトマンズ泊) 

4/9 
カトマンズ(市内見学)✈デリー✈ 

(機中泊) 

4/10 成田空港 

 

ヒマラヤの麓 高級紅茶の

２つの産地 ファーストフ

ラッシュのネパール・イラム

とインド・ダージリンへ。各

地の茶園や紅茶工場を中心

として、紅茶文化も訪ねる紅

茶に特化した旅行です。ネパ

ールの復興を兼ねたツアー

です。添乗員も同行する安心

な旅行です。日本各地からの

国内線の手配も可能です。お

問い合わせください。 

28 

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 
 

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 

エッラで宿泊する 

98エーカーズリゾートホテル→ 

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 



〒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 

 

〒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。 

エジプト航空チャーター便利用！エジプトの旅 

この度、エジプト・日本友好の翼として、関西空港・成田空港からエジプトへのチャーター直行便の運航が決定しま

した。トラベルサライでは、直行便を利用したエジプトツアーを企画致しました。通常、エジプトは中東やヨーロッ

パを経由する為、乗り継ぎで非常に時間がかかりますが、直行便はとても良い時間帯です。ぜひこの機会にご参加く

ださい。 

30 
エジプト航空直行チャーター便利用 

エジプトハイライトの旅 

2017年 3月 5日(日)～3月 12日(日) 8日間 

旅行代金２６８，０００円 10名様催行 
 

3/5 関西空港✈成田空港✈ルクソール  (ルクソール泊) 

3/6 
ルクソール東岸観光(カルナック神殿、ルクソール神

殿)                         (ルクソール泊) 

3/7 
ルクソール西岸観光(王家の谷、ツタンカーメンの墓、

ハトシェプスト女王葬祭殿)         (ルクソール泊) 

3/8 
ルクソール⇒(ホルス神殿、コムオンボ神殿)⇒アスワ

ン                           (アスワン泊) 

3/9 
アスワン⇒アブシンベル(大神殿、小神殿)⇒アスワン

(アスワンハイダム)               (アスワン泊) 

3/10 
アスワン✈カイロ(モハメドアリモスク、バザール)⇒ギ

ザ(ピラミッド、スフィンクス)              (ギザ泊) 

3/11 
カイロ考古学博物館 

カイロ✈                        (機中泊) 

3/12 関西空港✈成田空港 

ファルーカ(帆船)のクルーズやネフェルタリ王妃の墓見学のオプ

ショナルツアーもございます。詳細はパンフレットをご請求下さ

い。 

エジプトは、世界でトップクラスの歴史のある国です。紀元前６０００年頃にナイル河沿いに集落を形成しはじめ、

紀元前３０００年頃にはメネス王がファラオ（神権皇帝）という称号でエジプトを統一し、古代エジプト王国時代が

幕を開けます。古代エジプト王国時代、ファラオは神の化身として神権政治を行いました。神が国を治めるので、フ

ァラオの権力は絶大でした。紀元前２５００～２６００年頃、クフ王、カフラー王、メンカウラー王という３人のフ

ァラオが現在のエジプト観光の目玉であるギザの三大ピラミッドを造りました。エジプトが最も繁栄した紀元前１６

００年～１２００年頃の新王国時代は、エジプト唯一の女王・ハトシェプスト女王、ツタンカーメン王、ラムセス２

世などが統治していました。エジプト観光のハイライトのアブシンベル神殿やルクソール神殿はこの時代に造られま

したが、これらは異民族との戦いの勝利を、神の化身ファラオに感謝する意味で建てられました。また、王家の谷は

この新王国時代のファラオの為のお墓群です。エジプト考古学博物館は、かの有名なツタンカーメンの黄金マスクを

筆頭に、１２万点もの展示物がある世界有数の博物館です。見所が沢山あります。 

今回訪問するカイロやギザの周辺と、ルクソールからア

ブシンベルまでのナイル川沿いは、外務省の海外安全情

報の危険度のレベルは１に指定されています。 

これは、インド、ネパール、スリランカ、カンボジアと

全く同じです。トラベルサライの旅行ではより安心して

ご参加頂く為に、移動および観光中は全てツーリストポ

リスが同行します。また、観光の直前には、現地会社の

スタッフもしくは民間の警備会社が安全の下見をしま

す。安心してご参加ください。 

ルクソール神殿 


