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光の奇跡器誌搭諜…競器体のご棚のうち3体に朝日があたる
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写真は全てイメージです

三言葦三一参売

調」胎短ヽ弐

年に2度秋分の日と春分の日にしか見ることができない
を目の当たりに！
を皆様だけに！

現地在住の日本人考古学者の方が同行解説致します。
更に、通常入ることのできない非公開エリアもご覧頂きます。
lll安心安全の

しサポート赦します。

2019年

2月19日（火）〜26日（火）

300，000円
旅行代金は燃油サーチャージが含まれております。
○中部発（大人3，570円／子供2．290円）※1国際観光旅客税を含みます。
現地空港諸税約6，000円（大人・子供同額）は別途販売店にお支払い下さい。
※現地空港諸税は2018年8月1日現在の金額となります。

○渡航手続手数料：4，320円は別途販売店にお支払い下さい。

2日昌一7日目の観光には

漢食事：朝食5回／昼食4回／夕食5回（機内食は回数に含みません）
S最少催行人員：10名
○添乗員：中部国際空港より同行致します。
〇日本田発利用予定航空会社：エディハド航空（EY）
〇一人部屋追加代金：50．000円

観光中に周囲が混雑していたりすると、添乗員がガイドの説明を聞き逃して
しまうことがよくあります。全員にイヤホン（受信機）をご用意し、ご利用頂きます。

鵜パスポート残存期間：入国時6ケ月＋滞在日数分以上、未使用査証櫛か2項以上必要です。

S査証要否：エジプトピザ必要（現地取得／25USD）※2018年8月現在
※−「平成31年1月7日以後に出国する旅行者から国際観光旅客税（1．000円）が導入されます。
当社では1月7日以後に航空券を発券したお客様から徴収させて頂きます。

国土！回章お客様の声をかたちに化ur．AJA旅行センター
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聖二手蔓華
（二）l＝入場観光 （、＝下車観光

魅は工種￣−￣

一二￣￣￣

＿鼻￣

出国手続き後、空路にてアブダビへ（所要時間12時間50分）
今生ヽ∴∴∴享を∴千

，jノみそ 宅 ノ㌘一

国際線へ棄継一路カイロへ（所要時間4時間10分）
着後、i二 鳥 打出旧事l寝州

エジプト現代史に深く関わる

アスワンハイダム／アスワン

ツタンカーメンの黄金のマスクが展示されている￣＼考古学博物館、
中世イスラムの面影を残す入り組んだ路地に無数の商店がひしめき
合う市場 八ン・ハリーリバザールをご案内致します。

1970年に完成したナイル川治水の
ため、当時の大統領が、ソビエト連邦
（当時）の支援を受け、国家事業とし

瑛「大エジプト持物館」への展示物移動期間中のため一都ご覧いただけない場合がございます。

夕食はホテルにて

て計画を推進し、高さ111メートル、
全長3600メートルに及ぶ巨大ロッ
クフィルダムが完成しました。

［カイロ泊］

着後、Sか舶届は
氾濫を防ぐ為に建設された アスワンハイダム、当時の石切りの技術
を垣間みることもできるこ切りかけのオベリスクを案内。
アスワン観光後アブシンベルへ移動、
世界遺産 アブシンベル神殿（大紬殿・小袖殿）を案内致します。

昼食は、BOX弁当
夕食（よホテルにて

BOX弁当帥レストラン

ホテルにて朝食後、空路にてアスワンへ

そのダムの完成を記念して写真の様
な記念碑が建てられました。

藍ノ需品 圭ニ
「登なる部」ルクソールにおける象徴

カルナック持級／ルクソール

［アブシンベル泊］

エジプト最高神アモン神（空気の神）
をまつった神殿で、東西540m、南
北600mの周壁で囲まれた壮大な
神殿で、世界最大の神殿建造物とい
われる。

早朝に出発して1年に2回しか見ることの出来ない

何曲軸西山日印甲田il聞棚田出口後
ホテルに戻り朝食後、出発までお部屋にてお寛ぎください
昼食はレストランにて、昼食後アスワンへ向います
夕食はホテルにて

［アスワン泊］

朝食後、専用車にてルクソール（所要時間約4時間）向かいます。
昼食後、・ 差
出⊂コ囲 ‥）

郷，端点予軍
学 ㌦…．
′

ナイル川西岸にある岩山の谷にある岩窟墓群＼王家の谷、
＝ハトシェフスト女王葬祭殿、iルクソール神殿やテーベの守り神で

ツタンカーメンも眠っていた

王家の谷／ルクソール

あったアメン神に捧げるために造られた神殿iL、カルナック神殿を案内
致します。

夕食はホテルにて

古代エジプトの新王国時代の王たち
が眠る「王家の谷」。王家の谷は岩窟
墓となっており、大変置重な遺跡で
す。現在まで、64の墓が発見され、
現在12の塞が公開されています。

［ルクソール泊］

朝食後、専用車にて空港へ 空路カイロへ
カイロ着後、ギザへ。
旧：苗幸手誉田回目強固田富の学事複幻相田相国開
世界最大級の石造建築の クフ王のピラミッドでは内部特別貸切入場
見学をお楽しみください。その後、人間の頭とライオンの胴体をもつ
スフィンクス、lUラマポイントを案内致します。

算，塞膏帝あ
エジプトを象徴する

ギザのピラミッド／ギザ

昼食はレストランにて
昼食後、弓メンフィスにご案内致します。夕食はホテルにて

ギザにある三大ピラミッドとは、古王
国時代に絶大な権力をもったクフ王、
カフラー王、メンカウラー王の3人の
王が造った3つのピラミッドのこと。謎
に満ちた奇跡の建築を目の当たりに
し、当時に思いを馳せてみましょう。

cDピラミッドとスフィンクス音と光のショーをご用意しております寸ギ十方白］

ホテルにて朝食後、○サッカラをご案内致します。
その後昼前に空港に向かい
出国手続き後、空路アブダビへ（所要時間3時間15分）
国際線を乗継空路中部国際空港へ（所要時間10時間15分）［機内泊］

中部国際空港着
コース表記誠のスケジュールは2018年8月現在のものです。発糖時間は、変更となる場合がありますので、予めご了承ください。賠定発着時刻は最終日程表にてこ案
内いたします。※上記、旅極スケジュールについては、予告無しに変更される指命がおります。※観光、お食事等、現地萌偶により、順序が入れ替えとなる場合があります。

ルクソール（Aグレード）メルキュールルクソール
■聾轄袈㌢レ霧鰐龍一ド）萩豊駕ンホテルカイロソネスタホテル
ギザ（Aグレード）へルナンドリームランドホテル

燃油価格の異常な高騰、変動に対し、一定の水準、一定の期間の条件において各航空各社が国土交通省航空局に申請を行い、認可された付加運賃です。
航空会社、路線によって額は異なりますが、全ての利用旅客に課金されるものです。

1真東型金田旅行契約
（1〉この旅行は、㈱農協観光中郡統括事業部（名古屋市中区舘3・3・8JAあいちピル函館9階観光庁長
官登録旅行業第939号、以下「当社」といいます。）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客
さまは当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
（2）契約の内容条件は、コースことiこ記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件雪（全文）、

6．旅行代金（こ含まれないもの（一部例示）

出発毛細こお′度しする最終旅行日経表および当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
2お申し込み・契約成立の時期
当社所定の申込日に下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は「旅行代金」「取′削「通約
料」のそれぞれ一郎または全部として取り扱います。歴話．郵便、ファクシミリ等の通信手段にてお申込
みの場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起覧して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支
払をしていただきます。旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立いたします。
3お申込金（お一人さま）

示したコースを除きます。）
7．取消料
契約成立後、お客さまの那合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定
の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人
さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお下記表に

申込合（葛一人機）

操行代金の20％以内

4．旅行代金のあ支払い
旅行代金は旅行代金からお申込金を差し引いた残金を 7取，削斗iこ記載の骸当する取消料収受期間
の前日まで、または当社が定める日までにお支払いください。
5旅行代金iこ含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃粗金（注釈のないかきり普通席）（この運賃料金には、運送機関の
課す付加運賃料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限り
あらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。）を含みません。）、宿泊費、食萄
代、および矧こ明示したその他の受用（宿′白税の対象となる場合の宿′自説を含む）、．恭乗員同行コース
の同行要用等。上記寅用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

●保健衛生について 渡航先の衛生状況については、厚生労働論「検疫感染症旧識ホーム

旅行中の個人的性質講要用（お客さまご自身の電報電話料、ホテルでの小物代、追
加飲食料、運送桟閲の定める有閤手荷物料、Iこ鳴け等）、逓送機関の課す付加運賃
料金、ご自宅から集合解放地点までの交通費宿泊費、日本国内の空電施測受用料、
旅行日程中の空電税等。（ただし、空港施設使用料、空港税等を含んでいることを明

おける「特定日」とは〔4／27−5／6、7／20−8／31、12／20−1／7〕を指します。
区 分

ページ」にてこ躍詔ください。http／／WWWforthgo佃／

8旅行条件の墓種 本旅行条件は、2018年08月01日を基準日として作成しております。
9その他（1）旅行代金はお一人さま分を表示しています。（2）当社はいかなる場合も旅行の
再実施はいたしません。（3）当社所定の申込書にお客さまのご氏名（フリガナ）をご詩人される
場合は、聞違えのないようにこ記入ください。万が一氏名に間違いがあった甥合は、遼遠宿泊
機関等への氏名訂正などが必要になります。この場合当社は、お客さまの交替の場合に準じ
て交替手数料をいただきます。なお、運送宿泊段関等の蛮風こより、氏名の訂正が詑められ
ず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合当社は所定の取消料をいただきます。
おき機の状況によっては当初の手配内部こ含まれていない特別な配食指寒がふ要iこなる可能性があります。
群馴よ別違お蓋しする「強行取引業再説劇裏面」の「3お申込み条件」を確認のうえ樽別な配車惰直が僚艦と
なる可麓性が逼る方is、こ椙駁させていただきますので、必ずお申し出ください。

能行脚鉛白
の同日から 鱈暮して さかのぼって
ります。こ 入される れらの） ことをお

＼

くスケジューl脚の
マークのご桑内〉

粉出発日コース磐の変更、また当社の真竹とならないローン幕の毒血こよるお取消しの掲合も上記取
′粧斗の対象となります。※取消料の対象となる旅行代念とは裁記の欄干代金に取引条件説明書画「8逓
部代金」を加えた台計額です。※オプショナルプランおよび宿′口篭色情追加粗金も上記料率による取l即汁
がl川幅を墨筆として別途過用されます。ただし聯〒開始後の取′削捕ま100％となります

・紐越 につ

●観光 ◎入場観光0下車調光△車窓観光
●時間の表示
軍帽l鴫 午前午後 夕刻 夜i虜液
（あきよその日夏）400

600

日OO120016001的02．00

40（

〈Nツアーからのあ績い〉 行進中iこ一枝般光及びショッピングへご案内しております。旅程の安全
管理上、観光及びショッピングの放棄はこ遠慮いただいております。

∴

㊥旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第939号

化ur株式会社農協説光
中部統括事業部

〒460−0003

名古屋市中区錦3−3−8JAあいちピル函館9階

㊥鵬臨画糖蜜誓賞態

とお義理享子トラルツアー藍
9肝I神霊生害証言再∴叩3−1 且07貯誰、−鳶ふき∴＝AXO763−32−鮮鎚 ÷社）全国旋碕讃墓室三、㌧日和花孝志 集合旅行業務軸癖言寄を

