エリコも訪ねる聖書の舞台と古代史の旅

再設定 千歳発着10日間 ㈱世界紀行

真紅のケシ咲く

イスラエル周遊とパレスチナ西岸地区の旅
旅行期間と旅行代金

2020年

4月14日（火）発〜4月23日（木）着
…￥481,000
一人部屋利用追加料金 ￥98,000
古くから文明の交錯地だったイスラエルは、歴史の深さ

聖地エルサレム

日次

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三
大一神教の聖地で、城壁に囲まれたエル
サレムの旧市街は数千年の歴史を築いて
きました。ソロモンの神殿跡（嘆きの壁）で
壁に向かい祈りを捧げるユダヤ教徒、聖墳
墓教会へと続くイエスの悲しみの道（ヴィ
アドロローサ）をその当時を偲びながら歩
くキリスト教徒、預言者マホメッドが昇天し
たとされる岩のドームへと参拝するイスラ
ム教徒たちが、互いに自分達の聖域を守
り、共存してきた世界でも大変珍しい地域
です。

と、世界中の人々の信仰を集める世界一の聖地として、今も
多くの人々の心を魅了しています。
今回のツアーでは、イスラエル観光では欠かせない聖書
の舞台を中心に、何千年もさかのぼる古代遺跡や独特なユ
ダヤ文化などを、
じっくりとご案内いたします。
悠久の歴史にロマンを感じ、信仰心の篤い人々の姿に何
かを思わずにはいられない、世界でも類をみない国・イスラ
エル。世界の歴史と宗教を知るうえで欠かせないイスラエ
ルを、緑豊かなイエス宣教の地・ガリラヤ湖で連泊、死海にも
2泊、聖地エルサレムではゆったり3連泊して、充実の内容で
ご案内します。
エルサレム

レバノン

ツアーマップ

ゴラン高原

聖ペテロの魚

カペナウム

シーフード

Cana

ナザレ

カエサリア

地中海

ヨルダン川

ガリラヤ湖
アッコー
ティベリア
（2泊）
ティベリア カナ

メギド

ハルマゲドン

イスラエル

ヨルダン

ヨルダン川
西岸地区

テルアビブ(泊) （パレスチナ）
※ポーランド航空利用で再募集いたします。

ガザ地区
（パレスチナ）

エルサレム／黄金のドーム（イメージ）

ツアーのポイント

エルサレム
（3泊）

ベエル・シェバ

◆観光中は、聖書に詳しい優秀な日本人ガイドが同行します。歴史が非

ベツヘレム
浮遊体験

死海

常に深い「古代史の舞台・イスラエル」をわかりやすくご案内いたしま
す
（パレスチナ側を除く）。

死海
（2泊）

◆荒野を真赤なポピーが埋め尽くすシーズンです。
◆ガリラヤ湖と死海にはそれぞれ２泊、聖地エルサレムでは3連泊しま
◆『ハルマゲドン』の舞台・世界遺産のメギドも観光します。
◆イエス･キリストが十字架を背負って歩いた悲しみの道「ヴィア･ドロロ
ーサ」では、
『 十字架の道行き』14ステーションを全てご案内します。
◆パレスチナ自治区内のイエス生誕の地・ベツレヘムや世界最古の都
市エリコ
（ジェリコ）も訪問します。
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Jerusalem

エジプト

す。連泊中心なので、毎晩の荷物整理のわずらわしさもありません。

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

誘惑の山

エリコ

ミツペ・ラモン
大クレーター

Magi

30㎞

ご旅行条件

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
千歳
朝、千歳空港より、国内線にて、成田へ［07:45発］。
成田
1 ワルシャワ
午前、成田空港より、
ポーランド航空にて、
ワルシャワを経由し、
テルアビブ
へ［10:15発／20:15着］。
テルアビブ
［テルアビブ泊］×ＫＫ
─
専用バスにて、
イエスの奇跡の舞台として有名なガリラヤ湖畔のティベリア
テルアビブ
へ。途中、
カエサリアの円形劇場や水道橋などのローマ遺跡と、
ヨハネ騎士
カエサリア
団が利用していた港町アッコーにある 世界遺産 テンプル騎士団の十字軍
アッコー
要塞 を見学します。昼食には、人気レストラン「エル・マルサ」にて、
イスラエ
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ル風シーフードをお召し上がりください。
夕刻、
ガリラヤ湖畔のティベリアへ。
ティベリア
ガリラヤ湖畔・ティベリアに連泊 です。
［ティベリア泊］ＢＬＤ
─
午前、巨大なテル（古墳丘）世界遺産 ハツォル を見学します。
ティベリア
昼食には「聖ペテロの魚」をお召し上がりいただきます。
（ハツォル）
午後、
ガリラヤ湖周辺の観光へご案内します。イエス･キリストの垂訓で知ら
れる山上の垂訓教会、パンと魚の奇跡の教会、復活したイエス・キリストが再
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び弟子たちと食事を共にしたペテロの召命教会、
カペナウムのシナゴーグ
（ガリラヤ湖） 跡とペテロの家、ガリラヤ湖遊覧 などにご案内いたします。

［ティベリア泊］ＢＬＤ
─
専用バスにて、地表で最も低い土地（−430m）
『 塩の海』死海へ。
ティベリア
途中、
イエスが水をぶどう酒に変えた最初の奇跡の地・カナの婚礼教会、聖
母マリアが大天使ガブリエルからイエスを身ごもることを告げられたナザレ
4 ナザレ
の受胎告知教会と聖ヨセフ教会、
ヨハネの黙示録の舞台 世界遺産 メギド
メギド
を見学いたします。死海に連泊 です。
死海
［死海泊］ＢＬＤ
─
終日、紀元後70年にローマ軍との戦いで、ユダヤ人が最後に立て籠もった
悲劇の砦 世界遺産マサダ要塞 、旧約聖書研究の上での貴重な文献「死海
（マサダ）
写本」が発見されたクムラン洞窟をご覧いただきます。 死海の不思議な浮
5 （死海）
遊体験 もお楽しみください。エリコ
（ジェリコ）
にて、
イエスが断食した誘惑
の山や世界最古の都市テル・アッスルターンにもご案内します。
（エリコ）

■募集定員／18名様定員
［死海泊］ＢＬＤ
─
■最少催行人員／9名様
終日、
ネゲヴ砂漠地方の観光です。
ソドム山のロトの要の塩柱をご覧いただ
死海
■全食事付／朝食8回・昼食7回・夕食8回
いた後、古代ナバディア人の香の道の都市 世界遺産 アヴダト遺跡 、大ク
ネゲヴ砂漠
※イスラエルのホテルでの夕食は基本的にビュ
（ミツペ・ラモン） レーター・ミツペ・ラモン、
アブラルムやイサクゆかりのテル遺跡 世界遺産
ッフェとなります。
（ベエル・シェバ） ベエル・シェバ へご案内します。昼食は「キブツ」にて。
■成田空港使用料／￥2,660（別途必要）
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夕刻、
イスラエルの文化の中心地・整地エルサレムへ。
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
■旅券残存期間／帰国時6ヵ月以上
■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］
※ビジネスクラス利用追加料金はお問合せください。
※関空・伊丹・中部・福岡・函館発着：千歳発着と同一料金
※成田発着：￥20,000引き

ご利用ホテル（確定）
■テルアビブ／D.Ｂ.ホテルズＢＹ１４
■ガリラヤ湖／ＮＯＦギノッサール･ホテル
※人気のキブツのホテルです
■死海(エンボケック)／デイヴィッド･
デッドシー･リゾート＆スパ ★★★★★
■エルサレム／ラマダ･バイ･ウィンダム･
エルサレム ★★★★
※右記の時間は、
すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合でスケジュールは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」を示してます。
※［注1］
パレスチナ側にあるベツレヘムの観光は、
お土産
屋やレストランのバスを利用しますので、他の観光客と
混載となる場合がございます。また、現地事情により観
光できない場合や、
ガイドが同行できない場合がござい
ますので、予めお含みおき下さい。治安などの問題によ
り、観光できない場合には代替地をご案内いたします。

夜はダビデの塔にて ザ・ナイト・スペクタキュラー（音と光のショー）をお楽
しみ下さい［20：30より45分］。
聖地エルサレムに3連泊 です。
［エルサレム泊］ＢＬＤ
─
午前、聖地エルサレムの旧市街を観光します。ユダヤ人の聖地・嘆きの壁、
エルサレム
預言者ムハンマドが昇天したといわれる岩のドーム
［黄金のドーム］
（外観）、
イエスが十字架を背負って歩いたヴィア･ドロローサ、
イエスが磔刑に処さ
れたゴルゴダの丘に建つ聖墳墓教会［イエスの墓］
をご案内します。
昼、パレスチナ西岸地区のベツレヘムへ。昼食はヒヨコ豆のコロッケ・ベツレ
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ヘム名物のファラフェルをホンモスパンと一緒にどうぞ。
（ベツレヘム） 午後は、
イエス生誕の地 世界遺産ベツレヘム にて、
イエスの生誕教会を見
学します
（※注1）。聖家族も立寄ったミルク・グロッテにもご案内します。
夕食は中華料理です。
［エルサレム泊］ＢＬＤ
─
エルサレム滞在 終日、引き続きエルサレム市内観光。
午前、
エルサレム市内を見渡すオリーブ山、復活したイエスが昇天した昇天
教会、
イエスが血の汗を流しながら祈りを捧げたゲッセマネの園、聖母マリ
アの墓教会、エン･カレムの洗礼者ヨハネの生誕教会、
イエスが架けられた
8
十字架の木が切り出された場所に建つ十字架の修道院をご案内します。
午後、旧市街にて、捕えられたイエスが牢獄に入れられた鶏鳴教会、弟子た
ちを集めて最後の食事を行った最後の晩餐の間を見学します。
エルサレム

［エルサレム泊］ＢＬＤ
─
エルサレム
朝、専用バスにて、
テルアビブへ。着後、
ポーランド航空にて、
ワルシャワを経
由し、帰国の途へ［11:25発］。
9 テルアビブ
ワルシャワ
［機中泊］ＢＫＫ
─
午前、成田空港到着［08:35着］。
成田
10 千歳
その後、航空機にて、千歳へ。千歳空港到着後、解散［12:05着］。
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅
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