オトラル Otrar

日次

大シルクロード・カザフスタンの旅

ンド・ブルーのドームが特徴的です。

アルマトゥ

■朝、航空機にて、大シルクロードの町・シュムケント
（旧チムケント）へ。

シュムケント

■着後、聖者ホジャ・アフメト・ヤサウィーの生まれ故郷・サイラムにて、
イブラ

賞味いただきます。またアルマトゥは、
ドイツ敗戦からソ連
崩壊時まで多くのドイツ人捕虜とその親族が暮らした街
で、
ソーセージとザワークラウトがおいしいことでも知ら
■現在、日本人観光客に対しては、
カザフスタン、ウズベキ
スタン両国ともに査証は免除されています。

オトラル

ご旅行条件

シュムケントに３連泊 です。
［シュムケント泊］ＢＬＤ
─
『 大シルクロード』のテュルキスタン（トルケスタン、古代のヤス）の
（テュルキスタン） ■終日、
見学。
「中央アジアにおける最大規模の歴史的建造物」で、青のドームが

美しい聖地 世界遺産 ホジャ・アフメト・ヤサウィー廟 、
ティムールの曾孫
■募集人員／16名様限定
■最少催行人数／8名様
娘の廟、地下モスク、
ハマーム、城壁の跡などをご案内します。
■全食事付／朝食7回・昼食7回・夕食6回
■途中、
シルクロードの都市国家オトラル（古代のソグド人都市タールバン
（オトラル）
■旅券残存期間／出国時6ヶ月以上
ド）の遺跡や、
コガム村のティムール時代のアルスタン・バプ廟も観光しま
（コガム村）
■千歳空港使用料／￥1,030（別途必要）
す。
［シュムケント泊］ＢＬＤ
■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。
（アクス渓谷） ■終日、西天山山脈に連なるアクス渓谷国立公園へ。着後、
『 悪魔の橋』
『千
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
の目の谷』
『ブラックホール』など景勝地を観光します。
しません。
■夕食には、仔羊の内臓とパプリカなどを炒めて、ナンにのせて食べるカル
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
イン・サンをどうぞ。
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
［シュムケント泊］ＢＬＤ
─
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
■朝、
シュムケント市内観光。歴史・郷土誌博物館や中央バザールへご案内
※成田・アシアナ航空運航の日本各地の空港か
します。
ら出国して、ソウルで合流するプランも同料
金にて承ります（日本の国内空港使用料が別
シルクロードを走り国境を越えて、
ウズベキスタン
シュムケント ■その後、専用バスにて、
途必要です）。
のタシュケントへ。夕食は、
中華料理です。
【利用航空会社】
アシアナ航空
タシュケントより、
アシアナ航空にてソウルへ［22:20発］。
タシュケント ■夜、
※スターアライアンスのマイルが貯まります！

ご利用予定ホテル
■アルマトゥ／オトラル、
カゾール★★★★
■シュムケント／メガポリス、
シュムケント・グラ
ンド★★★★
◎仁川のホテルは航空会社が手配するため、出
発当日のご案内となります。
※上記ホテル又は同等クラスとなります。
【注】移動距離と現地で見学できるものを考慮
し、タラスの観光はあえて含めておりません。

［機中泊］ＢＬＤ
─
ソウル
千歳

■午前、
ソウル到着［08:50着］。
■午後、
アシアナ航空を乗継ぎ、帰国の途へ［14:20発］。
■夕刻、千歳空港到着［17:00着］。入国検査終了後、
解散。
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

ＫＫ×

※上記の時間は、
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

本

本

れています。

など奇岩群をご覧いただきます。

日

シュルベクや、
『カザフスタン版の餃子』マンティなどもご

ギム・アタ廟、
カラシャーシュ・アナ廟、中世のミナレットなどを見学します。
■その後、聖山カジルルト山麓のケメカルガン村にて、
『 アダムとイブの岩』
■夕食はカザフの伝統料理ベシュバルマク
（カザクシャ・エト）です。

9

日

など名物料理の他、カザフスタンの『 平たい揚げパン』

12

［アルマトゥ泊］ＢＬＤ
─

米

米

自然も訪ねます。
■お米の料理パラウや、遊牧民の伝統料理ベシュバルマク
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の地下鉄にもご案内します。
■夕食には、
お米を使った民族料理パラウをご賞味ください。

南

オトラルなど他のシルクロード遺跡も魅力的です。
■西天山山脈のアクス峡谷など内陸アジアの知られざる大

残した数多くの遺産が展示されています。ソ連時代に造られたアルマトゥ

8

南

■西突厥の町・サイラムや激動の中世ユーラシア史の舞台・

イでコクトベの丘にご案内します。国立中央博物館には、古の騎馬民族が

中

中

者が今も絶えません。ティムールゆかりの美しいサマルカ

■終日、
アルマトゥ市内観光。中央バザール、
ゼンコフ正教会や、
ロープウェ

ダ

治下のイスラム教の聖者で、中央アジア各地からの巡礼

ゼンコフ正教会（アルマトゥ）

アルマトゥ

ナ

ト・ヤサウィー廟』を見学します。ヤサウィーはティムール

新疆

す。
［アルマトゥ泊］ＢＬＤ
─

カ

ダ

アクス渓谷

■夕食は馬肉の腸詰めを大鍋でじっくり茹でた、
カザフ人の大好物・カズで

東 南 ア ジ ア

スクを凌ぐ、中央アジア最大の歴史建造物『ホジャ・アフメ

キルギス

学へ。

7

■聖地テュルキスタンにて、サマルカンドのビビハヌイム・モ

までの遊牧民たちが刻んだ多様な岩絵が残る 世界遺産 タムガリ の見

オーストラリア

ナ

脈
西天山山

タシュケント

も有数の美しい街として知られていました。大シルクロー
ドの町・シュムケントにも３連泊しての観光です。

シュムケント
（3泊）

サイラム

トゥ
（旧アルマアタ）に３連泊です。アルマアタは旧ソ連で

■終日、
アルマトゥの北西170kmの峡谷に、紀元前14世紀から突厥時代

国

アルマトゥ
（3泊）

（タムガリ）

中

カ

オトラル

タムガリ

［アルマトゥ泊］ＢＬＫ
─

6

東 南 ア ジ ア

■風光明媚な天山の街で、
カザフスタン最大の都市・アルマ
テュルキスタン

ウズベキスタン

スタン１カ国に絞って観光します。

の街アルマトゥ
（旧アルマ・アタ）へ［18:20発／21:55着］。
着後、専用バスにて、
ホテルへ。
アルマトゥに3連泊 です。

5

オーストラリア
シル
ダリ
ア河

■アジアで３番目に大きく、世界で最も広い内陸国・カザフ

カザフスタン

アルマトゥ

（ケメカルガン村）

￥47,000

ツアーのポイント

シベリア

■午前、江華島の観光（普門寺、世界遺産 江華支石墓 など）。

ソウル［仁川］ ■夕刻、
アシアナ航空にて、かつてのカザフスタンの首都で、アラタウ山脈

4

国
ツアーマップ

■夕刻、千歳空港よりアシアナ航空にて、
ソウル仁川空港へ［18:10発／

中近東・アフリカ

中
一人部屋利用追加料金

ホジャ・アフメト・ヤサウィー廟（テュルキスタン）

（江華島）

3

中近東・アフリカ

9月10日（月）発〜9月18日（火）着…￥375,000

スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港

21:10着］。着後、仁川市内のホテルへ。
［仁川泊］××Ｋ
─

（サイラム）

ご旅行期間とご旅行代金

2018年

千歳

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地

ソウル［仁川］

2

1218年、モンゴル帝国のチンギス・ハンが
友好を求めて、中央アジアのホラズム国に派遣
した、450人の通商使節団が、
ラクダ500頭に
金、銀、絹を積んでオトラルに入城した時、
ホラ
ズム国のオトラル知事が、密偵の嫌疑をかけ使
節団を逮捕。金品を強奪し虐殺してしまいます。
これが歴史上重要なオトラル事件です。怒りに
震えたチンギスは、
ホラズムへの復讐にために
西征を始めます。そしてホラズム討伐後も西方
遠征が続けられ、遠く東欧まで侵攻していくの
です。オトラル知事の所為で、中央アジアからロ
シアまでモンゴル軍の徹底的な破壊を受けまし
た。この事件が西方諸国の運命を決めてしま
い、ユーラシアの地図を一変させてしまったの
です。もしもこの事件が起きなければ、
ユーラシ
アの歴史は変わっていたかもしれません。一度
はモンゴル軍に破壊されたオトラルですが、
シ
ルクロードの街として復興し、
ティムール時代に
200年の時を経て、再び歴史の表舞台に登場
します。チャガタイ・ハン国やオスマン・
トルコも
打ち破ったティムールは、一代で中央アジアか
ら西アジアに及ぶ大帝国を築き上げました。
「最
もチンギス・ハンに近い男」とされていたティ
ムールは、
モンゴル帝国の旧領土全ての獲得を
目指し、1404年、明王朝討伐に出発します。
し
かし夢かなわず、翌年、オトラルで倒れました。
草原の破壊の王チンギス・ハンがユーラシア征
服を開始し、オアシスの建築の王ティムールの
ユーラシア征服の夢潰えた街・オトラルの遺跡
へお出かけください。

都市名

ヨ ー ロッ パ

千歳発着9日間 ㈱世界紀行

1

ヨ ー ロッ パ

ティムールの栄華とユーラシア中央部の大自然をカザフスタンに訪ねる

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。

13

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

（2）★★

