アケメネス朝の大遺跡と沈黙の塔、そして『世界の半分』
イスファハン

イラン・古代ペルシャの旅

千歳発着11日間 ㈱世界紀行

日次

シラーズとイスファハンに3連泊
バラの花の季節です

サール・イ・ヤズド城

ご旅行条件

5月14日（月）発〜5月24日（木）着…￥428,000
一人部屋利用追加料金

ナグジェ･ロスタム

￥57,000

薔薇の国ペルシャ・心の旅
イランの歴史のハイライトコースに、ペルシャ文明を彩ったゾロアスター
教の聖地ヤズド、ペルシャ美術を代表する建築や遺産が集まるイスファハ
ン、
シラーズの滞在［各3連泊です］
や魅力的なペルシャの村の訪問を加え
ました。アラブ人が大多数の中東諸国の中でも、周囲に染められることな
く、自分たちの文化を守り続けてきたペルシャの魅力を、都市や地方でバ
ラの花の季節にお楽しみいただきたいと思います。非常に親しみやすく、
気さくなイランの人々との触れあいも、
この国を旅する楽しみです。

カスピ海

トルコ

■募集人員／18名様定員 ■最少催行人数／10名様
■全食事付／朝食8回・昼食9回・夕食8回
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
■イラン査証料・同取得手数料／￥12,000（別途必要）
■旅券残存期間／6ヶ月以上
※事前にパスポート本体をお預かりいたします。
■査証欄／左右見開き1ページ要
■査証用証明写真／2枚要
（カラーもしくは白黒／3cm×4cm／背景は白
色のもの／スナップ写真不可／眼鏡着用不可）
■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合せください。
※成田発着：￥15,000引き
※大阪・名古屋・福岡発着：同一料金

ご利用予定ホテル
イラク

■シラーズ／ホマ、パルスインターナショナル、
パルシャン、
チャムラン、
セタレガン
■ヤズド／ラレ・インターナショナル、サファイ
エ、
ガーデン・モシール、モシール・ガーデンダ
ード
■イスファハン／アッバーシ、
コウサル、アリカ
プ、
ピロージ
■テヘラン／アサディ・グランド、
エステグラル、
エンゲラーブ、ホマ、ラレ・インターナショナ
ル、
エスピナース、
ホワエイゼ、
アサレ
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

テヘラン
（泊）

イラン
イスファハン
（3泊）

Ｐ

メイボット
ヤズド
（泊）

チョガザンビール

サール・イ・ヤズド
ペルセポリス
シラーズ
（3泊）

パキスタン
ペルセポリス

ペルシャ湾
ツアーマップ

ドーハ

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

■■■ペルセポリスをゆっくり観光■■■

ドバイ

アケメネス朝ペルシャの祭祀の都（前520年〜）。中東三大遺跡の
ひとつ。アパダーナ
（謁見の間）東階段のレリーフ
（属国からの使者
の像）
は必見です。

オーマン湾
0

午後、千歳空港より、国内線にて、成田へ。
夜、成田より、
エミレーツ航空（※）
にて、
ドバイへ［22:00発］。
［機中泊］××Ｋ
─
朝、
ドバイ到着後、航空機を乗継ぎ、
テヘランへ［08:25着］。着後、
かつて
ドバイ
のシャーの宝石コレクションで銀行地下金庫にある宝石博物館、美しいペ
テヘラン
ルシャングラスを展示するアブギーネ・ガラス博物館を見学します。
2
夕刻、航空機にて、詩人に愛された美都・シラーズへ。
シラーズに3連泊 します。
シラーズ
［シラーズ泊］ＫＬＤ
─
終日、
『 バラの街』
シラーズ市内観光です。
シラーズ
ザンド朝の宮廷キャリムハン城塞、ペルシャを代表する詩人ハーフェズ廟
とサアディー廟（地下のチャイハネ）、バラ園で有名な 世界遺産エラム庭
園 、
『 万華鏡』鏡細工のアリー・エブネ・ハムゼ聖廟、
『ローズモスク』の別名
3
を持つナスィーロルモルク・モスク、
『オレンジ庭園[ナーレンジェスタン]』
と
呼ばれるカヴァーム園、パールス博物館など、
『 詩人とバラの街』
をゆっくり
とご案内します。おいしいパン屋さんにも立寄ります。
［シラーズ泊］ＢＬＤ
─
（ペルセポリス） 午前、紀元前６世紀、
ダリウス大王やクセルクセス王により建設され、
アレク
サンダーによって滅ぼされた、
アケメネス朝ペルシャの大宮殿 世界遺産
ペルセポリス 見学（大階段、
クセルクセス門、謁見の間アパダナ、百柱の間
など）
します。繊細なレリーフ群や人面牛身像は必見です。
4
（ナグシュ・ラジャブ） 午後、岩窟彫刻ナグシュ・ラジャブや、
アケメネス朝の岩窟王墓ナグシェ・ロ
（ナグシェ・ロスタム） スタムをご案内します。
夕刻、大塩湖へご案内します。
［シラーズ泊］ＢＬＤ
─
シラーズ
午前、
アケメネス朝の最初の都 世界遺産パサルガダエ （キュロス大王[2
パサルガダエ 世]の墓、キュロス大王の宮殿庭園跡）を見学します。その後、専用バスに
て、
アケメネス朝やササン朝の国教・ゾロアスター教の聖地ヤズドへ。
5 サール・イ・ヤズド 途中、ササン朝の砂漠の故城サール・イ・ヤズドに立寄ります。
ヤズドでは、名物料理・卵入りのエシュカネやヤズド風ポタージュ・ショーレ
ヤズド
ーもご賞味ください。
［ヤズド泊］ＢＬＤ
─
午前、ヤズド市内観光。1500年以上も燃え続けている聖なる火を祀るゾ
ロアスター教拝火神殿、
かつて、鳥葬・風葬に使用された沈黙の塔・ダフメ、
アミール・チャフマク広場、
イランで最も高いミナレットを持つカビール・ジ
ャーメ・モスク、
ヤズドの城壁などを見学します。
午後、
メイボッドのナライン故城を訪れます。その後、
専用バスにて、
世界の
6 ヤズド
メイボッド
半分の宮殿と世界の半分の庭園と世界の半分のモスクがあると謳われた、
サファヴィー朝の都・イスファハンへ。途中、
シルクロードの隊商宿「キャラ
バンサライ」の跡や、
人工水路カナート
（カーレーズ）
をご覧いただきます。
イスファハン イスファハンに3連泊 です。
［イスファハン泊］ＢＬＤ
─
イスファハン 終日、
『 世界の半分』
イスファハンの市内観光。
モスクのドームがペルシャンブルーに輝く 世界遺産イマーム広場（王の広
場）（イラン・イスラム芸術の集大成イマームのモスク[王のモスク]、
シャ
イフ・ロトフォラーモスク、アリ・カプ宮殿など）、古来変わらぬ「ペルシャの
7
市場」の雰囲気を残すバザール、ザーヤンデ川に美しいアーチを映すスィ
ーオセ橋（33アーチ橋）など、
サファヴィー朝の栄華をご案内いたします。
［イスファハン泊］ＢＬＤ
─
イスファハン 終日、
『 世界の半分』
イスファハンの市内観光。
世界遺産ジャーメ・モスク
（金曜日のモスク）、世界遺産チェヘル・ソトゥー
ン宮殿（四十柱宮殿） 、
アルメニア教会のヴァンク大聖堂へご案内します。
8
夕食後は、
ライトアップされたハージュ橋やイマーム広場など、
イスファハ
ンの夜景をお楽しみください。
［イスファハン泊］ＢＬＤ
─
イスファハン 午前、専用バスにて、キャルキャス山の麓、
ピンク色に染まるアブヤーネ村
アブヤーネ村 へ。斜面に建つ家々の景観が美しい、村の散策をお楽しみください。
午後、緑美しいオアシス都市・カシャーンへ。サファヴィー朝アッバース1世
9 カシャーン
が楽園として愛したペルシャ式庭園 世界遺産フィン庭園 を観光します。
テヘラン
夕刻、
テヘランへ戻ります。
［テヘラン泊］ＢＬＤ
─
午前、ペルシャ文明の遺産を展示するイラン考古学博物館を見学いたしま
す。昼食は、壺の中で煮た伝統料理アブグシュトをお召し上がりください。
午後、 世界遺産ゴレスタン宮殿博物館 と、
かつてのシャーの宮殿サアダ
10
ーバード宮殿博物館へご案内します。
テヘラン
夜、
エミレーツ航空にて、
ドバイへ［21:20発］。
［機中泊］ＢＬＫ
─
ドバイ
ドバイ到着後、
エミレーツ航空を乗継ぎ、帰国の途へ。
成田
夕刻、成田空港到着［17:35着］。入国後、
リムジンバス
（実費￥3,100）
に
11 羽田
て羽田へ移動し、国内線にて、千歳へ［21:55着］。
千歳
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅
−Ｋ×

1

★服装
以前に比べかなり自由になってまいりました
が、女性の方は外国人にも服装の規制があり、
髪の毛をある程度隠すスカーフか大きめのハ
ンカチをご用意ください。色や柄はどんなもの
でも構いません。詳しくはお問合せください。
★お酒
アルコール類は持ち込み禁止です。現地では
ノンアルコールビールのみとなります。

ご旅行期間とご旅行代金

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

イスファハンのバザールにて（イメージ）

2018年

都市名

※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
スをご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、
カタール航空、タ
ーキッシュエアウェイズ［利用航空会社により経由地が
変更になります］

千歳
成田

0

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

※校正回数の削減にご協力のほど何卒よろしくお願いいたします（10）★★★★★★★★★★

