
■募集人員／18名様定員
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食8回・昼食8回・夕食8回
■エチオピア査証料・同取得手数料／￥8,500（別途必要）
■査証用写真／1枚（縦4.5cm×横3.5cm）
■旅券残存期間／6ヶ月以上
■査証欄／1ページ以上要
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
■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］
※ビジネスクラス追加料金はお問い合わせください。
※関空発着：同一料金／成田発着：￥10,000引き

ご旅行条件ご旅行条件

■バハールダル／アヴァンティ・ブルーナイル、
ジャカランダ、タナ、クリフトゥ・リゾート
■ゴンダール／タヤ、ゴハ、フロリダインターナ
ショナル、AGホテル、エル・シェープ
■ラリベラ／ローハ、マウンテンビュー、マリベ
ラ、パノラミック・ビュー、トップ・トゥウェルブ
■アクスム／コンスラール・インターナショナ
ル、イェハ、ラムハイ、ナショナル、ヤレド・ゼマ・
インターナショナル、サビアン
■アジスアベバ／ラディソン・ブリュ、インターコ
ンチネンタル、ヒルトン、キャピタルホテル、ゴ
ールデン・チューリップ
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

ご利用予定ホテルご利用予定ホテル

※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
スがお受けになられ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。
※エチオピア国内における航空機の運行スケジュール
は、非常に流動的です。スケジュールの変更等により、
訪問順序、宿泊都市等を変更させていただく場合がご
ざいます。
※エチオピアのホテル等の施設は、まだ国際基準に達し
ておりませんので設備・サービスは不十分です。予めお
含み置き下さい。また、地域によってはお湯の出る時間
帯が限られているところもございます。
※エチオピア教会見学の際、全ての場所で靴を脱いで入
場となります。

（注）道路状況により、ご覧いただけない場合がございま
す。

プレスター・ジョンの伝説

◆欧州観光貿易評議会（ECTT）によって、2015年にエチオピアが「世界最高
の観光地」に選ばれました。
◆独自のユダヤ・キリスト教文化を築いた、歴史の国エチオピアに、壮大な文化
遺産とキリスト教的エチオピア芸術の数々を訪ねます。
◆青ナイルの水源・タナ湖、ナイルの滝、シミエン山地などエチオピアの自然も
楽しみます。
◆5つの世界遺産を巡る、エチオピアのハイライトのコースです。
◆エチオピアまでは敢えて、快適なエミレーツ航空を利用します。

　中世の時代、ヨーロッパの十字軍とイスラム
軍は聖地エルサレムをめぐって何度も戦いを繰
り広げました。劣勢にたたされた十字軍の間で
は、遙か遠くの地に司祭（プレスター）であるヨ
ハネ（ジョン）が収める一大キリスト教国があり、
イスラム軍を一掃してくれるとの噂が広がりま
した。そして、その地はエチオピアであるとヨー
ロッパの人々は信じたのです。その理由は、古く
から独自のキリスト教文化を守って発展してき
たこの国には、不思議な教会群があり、裕福な
巨大国家だったことが知れ渡っていたからで
す。実際には当時のエチオピアはイスラムに対
して勝利をもたらすほどの国力はありませんで
した。ヨーロッパ側からすると、大変珍しい教会
群が一面に広がる土地ではありましたが、ただ
それだけだったのです。
　16世紀にポルトガルの司祭がこれら岩窟教会
群を見たときに、あまりの美しさに目を奪われ、
ポルトガル王に報告しても信じてもらえないと思
ったため、途中で報告をやめてしまったほどです。
　現在でも、今から800年も前の12世紀に、
どのようにして固い岩山を削ってこのような教
会群を作り得たのか、正確なところはわかって
いません。
　エチオピアの歴史は古代から伝承や口伝で
成り立ってきました。そのため他の国とは異な
り、現在では証明しづらいことが多いのですが、
しかしその伝承を信じて生活するエチオピアの
人々を見ると、そこにはロマンがあり、文献的歴
史の中に暮らす私たちとは違ったもうひとつの
歴史世界があるように思えます。
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夕刻、千歳空港より、航空機にて、成田空港へ。
夜、成田空港より、エミレーツ航空にて、アラブ首長国連邦のドバイへ［22：
00発］。
─

早朝、ドバイ到着後、エミレーツ航空を乗継ぎ、エチオピアの首都・アジスア
ベバへ［13：30着］。着後、早めにホテルに入ります。

─
朝、航空機にて高原地帯のバハールダルへ［07:50発］。着後、通称「煙を
吐く水」と呼ばれる青ナイルの滝ティス・イサットをご覧いただきます。
午後、ボートにて、青ナイルの水源・タナ湖の観光へご案内いたします。ゼ
ゲ半島には13～17世紀のエチオピア正教の修道院があり、美しい色彩
のキリスト教絵画が描かれております。ウラ・キダネ・ミフレット修道院など
を訪問します。
その後、ジャカランダ街道を走り、青ナイルとタナ湖が一望出来るビューポ
イントへもご案内します。
─

午前、専用バスにてエチオピア高原を走り、エチオピア最初の首都・ゴンダ
ールへ。途中、「神の指」をご覧いただきます。
午後、 世界遺産 ゴンダール の観光（ゴンダールがエチオピアの中心だっ
た時代に建てられた歴代皇帝の宮殿群や王の浴場跡など）。
ゴンダールに連泊 です。
─

午前、古代ユダヤ教を信奉する失われた部族（ブラックジュー）ゆかりのフ
ァラシャ村を訪れます。また、 世界遺産 シミエン山地 の風景も楽しみま
す。
午後、天井いっぱいに描かれた羽のある天使画で有名な聖三位一体教会
（ベルハン・セラシー教会）を見学します。
─

午前、航空機にてエチオピア正教の聖地・ラリベラへ［09：15発］。
着後、 世界遺産 ラリベラ岩窟教会群 の観光。アブラハムやイサクの墓標
があるベタ・マダハニ・アラム教会、ダビデの星などの美しいレリーフが残る
バタマリアム教会、アダムとイブの墓など第１グループを見学します。
ラリベラに連泊 です。
─

午前、前日に引き続き ラリベラ岩窟教会群 の観光。ガブリエル・ラファエル
教会、地獄の道、聖マニュエル教会、天国の道など第2グループの見学で
す。また、ラリベラ岩窟教会のシンボルである聖ゲオルギ教会も訪ねます。
午後、ラリベラ郊外にあるナクタラブ洞窟修道院をご案内いたします。

─
午前、航空機にて、アクスムへ［10:05発］。
着後、3000年以上の歴史を持つエチオピア建国の町 世界遺産 アクス
ム 市内観光（モーゼの授かった十戒「失われたアーク」が保存されている
ということで有名なシオンの聖母マリア教会（外観）、世界最大級のオベリ
スク、アクスム王国の王カレブの地下要塞（注）、シバの女王のプール、シバ
の女王の宮殿など）。また、エチオピア伝統のコーヒーセレモニーをお楽し
みください。
─

午前、航空機にて、アジスアベバへ戻ります［10:00発］。
着後、アジスアベバ郊外の 世界遺産 ティヤの石碑 へご案内します。

─
出発まで、アジスアベバ市内観光（人類最古の祖先「ルーシー」を展示する
国立博物館、聖三位一体大聖堂など）。
昼食は中華料理をご用意しました。
夕刻、エミレーツ航空にて、ドバイへ［15:40発］。
夜、ドバイ到着後、エミレーツ航空を乗継ぎ、帰国の途へ。
─

夕刻、成田空港到着［17:20着］。入国審査・税関検査ののち、リムジンバス
（実費￥3,100）にて、羽田空港へ。
夜、航空機にて、千歳空港へ［21:00発］。千歳空港到着後、解散［22:35着］。
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「世界最高の観光資源」 エチオピア 歴史探訪の旅

千歳発着11日間 ㈱世界紀行シバの女王の国に5つの世界遺産を訪ねて 快適なエミレーツ航空で行く

［機中泊］××Ｋ

［アジスアベバ泊］ＫＫＤ

［バハールダル泊］ＢＬＤ

［ゴンダール泊］ＢＬＤ

［ゴンダール泊］ＢＬＤ

［ラリベラ泊］ＢＬＤ

［ラリベラ泊］ＢＬＤ

［アクスム泊］ＢＬＤ

［アジスアベバ泊］ＢＬＤ

［機中泊］ＢＬＫ

－Ｋ×

3月6日（月）発～3月16日（木）着…￥495,000
￥54,000一人部屋利用追加料金

ご旅行期間とご旅行代金

ツアーマップ

ツアーのポイント

　エチオピアには4世紀頃にキリスト教が広まり、大半の住
民がキリスト教徒となりましたが、その後のイスラム勢力の
拡大によりアフリカのキリスト教徒たちはエルサレムへの巡
礼ができなくなってしまいました。そこで、当時のエチオピア
の王、ラリベラはこの地に教会群を建設し、第2のエルサレ
ムを建設しようとしたのです。その結果作られたのが岩を掘
りぬいて建物にした不思議な教会群です。13世紀の建造物
といわれる岩窟教会は全部で11基あり、今でもエチオピア
正教の重要な信仰の場として知られています。1978年に
世界遺産に登録されました。

ラリベラ岩窟教会群

　エチオピア文化発祥の地であり、ソロモン王を訪問したシ
バの女王の宮殿や浴場跡などが現在でも残されています。
モーゼの十戒を納めたアーク「契約の箱」が保管されてい
るという伝説があり、「エチオピアの聖地」とよばれ、現在で
も多くの巡礼者が訪れます。
　歴代のアクスム王は、海外遠征を繰り返し、ローマ帝国・ビ
ザンチン帝国と並ぶ紅海沿岸随一の貿易国として「アクスム
文化」を築き上げました。のちに、アクスム王国は世界最初
のキリスト教国となりました。1980年に世界遺産に登録さ
れています。

エチオピア正教の聖地アクスム

ラリベラ／聖ゲオルギ教会

ラリベラ（2泊）
バハールダル（泊）

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

都市名 スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地日次

2017年

36 37

★★★★

株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006 株式会社 世界紀行　☎：011－272－6006
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