シルクロードの古代都市を巡る旅

1４日間

近年人気の高いカラクム砂漠にある地獄の門を中心に、トルクメニスタンとウズベキスタンの世界遺産を
たっぷりお楽しみいただくツアープランとなっています。本プランは他のお客様もご参加される混載ツア
ーとなっており、ご参加者の人数が多ければ多いほどご旅行代金がお安くなるシステムです。お客様ご自
身だけでお楽しみいただけるよう個別にアレンジすることも可能ですので、お気軽にお問合せください。
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航空機にてタシケント（タシケント国際空港）へ到着
1

○

専用車にて市内ホテルへ移動
＜タシケント泊＞
午前 ホテルをチェックアウト後タシケント国際空港へ移動

2

航空機にてウルゲンチ（ウルゲンチ国際空港）へ
到着後、専用車にてヒヴァへ移動

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＜ヒヴァ泊＞
終日 ガイドとヒヴァ市内観光
3

イチャンカラ（内城）の門、ムハンマド・アミン・ハーン・マドラサ、タシュハウリ宮殿、
イスラムホジャミナレット等を巡ります
＜ヒヴァ泊＞
午前 ホテルをチェックアウト後、専用車にてトルクメニスタンへ

4

クフナ・ウルゲンチ（旧ウルゲンチ）へ
クトルグ・ティムールのミナレット、クルクモッラーの丘等を巡ります
＜クフナ・ウルゲンチ泊＞
午前 自由行動
午後 専用車にてダルヴァザへ

5

途中カラクム砂漠にある遊牧民の村を訪ねます
到着後、ピクニックディナーをお楽しみいただきながら地獄の門を鑑賞します
夕食後、専用車にてトルクメニスタンの首都アシハバードへ
＜アシハバード泊＞
終日 アシガバード市内観光

6

タルクチカバザール（青空市場）、ニサ遺跡、トルクメンバシィモスク、国立歴史民族博物館
等を巡ります
＜アシハバード泊＞
午前 ホテルをチェックアウト後専用車にてアシハバード空港へ
航空機にてマリィへ

7

到着後、専用車にて古代メルフ（メルブ遺跡）へ
遺跡を観光後、歴史博物館、スルタンサンジャール廟、大キズ・カラを巡ります
＜アシハバード泊＞
午前 ホテルをチェックアウト後、ウズベキスタン国境へ

8

越境後、ブハラへ
到着後、ブハラ市内を散策します
＜ブハラ泊＞

終日 ブハラ市内観光
９

カラーン・ミナレット（死の塔）、旧市街広場、アルク城、イスマイール・サーマーニー廟、
エミールの夏の宮殿、チャル・ミナル等を巡ります

○

○

○

○

○

○

○

○

＜ブハラ泊＞
午前 ホテルチェックアウト後専用車にてシャフリサーブズへ
アク・サライ宮殿、コク・グンバス・モスク、瞑想の家、ティムールの地下廟等を巡りま
10

す
専用車にてサマルカンドへ
到着後、シヤブ・バザールを散策します
＜サマルカンド泊＞
終日サマルカンド市内観光

11

レギスタン広場、ビビハニム・モスク、ウルグベク天文台、シャーヒズィンダ廟、アフラ
シャブ博物館等を巡ります
＜サマルカンド泊＞
午前 ホテルをチェックアウト後、パミール高原を通りながらタシケントへ移動

12

到着後、タシケント市内観光
クカルダシュ・マドラサ等を巡ります
＜タシケント泊＞
午前 ホテルをチェックアウト後、専用車にてタシケント国際空港へ

13

○

帰国の途へ
＜機内泊＞

14

お疲れさまでした

【このプランのハイライト】
ヒヴァ
1990 年に旧市街区が世界遺産に登録されています。街は城壁外（ディチャン・
カラ）と、内城（イチャン・カラ）の２つの地区に分かれており、イチャン・
カラには 20 のモスク（寺院）と 20 のマドラサ（神学校）と６基のミナレッ
トなど 50 以上の歴史的建造物と 250 以上の古い住居が残っています。
クフナ・ウルゲンチ（旧ウルゲンチ）
ホラズム・シャー朝の首都であったウズベキスタン国境線に位置する都市。
2005 年に世界遺産に登録されました。三角錐の帽子型屋根が特徴であるスル
タン・テケシュ 廟、テュラベク・ハヌム廟、スーフィズムの聖者の墓廟群、中
央アジア最長 67m のクトルグ・ティムール・ミナレットなどが見どころです。
ガスクレーター（地獄の門）
カラクム砂漠中央に位置するダルヴァザという村にできたクレーターです。ボ
ーリング調査中に起きた事故により直径 50-100m の穴が開いてしまい、有毒
ガスの放出を防ぐために火を投じたところ、ガスは 40 年間も噴出し、現在も
燃え続けています。
アシハバード
コペトダグ山脈とカラクム砂漠の間にあり、主要産業はガラス製造、ぶどう酒
醸造等です。天然ガスと石油を有する資源国であることから、オイルマネーを
使って豊かな都市開発を行っています。
メルブ遺跡（古代メルフ）
カラクム砂漠にある中央アジア最大の遺跡です。1999 年に世界文化遺産に登
録されました。シルクロードのオアシス都市として栄えましたが、1221 年に
モンゴルの騎馬団により 100 万を超すといわれた住民もろとも壊滅しました。
ブハラ
イスラム王朝時代に宗教家や科学者により一大都市が築かれました。チンギ
ス・ハーンにより壊滅しましたが 16 世紀に復興を遂げ、イスラム世界の文化
の中心として栄えました。2000 年には旧市街地が世界遺産に登録されました。
カラーン･ミナレットやアルク城などが有名です。
シャフリサーブズ
『緑の町』という意味をもち、古くはオアシス都市として栄えました。ティム
ールの生誕地としても知られています。歴史地区が 2000 年に世界遺産に登録
されました。アクサライ宮殿や瞑想の家、権力の霊廟など 15 世紀前後のティ
ムール朝時代に建築された印象的な建物が有名です。
サマルカンド
青空と青いモスクが印象的な『青い都』
。ティムールにより東西各地から連れて
きた芸術家、学者、技術者たちが文化を融合させたことから、
『文化交差路』と
も呼ばれています。2001 年に世界文化遺産に登録されました。
タシケント
『石の町』を意味するウズベキスタンの首都。1964 年の大地震により一度壊
滅的な被害を受けましたが現在は近代的な町へと復興を遂げました。
『古いバザ
ール』と呼ばれるチョルスー・バザールは必見です。

【各都市の主な宿泊施設】
宿泊施設：スーペリアクラス

以下のホテルが満室の場合は同等クラスのホテルをご案内致します

タシケント
Radisson Blu Hotel

ヒヴァ
Asia Hotel Khiva

クフナ・ウルゲンチ
Uzboy Hotel

アシハバード
Grand Turkmen Hotel

ブハラ
Zargaron Plaza Hotel

サマルカンド
Asia Hotel Samarkand

宿泊施設：スタンダードクラス

以下のホテルが満室の場合は同等クラスのホテルをご案内致します

タシケント
Shodlik Palace Hotel

ヒヴァ
Hotel Laguna

クフナ・ウルゲンチ
Uzboy Hotel

アシハバード
Ak Altyn Hotel

ブハラ
Zargaron Hotel

サマルカンド
Malika Prime Hotel

【ご旅行代金】
ツアーご参加合計人数
2 名様
３-５名様
６-９名様
１０名様以上
シングルルーム利用追加代金

スーペリアクラス
３，０８０ USD
２，７５０ USD
２，３５５ USD
２，１７０ USD
４９０ USD

スタンダードクラス
２，６６０ USD
２，３２０ USD
１，９８０ USD
１，８２５ USD
２８５ USD

【ご旅行代金に含まれるもの】
・ツインルームご利用の際のお一人様のご宿泊代金
・食事：朝食１２回 昼食０回 夕食 12 回
・行程に記されている移動代金
・行程に記されている施設の入場料
【ご旅行代金に含まれないもの】
・国際線航空運賃
・査証の手続き費用
・ホテルでのラウンドリー・電話・ルームサービス等利用代金
・旅行保険
【このツアーについて】
・このツアーは、他のお客様もご参加いただく混載ツアーとなります。ご参加者の人数が多くなればな
るほどご旅行代金が安くなります。最終的なご旅行代金は主催旅行会社により決定されます。
・現地スタッフは英語でお世話をさせていただきます。

オリジナルプランもお任せください
・自分だけの完全オリジナルツアーを作ってほしい！
・現地ツアー参加前後に違う都市を旅してみたい！
具体的にプランが決まっていなくても構いません。
「○日間くらい旅したい」、
「○○を見てみたい」、
「○○とい
うオペラを見てみたい」、
「宿はできれば○○円以下がいい」といったお客様のご希望をお聞きしながら最適な
プランをご提案いたします。

航空機の手配も承ります
最近では航空会社のマイレージポイントをお持ちのお客様やご自身のインターネットで、航空会社に直接フラ
イトの予約を入れる方も増えてきています。なかなか予約手続きに費やす時間がない、まだ個人旅行に慣れて
いない、フライトの欠航等もしものトラブルが不安、というお客様のために弊社でも手配の代行を承っており
ます。もちろん日本語にて対応させていただきます。お気軽にお申し付けください。

このプランへのお問合せ・お申込みは

こだわりの旅 株式会社トラベルプラザ
TEL：０２７４－２２－５５００
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp

FAX：０２７４－２２－５４００

