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世界遺産第１号。
ライトアップされた
大神殿も鑑賞

デンデラ

ツアーマップ

日次 都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス　ご自宅～空港

スーツケース無料託送サービス　空港～ご自宅

午後、千歳空港より航空機にて羽田空港へ。着後、リムジンバス（実費：￥
3,100）にて成田へ。夜、成田空港より中東系航空会社にて出国。

─
朝、ドバイまたはアブダビにて航空機を乗継ぎ、カイロへ。
午前、カイロ到着。午後、サッカラにて 階段ピラミッド と、 マスタバ古墳 
を見学します。またアラバスター（雪花石膏）製のスフィンクスと横たわる
ラムセス2世の巨像で有名なメンフィスにもご案内します。
カイロ／ギザ地区に連泊 です。
─

終日、ゆったりギザのピラミッドの観光です。
午前、ギザのピラミッドを観光します。 三大ピラミッド のビューポイント、
太陽の船博物館 、また、ピラミッドの内部観光にご案内します（クフ王また
はカフラー王のピラミッド）。
午後、 スフィンクス と河岸神殿の見学です。パピルス作りの実演もご紹介
します。
─

終日、専用バスにて、ナイル川西岸沿いに走り、エル・ミニヤへ向かいます。
途中、ダハシュールで 赤ピラミッド と 屈折ピラミッド を、メイドゥームで 
真正ピラミッド を見学します。
─

終日、専用バスにて、ナイル川西岸を南下します。午前、ベニハッサンへ。美
しい壁画の残る地方豪族の 岩窟古墳群 をご案内いたします。
午後、フェリーにてナイル東岸に渡り、太陽神アテンを唯一神とした古代エ
ジプトの宗教改革王アメンヘテプ4世の王宮都市遺跡で、アマルナ文書で
も知られる テル・エル・アマルナ を見学します。アマルナ芸術の装飾画な
どをご紹介いたします。夕刻、アシュートへ。
─

午前、専用バスにて、ナイル川をさらに南下し、古代のテーベ・ルクソールを
めざします。午後、エジプトで最も美しいレリーフの残るアビドスの セティ
1世葬祭殿 やオシレイオンを見学します。その後、デンデラにてクレオパト
ラのレリーフが残る ハトホル神殿 をご案内いたします。美しいハトホル女
神の天体図は必見です。夕刻、ルクソール到着。
夜、カルナック神殿のサウンド・アンド・ライト（音と光のショー）へご案内い
たします。
─

午前、ルクソール西岸にて、 王家の谷 のツタンカーメン王の墓や墓泥棒
の裁判で有名な メディスト・ハブ の神殿群、 ハトシェプスト女王葬祭殿 な
どを見学します。
夕刻、クルーズ船に乗船します。船から眺めるルクソールの夕焼けは絶景
です。 4泊5日のナイルクルーズの出発 です。
夜、ルクソールのスーク散策へご案内いたします。
─

午前、ルクソール東岸の観光。
カルナック大神殿 、 ルクソール神殿 を見学します。
午後、ナイルの風に乗って、エスナへとクルージングします。アフタヌーン・
ティーを楽しみながら、赤く白く乾いた大地、岸辺の緑地帯、そして限りな
く青いナイルの風景をお楽しみください。
─

午前、エドフまで、クルージングをお楽しみください。
着後、馬車にて、エドフの ホルス神殿 へご案内いたします。
午後、コムオンボまでのクルージングをお楽しみください。コムオンボ到着
後、ナイロメーターで知られる ソベク神殿 を見学します。
夜は、船内にてエジプシャン・ナイトです。ガラベーヤ・パーティーをお楽し
みください。
─

午前、アスワンに向けて、最後のクルージングです。午後、アスワン到着後、
アギルキア島（フィラエ島）の イシス神殿 をご案内いたします。また、白い
帆掛船ファルーカにて、ナイル川の遊覧をお楽しみください。

─
午前、アスワンハイダムや切りかけのオベリスクを見学後、バス又は航空
機にて、ナセル湖を越え、アブシンベルへ。 ラムセス2世大神殿 と王妃ネ
フェルタリの ハトホル小神殿 を見学します。
夜は幻想的にライトアップされたアブシンベル大神殿で音と光のショーに
ご案内いたします。
─

早朝、アブシンベルの日の出へご案内します。
午前、専用バスにて、砂漠道路を走り、アスワンへ。着後、航空機にて、カイ
ロへ戻ります。着後、ハーン・アル・ハリーリバザールへご案内します。

─
午前、 エジプト考古学博物館 をゆっくりと見学します。ツタンカーメン王
の黄金のマスクを筆頭に、テル・エル・アマルナや王家の谷の発掘品をご覧
いただきます。
午後、世界遺産・モーゼゆかりの コプト地区 （コプト博物館、聖ジョージ教
会など）を見学し、空港へ。
夜、航空機にて帰国の途へ。
─

深夜、ドバイまたはアブダビにて航空機を乗継ぎ、成田へ。
午後、成田空港到着後、リムジンバス（実費：￥3,100）にて羽田へ。羽田より
国内線にて千歳へ。夜、千歳空港到着後、解散。
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■募集人員／18名様定員
■最少催行人数／10名様
■全食事付／朝食11回・昼食12回・夕食11回
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要） 
■エジプト査証料・同取得手数料／￥7,560
※パスポート残存期間／帰国日まで6ヶ月
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
しません。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅～空港～ご自宅］
■クルーズ船のチップが別途必要です。
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
※大阪発着：同一料金
※成田発着：￥10,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

■ギザ／ピラミッズパーク、グランドピラミッズ、
モーベンピック・ピラミッド
■ミニヤ／MG・ネフェルティティ
■アシュート／アルワタニア、オーロラ
■ルクソール／ソフィテル・カルナック、シュタイ
ゲンベルガー、カルナック・リゾート
■クルーズ／MSアイ・ハムラ★★★★★
■アブシンベル／ネフェルタリ、セティファースト
■カイロ／ラムセス・ヒルトン、ソフィテル・ゲジラ
※12泊目のカイロ宿泊はギザ地区宿泊に変更
になる場合がございます。

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

■カイロからアブシンベルまでバスと船を利用し、エジプトの広大な大地を縦断
します。カイロからルクソールまでバスで走ることにより、通常のツアーでは
省略されがちな、地方豪族の岩窟古墳遺跡ベニハッサン、エジプト古代史上、
重要な地であるテル・エル・アマルナ、エジプト一美しいレリーフが残るアビド
スやクレオパトラのレリーフで有名なデンデラの上エジプトを代表する四遺
跡へご案内いたします。ギザからアブシンベルへ歴史順に訪れるのも魅力で
す。

■快適な4泊のナイルクルーズに乗船します。主に夜間は停泊しておりますの
で、エンジン音などで睡眠が妨げられる心配もございません。全室バスタブ、
エアコン付きの5つ星クルーズです。プール、サンデッキ、バーラウンジ、ギフ
トショップなどの設備を持ち、午後のクルージング時には、サンデッキにもアフ
タヌーンティーとクッキーが用意されるなど、うれしいサービスもあります。ガ
ラベーヤ・パーティーなどの夜の様々なイベントも楽しみです。形式ばったも
のは何もございませんのでリラックスした服装でくつろげる4泊のナイルクル
ーズをお楽しみください。ゆっくりとした上りですので、観光でいっぱいいっぱ
いになってしまいがちな下りの3泊クルーズではない点にご注目ください。

■アブシンベルに宿泊することにより、星空に幻想的に、しかも大迫力で浮かび
上がるライトアップされたアブシンベル大神殿がご覧いただけますし、ご希望
の方は、朝日に照らされるアブシンベル神殿にもご案内いたします。

クフ王［右］とカフラー王のピラミッド（ギザ）

アブシンベル（ハトホル小神殿）

ファルーカ

ハトホル神殿 イシス神殿

※ミニヤ、アシュート、アブシンベルのホテルは、それぞれ
の地域では最も良いホテルですが、土地柄、水回りやお
湯の出など、設備上不十分な点がございます。予めお含
みおきください。
※右記の時間は､すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ
スを提供できるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
※利用予定航空会社：エミレーツ航空、エティハド航空、カ
タール航空、トルコ航空

エジプト・バス縦断とナイル河クルーズの旅

千歳発着14日間バスと船を利用した本格的なエジプトの旅

［機中泊］××Ｋ

［カイロ／ギザ地区泊］ＫＬＤ

［カイロ／ギザ地区泊］ＢＬＤ

［ミニヤ泊］ＢＬＤ

［アシュート泊］ＢＬＤ

［ルクソール泊］ＢＬＤ

［クルーズ泊］ＢＬＤ

［クルーズ泊］ＢＬＤ

［クルーズ泊］ＢＬＤ

［クルーズ泊］ＢＬＤ

［アブシンベル泊］ＢＬＤ

［カイロ泊※］ＢＬＤ

［機中泊］ＢＬＫ

ＫＫ×

11月24日（火）発～12月7日（月）着…￥435,000
￥49,800（クルーズ船も含む）一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金

ツアーのポイント
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