
 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７ー３５３－３９００  FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

2019年トルコ(現地発着)ツアー 4 コース&OP ツアー  

  

コース１ 【イスタンブール・フリータイム 4 日間】 4 月 1 ⽇〜10 月 31 ⽇ 毎日出発 

【ご日程】 
⽇次 時間 ご⽇程 お食事 ご宿泊 

  成田→イスタンブル TK53(2125/0335) 
航空券の手配は別途費用にて承ります。お問合せ下さい。 

  

1 03:35 イスタンブル着、空港出口で係員がお出迎え致します、専用⾞でホテルへ送ります。 
ホテル着、各自チェックイン 
チェックイン時間は 14:00 です。お荷物をフロントに預けて観光をお楽しみください。 
OP ツアー 各種、（別途料⾦ 最下部ご参照ください。） 

XXX イスタンブル 

2  イスタンブル滞在 
OP 各種 （別途料⾦ 最下部ご参照ください。） 

○XX イスタンブル 

3  イスタンブル滞在 
OP 各種 （別途料⾦ 最下部ご参照ください。） 

○XX イスタンブル 

4  
 
 
 
15:40 
17:10 
19:10 

出発時間まで自由⾏動 
ホテルチェックアウト時間は 12:00 です。お荷物をフロントに預けて観光をお楽しみく
ださい。 
OP 各種 （別途料⾦ 最下部ご参照ください。） 
ホテルの前で運転手がお待ちしています。専用⾞で空港へ。 
空港着、各自搭乗手続き 
イスタンブル→成田 TK52(0140/1910) 

○XX  

【料⾦】 
現地ご滞在費 3★Hotel クラス 4★Hotel クラス 5★Hotel クラス星 
1 人部屋に 1 名様 65.000 円 73.000 円 115.000 円 
2 人部屋ご利用の場合の 1 名様 45.000 円 52.000 円 77.000 円 
3 人部屋ご利用の場合の 1 名様 42.000 円 49.000 円 74.000 円 
大人 2 名様と同室の 12 歳未満のお子様 22.000 円 26.000 円 39.000 円 
大人 2 名様と同室の 6 歳未満のお子様 無料 無料 無料 
【1 日目ホテル到着時にすぐお部屋に入るアーリー・チェックイン場合の追加料⾦】 
追加費用 3★Hotel クラス 4★Hotel クラス 5★Hotel クラス 
1 人部屋に 1 名様 16.000 円 22.000 円 40.000 円 
2 人部屋ご利用の場合の 1 名様 11.000 円 17.000 円 28.000 円 
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3 人部屋ご利用の場合の 1 名様 10.000 円 16.000 円 27.000 円 
大人 2 名様と同室の 12 歳未満のお子様 7.500 円 13.000 円 22.000 円 
大人 2 名様と同室の 6 歳未満のお子様 無料 無料 無料 
【諸条件】 
料⾦に含まれるもの 宿泊(３泊)、往復送迎、お食事(朝 3)  
料⾦に含まれないもの 国内線航空券、旅⾏保険 
4 人部屋 お問い合わせください。  
【使用予定ホテル ホテル指定は原則できません。】 
3★Hotel クラス Hotel Fehmi Bey, Asos Hotel, Asitane Life Hotel, Sunlight Hotel, Akgun Hotel Beyazit 
4★Hotel クラス Lady Diana Hotel, Grand Yavuz Hotel, Mina Hotel, Hotel Golden Horn Sirkezi, Viva 

Deluxe Hotel  
5★Hotel クラス Hagia Sophia Hotel İstanbul Old City, Sura Hagia Sophia Hotel, Eresin Crown Hotel, 

Deluxe Golden Horn Hotel, Sultanahmet Sarayi, Wyndham Istanbul Old City, DoubleTree 
by Hilton Hotel Istanbul - Old Town hotel  

 

コース２ 【カッパドキア・イスタンブル 4 日間】  

【ご日程】【】 
⽇次 時間 ご⽇程 お食事 ご宿泊 

  成田→イスタンブル TK53(2125/0335) 各自国際線にお乗り換え 
航空券の手配は別途費用にて承ります。お問合せ下さい。 

XXX  

1  
07:50 
 
 
 
夕方 

イスタンブル→ネブシェヒル TK2006(0635/0750) 
ネブシェヒル空港着、混載⾞でツアー出発場所へ。 
1 ⽇カッパドキア⽇本語観光︓ギョレメ野外博物館、エセンテペからのパノラマ、ウチヒ
サルの岩窟住居、はとの巣の谷、パシャバーの妖精の煙突、陶芸の⾥アバノス、 らく
だの谷、ウルギュップの妖精の煙突 
ホテル着、各自チェックイン。 

X○X 
 

カッパドキア 

2  
09:30 
 
 
夕方 
18:35 
19:35 

OP 早朝カッパドキア気球ツアー(送迎付き) 別途料⾦ 最下部ご参照ください。 
⽇本語ガイドがホテルにお迎えにまいります。 
1 ⽇カッパドキア⽇本語観光︓デリンクユまたはカイマクル地下都市、ウフラーラ渓谷
でトレッキング、セリメエ修道院、 バラの谷。 
観光終了後、カッパドキアを出発混載⾞でネブシェヒル空港へ。 
ネブシェヒル空港着、搭乗手続き 
ネブシェヒル→イスタンブル TK2009(1935/2105) 

○○X イスタンブル 
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21:05 イスタンブル空港着、空港出口にて係員がお出迎え、専用⾞にてホテルへ 
ホテル着、各自チェックイン 

3  イスタンブル滞在 
OP 各種 （別途料⾦ 最下部ご参照ください。） 

○XX イスタンブル 

4  
 
 
 
22:10 
23:40 

出発時間まで自由⾏動 
ホテルチェックアウト時間は 12:00 です。お荷物をフロントに預けて観光をお楽しみく
ださい。 
OP 各種 （別途料⾦ 最下部ご参照ください。） 
ホテルの前で運転手がお待ちしています。専用⾞で空港へ。 
空港着、各自搭乗手続き 

○XX  

 01:40 イスタンブル→成田 TK52(0140/1910)   
【料⾦】 

現地ご滞在費 4★+4★Hotel クラス 4★＋洞窟(中)Hotel 4★＋洞窟(上)Hotel 
 

1 人部屋に 1 名様 95.000 円 99.000 円 112.000 円 
2 人部屋ご利用の場合の 1 名様 74.000 円 78.000 円 87.000 円 
3 人部屋ご利用の場合の 1 名様 70.000 円 76.000 円 85.000 円 
大人 2 名様と同室の 12 歳未満のお子様 27.000 円 32.000 円 39.000 円 
大人 2 名様と同室の 6 歳未満のお子様 無料 無料 無料 
【諸条件】 

料⾦に含まれるもの 宿泊(3 泊)、送迎、お食事(朝 3 回、昼 2 回)、カッパドキア⽇本語グループ観光 
料⾦に含まれないもの 国内線航空券、お飲み物、旅⾏保険 
4 人部屋 お問い合わせください。 
国内線 別途手配いたします。 

【使用予定ホテル】 同等ホテルになることもあります。 
イスタンブル 4★ Lady Diana Hotel, Grand Yavuz Hotel,Mina Hotel 
カッパドキア 4★ Dinler Hotel, Vera Tassaray Hotel 

洞窟(中) Explorer Cave Hotel, Gedik Cave Hotel, SOS Cave Hotel, Castle Cave Hotel 
洞窟(上) Ascencion Cave Hotel, Lale Saray Hotel, Cappadocia cave suites, Urgup Evi 

Cave Hotel, MDC Cave Hotel, Doors of Cappadocia Hotel 
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コース 3 【カッパドキア・パムッカレ・イスタンブル 4 日間】  

【ご日程】 

⽇次 時間 ご⽇程 お食事 ご宿泊 
  成田→イスタンブル TK53(2125/0335) 各自国際線にお乗り換え 

航空券の手配は別途費用にて承ります。お問合せ下さい。 
XXX  

1  
07:50 
 
 
 
夕方 

イスタンブル→ネブシェヒル TK2006(0635/0750) 
ネブシェヒル空港着、混載⾞でツアー出発場所へ。 
1 ⽇カッパドキア⽇本語観光︓ギョレメ野外博物館、エセンテペ(丘)からのパノラマ、
ウチヒサルの岩の家、はとの家の谷、パシャバーの妖精の煙突、陶芸の⾥アバノス、 ら
くだの谷、ウルギュップの妖精の煙突 
ホテル着、各自チェックイン。 

X○X 
 

カッパドキア 

2  
09:30 
 
 
17:30 
 
20:00 

OP 早朝カッパドキア気球ツアー(送迎付き) 別途、料⾦最下部ご参照ください。 
⽇本語ガイドがホテルにお迎えにまいります。 
1 ⽇カッパドキア⽇本語観光︓デリンクユまたはカイマクル地下都市、ウフラーラ渓谷
でトレッキング、セリメエ修道院、 バラの谷。 
ギョレメ・バスターミナルでツアー終了。 バス会社の事務所にお荷物を預けてギョレメ
村で自由⾏動。(バスターミナルからギョレメ村へは徒歩約 2 分)。 
ギョレメ→デニズリ(2000/0630) ＊バスの時間は多少変わることがあります。 

○○X ⾞中泊 

3 06:30 
 
12:00 
 
 
18:30 
19:30 
20:40 

デニズリ着、運転手がお待ちしています。専用⾞でパムッカレのホテルへ。 
ホテルで朝食、お部屋で休憩。 
⽇本語ガイドがお迎えにまいります。 
半⽇パムッカレ⽇本語観光︓⽯灰棚、ヒエラポリス 
観光後、混載⾞でデニズリ空港へ。 
空港着、各自搭乗手続き 
デニズリ→イスタンブル TK2579(1930/2040) 
イスタンブル着、空港出口で係員がお出迎え、専用⾞でホテルへ。 
ホテル着、各自チェックイン。  

○○X 
 

イスタンブル 

4  
 
 
 
22:10 
23:40 

出発時間まで自由⾏動 
ホテルチェックアウト時間は12:00です。お荷物をフロントに預けて観光をお楽しみくだ
さい。 
OP 各種 別途、料⾦最下部ご参照ください。 
ホテルの前で運転手がお待ちしています。専用⾞で空港へ。 
空港着、各自搭乗手続き 

○XX  

 01:40 イスタンブル→成田 TK52(0140/1910)   
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【料⾦】 

現地ご滞在費 4★+4★Hotel クラス 4★＋洞窟(中)Hotel 4★＋洞窟(上)Hotel 
1 人部屋に 1 名様 115.000 円 119.000 円 135.000 円 
2 人部屋ご利用の場合の 1 名様 87.000 円 92.000 円 102.000 円 
3 人部屋ご利用の場合の 1 名様 82.000 円 86.000 円 95.000 円 
大人 2 名様と同室の 12 歳未満のお子様 34.000 円 39.000 円 46.0000 円 
大人 2 名様と同室の 6 歳未満のお子様 無料 無料 無料 
【諸条件】 

料⾦に含まれるもの 宿泊(2 泊)、休憩ホテル、送迎、お食事(朝 3、昼 3)、⽇本語グループ観光、夜⾏バス 
料⾦に含まれないもの 国内線航空券、お飲み物、旅⾏保険 
4 人部屋 お問い合わせください。 
⽇本語ツアーについて パムッカレ観光は英語グループに⽇本語ガイドが同⾏するツアーです。 

カッパドキア観光は⽇本語グループ観光です。 
国内線 ご希望により別途承ります。 
【使用予定ホテル】 同等ホテルになることもあります。 
イスタンブル 4★ Lady Diana Hotel, Grand Yavuz Hotel,Mina Hotel 
カッパドキア 4★ Dinler Hotel, Vera Tassaray Hotel 

洞窟(中) Explorer Cave Hotel, Gedik Cave Hotel, SOS Cave Hotel, Castle Cave Hotel 
洞窟(上) Ascencion Cave Hotel , Lale Saray Hotel,, Cappadocia cave suites, Urgup Evi 

Cave Hotel, MDC Cave Hotel, Doors of Cappadocia Hotel 
パムッカレ 休憩 Anatolia Hotel, Dort Mevsin Hotel 

 
コース 4 【エフェソス・パムッカレ・カッパドキア・イスタンブル 6 日間】               

【日程】【】 

⽇次 時間 ご⽇程 お食事 ご宿泊 
  成田→イスタンブル TK53(2125/0335)  各自国内線に乗り換え 

航空券の手配は別途費用にて承ります。お問合せ下さい。 
  

1  
08:10 
 

夕方 

イスタンブル→イズミル TK2310(0700/0810) 
イズミル空港着、専用⾞でツアー出発場所へ。 
1 ⽇エフェソス⽇本語観光︓エフェソス古代都市遺跡、聖⺟マリアの家、アルテミス
神殿跡、イーサーベイ・モスク 
ホテル着、各自チェックイン。 

X○○ 
 
 

クシャダス 

2 08:00 ホテルに運転手がお迎えにまいります。パムッカレへ。（約 3 時間） ○○X カッパドキア 
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午後 
15:30 
16:30 
17:30 
 
21:10 

半⽇パムッカレ⽇本語観光︓⽯灰棚、ヒエラポリス 
専用⾞でデ⼆ズリ空港へ。（約 1 時間） 
空港着、各自搭乗手続き。 
デ⼆ズリ→イスタンブル TK7321(1730/1835) 
イスタンブル→カイセリ TK7296(1945/2110)  
カイセリ着、空港出口にて現地係員がお迎え、混載⾞でホテルへ。（約 1 時間） 
ホテル着、各自チェックイン。  

3 09:30 
 
 
 

夕方 

⽇本語ガイドがホテルにお迎えにまいります。 
1 ⽇カッパドキア⽇本語観光︓ギョレメ野外博物館、エセンテペからのパノラマ、ウチヒ
サルの岩の家、はとの家の谷、パシャバーの妖精の煙突、陶芸の⾥アバノス、 らくだ
の谷、ウルギュップの妖精の煙突 
ホテル着、各自チェックイン。 

○○X カッパドキア 

4  
09:30 
 
 
夕方 
18:35 
19:35 
21:05 

OP 早朝カッパドキア気球ツアー(送迎付き)別途、料⾦最下部ご参照ください。  
⽇本語ガイドがホテルにお迎えにまいります。 
1 ⽇カッパドキア⽇本語観光︓デリンクユまたはカイマクル地下都市、ウフラーラ渓谷
でトレッキング、セリメエ修道院、 バラの谷。 
観光終了、混載⾞でカイセリ空港へ。 
ネブシェヒル空港着、各自搭乗手続き。 
ネブシェヒル→イスタンブル TK2009(1935/2105) 
イスタンブル着、空港出口にて係員がお出迎え、専用⾞でホテルへ 
ホテル着、各自チェックイン 

○○X イスタンブル 

5 09:00 
終⽇ 
 
 
夕方 

ホテルに⽇本語ガイドがお迎えにまいります。 
徒歩で 1 ⽇イスタンブル⽇本語観光︓ 
古代競技場跡、スルタンアフメット・モスク、アヤソフィア寺院（月休）、トプカプ宮殿
と後宮（⽕休）、グランドバザール（⽇休）を⾒学します。 
ホテル帰着 
OP ベリーダンス・ディナー・ショー別途、料⾦最下部ご参照ください。 

○○X イスタンブル 

6  
 
 
 
22:10 
23:40 

出発時間まで自由⾏動 
ホテルチェックアウト時間は 12:00 です。お荷物をフロントに預けて観光をお楽しみく
ださい。 
OP 各種 別途、料⾦最下部ご参照ください。 
ホテルの前で運転手がお待ちしています。専用⾞で空港へ。 
空港着、各自搭乗手続き 

○XX  

 01:40 イスタンブル→成田 TK52(0140/1910)   
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【料⾦】 

現地滞在費 4★+4★+4★ 4★＋洞窟(中) ＋4★ 4★＋洞窟(上) ＋4★ 

1 人部屋に 1 名様 180.000 円 180.000 円 196.000 円 
2 人部屋ご利用の場合の 1 名様 128.000 円 128.000 円 145.000 円 
3 人部屋ご利用の場合の 1 名様 122.000 円 122.000 円 135.000 円 
大人 2 名様と同室の 12 歳未満のお子様 57.000 円 57.000 円 66.000 円 
大人 2 名様と同室の 6 歳未満のお子様 無料 無料 無料 
【諸条件】 
料⾦に含まれるもの 宿泊 5 泊、お食事(朝 5 回、昼 5 回、夕 1 回)、送迎、⽇本語グループ観光 
料⾦に含まれないもの 国内線航空券、お飲み物、旅⾏保険 
4 人部屋 お問い合わせください。 
国内線 ご希望の場合は別途お手配いたします。 
⽇本語観光について エフェソス、パムッカレは英語グループに⽇本語ガイドが同⾏する観光、 

カッパドキア・イスタンブルは⽇本語グループ観光です。 
イスタンブルの観光について アヤソフィア寺院またはトプカプ宮殿がお休みの⽇はかわりに地下宮殿を⾒学します。グランドバ

ザールがお休みの⽇はエジプトバザールにご案内いたします。 

【使用予定ホテル】 同等ホテルになることもあります。 
イスタンブル 4 星 Lady Diana Hotel, Grand Yavuz Hotel, Mina Hotel 
クシャダス 4 星 Marina Hotel, Grand Onder Hotel 
カッパドキア 4 星 Dinler Hotel, Vera Tassaray Hotel 

洞窟(中) Explorer Cave Hotel, Gedik Cave Hotel, SOS Cave Hotel, Castle Cave Hotel 
洞窟(上) Ascencion Cave Hotel , Lale Saray Hotel,, Cappadocia cave suites, Urgup Evi 

Cave Hotel, MDC Cave Hotel, Doors of Cappadocia Hotel 
 

【イスタンブルのオプショナルツアー】     2019 年 4 月 1 ⽇〜2019 年 10 月 31 ⽇                      

1, 2, 3, 4 のツアーは、旧市街にお泊りの場合、観光箇所が全て徒歩圏内になりますので、徒歩＋路⾯電⾞ 
となります。5 以降は旧市街にお泊りでも新市街にお泊りでも⾞が必要です。（事前与薬要、⽇本払い） 
 
ツアー名 イスタンブル半日観光  〈午前〉〈午後〉 
ツアーコード 1 
ツアー内容 イスタンブル旧市街の中心地スルタンアフメットの観光名所、アヤソフィア寺院、スルタンアフ

メット・モスク、ヒポドローム、地下宮殿を観光します。  
時間 09:00〜12:00 または 14:00〜17:00 
催⾏⽇ 月曜⽇を除く毎⽇ 



 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７ー３５３－３９００  FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 なし 
注意事項 *スルタンアフメット・モスクは⾦曜⽇は特別礼拝があるため午前中のツアーでは⼊場できま

せん。外からご説明いたします。午後からのツアーでしたら⼊場できます。 
*⽇程は、天候及び現地事情により変更が⽣じる場合があります。 
*スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加下さい。 
*短パン、ミニスカート、ノースリーブ等の極端に肌が露出した服装では、スルタンアフメット・
モスクに⼊場できません。 

含まれるもの ⼊場料、⽇本語ガイド、(専用⾞) 
ご⽇程 ホテル→アヤソフィア寺院→ヒポドローム→スルタンアフメット・モスク→地下宮殿→ホテル 
料⾦ 
歩く場合 
⾞の場合 

1 名様 2 名様 /p 3-４名様 /p 0-5 歳のお子様 6-11 歳のお子様 
18.000 円 
32.000 円 

13.000 円 
23.000 円 

13.000 円 
20.000 円 

無料 大人の半額 

   
 
 

ツアー名 トプカプ宮殿とグランドバザール半日観光 〈午前〉〈午後〉 
ツアーコード 2 
ツアー内容 オスマン帝国のスルタンの居城トプカプ宮殿と後宮、4000 軒以上の店が軒を連ねるグラン

ドバザールを訪れます。(⽇曜⽇はグランドバザールはお休みです。エジプトバザールにご案
内いたします） 

時間 09:00〜12:00 または 14:00〜17:00 
催⾏⽇ ⽕曜⽇を除く毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 なし 
注意事項 *⽇程は、天候及び現地事情により変更が⽣じる場合があります。 

*スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加下さい。 
含まれるもの ⼊場料、⽇本語ガイド、(専用⾞) 
 ホテル→トプカプ宮殿と後宮→グランドバザールまたはエジプトバザール→ホテル 
料⾦  
歩く場合 
⾞の場合 

1 名様 2 名様 /p 3-4 名様 /p 0-5 歳のお子様 6-11 歳のお子様 
18.000 円 
30.000 円 

13.000 円 
22.000 円 

13.000 円 
20.000 円 

無料 大人の半額 

  
 

ツアー名 イスタンブル 1 日観光 (昼食付き) 



 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７ー３５３－３９００  FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

ツアーコード 3 
ツアー内容 1 と 2 のコンビネーション。イスタンブル旧市街の中心地スルタンアフメットの観光名所、アヤ

ソフィア寺院、スルタンアフメット・モスク、 
ヒポドローム、地下宮殿、トプカプ宮殿と後宮、グランドバザールを観光します。 
(⽇曜⽇はグランドバザールはお休みです。エジプトバザールにご案内いたします） 

時間 09:00〜17:00 
催⾏⽇ 月・⽕曜⽇を除く毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 昼食 
注意事項 *⽇程は、天候及び現地事情により変更が⽣じる場合があります。 

*スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加下さい。 
*短パン、ミニスカート、ノースリーブ等の極端に肌が露出した服装では、スルタンアフメットモ
スクに⼊場できません。 

含まれるもの ⼊場料、⽇本語ガイド、(専用⾞) 
ご⽇程 ホテル→トプカプ宮殿と後宮、 アヤソフィア寺院→昼食 

ヒポドローム→スルタンアフメット・モスク→地下宮殿→グランドバザールまたはエジプトバザー
ル→ホテル 

料⾦   
歩く場合 
⾞の場合 

1 名様 2 名様 /p 3-4 名様 /p 0-5 歳のお子様 6-11 歳のお子様 
23.000 円 
42.000 円 

18.000 円 
29.000 円 

17.000 円 
25.000 円 

無料 大人の半額 

 

 

ツアー名 ボスフォラス海峡クルーズ半日観光 〈午前〉〈午後〉 
ツアーコード 4 
ツアー内容 グランドバザールより庶⺠的なエジプトバザールを観光後、定期船にてボスフォラス海峡クル

ーズへ。ドルマバフチェ宮殿、ルメリ・ヒサル要塞、ボスフォラス大橋、岸辺のお屋敷や離宮な
ど、海峡沿いの景⾊を楽しみながら北上します。海峡の中ほどボスフォラス第⼆大橋あたり
で U ターンし、元の船着き場に戻ります。（⾏きはヨーロッパ側、帰りはアジア側の海岸に沿
ってクルーズします）船着き場より専用⾞にてホテルへ。 
徒歩ツアーの場合は路⾯電⾞でホテルに戻ります。 

時間 09:00〜12:00 または 14:00〜17:00 
催⾏⽇ 毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 なし 
注意事項 *⽇程は、天候及び現地事情により変更が⽣じる場合があります。 



 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７ー３５３－３９００  FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

*スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加下さい。 
含まれるもの ⼊場料、⽇本語ガイド、(専用⾞)、クルーズ代 
ご⽇程 午前︓ホテル→エジプトバザール→ボスフォラスクルーズ(10:00〜11:30)→ホテル 

午後︓ホテル→エジプトバザール→ボスフォラスクルーズ(15:00〜16:30) →ホテル 
料⾦ 
歩く場合 
⾞の場合 

1 名様 2 名様 /p 3-4 名様 /p 0-5 歳のお子様 6-11 歳のお子様 
16.000 円 
30.000 円 

12.000 円 
20.000 円 

11.000 円 
19.000 円 

無料 大人の半額 

 

 

ツアー名 ドルマバフチェ宮殿とイスタンブルのアジア側半日観光 〈午前〉〈午後〉 
ツアーコード 5 
ツアー内容 19 世紀後半に建設されたヨーロッパ風の贅を尽くした宮殿。完成後オスマントルコ宮廷

は、トプカプ宮殿からこちらに移されました。 
ドルマバフチェ宮殿を観光後、ボスフォラス大橋を渡ってイスタンブルのアジア側へ。 
イスタンブルでもっとも標高の高いチャムルジャの丘よりイスタンブル市街、海峡のすばらしい
風景をお楽しみいただきます。 

時間 09:00〜13:00 または 14:00〜18:00 
催⾏⽇ 月・木曜⽇を除く毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 昼食 
注意事項 *⽇程は、天候及び現地事情により変更が⽣じる場合があります。 

*スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加下さい。 
含まれるもの ⼊場料、⽇本語ガイド、専用⾞ 
ご⽇程 ホテル→ドルマバフチェ宮殿→ボスフォラス大橋通過→チャムルジャの丘→ホテル 
料⾦ 1 名様 2 名様 /p 3-4 名様 /p 0-5 歳のお子様 6-11 歳のお子様 

36.000 円 25.000 円 20.000 円 無料 大人の半額 
 

ツアー名 ボスフォラス海峡クルーズとドルマバフチェ宮殿 1 日観光 (昼食付き) 
ツアーコード 6 
ツアー内容 4 と 5 のコンビネーションです。ヨーロッパ側とアジア側、イスタンブルの 2 つの顔をじっくりお楽

しみください。 
時間 09:00〜18:00 
催⾏⽇ 月・木曜⽇を除く毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 昼食 



 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７ー３５３－３９００  FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

注意事項 *⽇程は、天候及び現地事情により変更が⽣じる場合があります。 
*スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加下さい。 

含まれるもの ⼊場料、⽇本語ガイド、専用⾞ 
ご⽇程 ホテル→エジプトバザール→ボスフォラスクルーズ→海峡中ほどのサリエル船着き場にて下

船。サリエルの海峡を望むシーフードレストランにて昼食→専用⾞にてドルマバフチェ宮殿⾒
学へ→ボスフォラス大橋通過→チャムルジャの丘→ホテル 

料⾦ 1 名様 2 名様 /p 3-4 名様 /p 0-5 歳のお子様 6-11 歳のお子様 
44.000 円 30.000 円 27.000 円 無料 大人の半額 

 

 

ツアー名 カーリエ博物館とテオドシウスの城壁半日観光〈午前〉〈午後〉 
ツアーコード 7 
ツアー内容 ビザンチン帝国の首都コンスタンチノポリスを守り続けたテオドシウスの城壁に沿ってドライブ、

モザイク画がすばらしいビザンチン時代の修道院、カーリエ博物館を⾒学します。その後、⾦
角湾の奥に⽴つ由緒あるエユップスルタン・モスクへ。 
モスク近くの丘のカフェにてお茶休憩、⾦角湾の眺めをお楽しみいただいた後、ホテルに戻り
ます。 

時間 09:00〜13:00 または 14:00〜18:00 
催⾏⽇ 水曜⽇を除く毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 なし 
注意事項 *⽇程は、天候及び現地事情により変更が⽣じる場合があります。 

*スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加下さい。 
含まれるもの ⼊場料、⽇本語ガイド、専用⾞ 
ご⽇程 ホテル→テオドシウスの城壁→カーリエ博物館→エユップスルタン・モスク→ピエールロティの

茶屋にて休憩→⾦角湾→ホテル 
料⾦ 1 名様 2 名様 /p 3-4 名様 /p 0-5 歳のお子様 6-11 歳のお子様 

33.000 円 23.000 円 21.000 円 無料 大人の半額 
 
 
ツアー名 ベリーダンス・ディナーショー(夕食・お飲み物付き) 
ツアーコード 8A  
ツアー内容 イスタンブル新市街の繁華街イスティックラール通りを散策後、ナイトクラブでトルコ料理を楽

しみながら、ベリーダンスやトルコ各地の⺠族舞踊を鑑賞します。 
時間 18:00〜23:00 



 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７ー３５３－３９００  FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

催⾏⽇ 毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 なし 
注意事項 特に素敵な服装である必要はありません。 
含まれるもの 夕食、お飲み物、ショー、⽇本語ガイド、送迎⾞ 
ご⽇程 ホテル→路⾯電⾞や世界で 2 番目に古い地下鉄で新市街に⾏き、夕方の人出で賑わう

イスティックラール通りを散策しながらナイトクラブに⾏き、ベリーダンスディナーショー→ホテル 
料⾦ 1 名様 2 名様 /p 3-4 名様 /p 0-5 歳のお子様 6-11 歳のお子様 

33.500 円 25.500 円 23.000 無料 大人の半額 
 

 

ツアー名 ベリーダンス・ディナーショー(夕食・お飲み物付き) 
ツアーコード 8B  
ツアー内容 イスタンブル新市街のナイトクラブにてトルコ料理を楽しみながら、ベリーダンスやトルコ各地

の⺠族舞踊を鑑賞します。 
時間 19:00〜23:00 
催⾏⽇ 毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 なし 
注意事項 特に素敵な服装である必要はありません。 
含まれるもの 夕食、お飲み物、ショー、送迎⾞ 
ご⽇程 ホテル→ナイトクラブでベリーダンスディナーショー→ホテル 
料⾦ 1 名様︓13.000 円 

 

【カッパドキアのオプショナルツアー】     2019 年 4 月 1 ⽇〜2019 年 10 月 31 ⽇ 

ツアー名 気球ツアー  〈早朝〉 
ツアーコード 1 
ツアー内容 気流の穏やかな早朝のカッパドキアを熱気球に乗って上空から楽しみます。 
時間 05:00〜08:00 (ホテル発着時間は天候によって多少異なります)  
催⾏⽇ 毎⽇ 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 なし 
注意事項 英語係員が同⾏します。 



 

 

 
このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 
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5 歳以下のお子様のご参加は危険です。天候による中⽌の場合は全額返⾦されます。 
＊料⾦は予告なしに変更される可能性があります。 

含まれるもの 気球代、送迎⾞ 
ご⽇程 ホテル→約 1 時間の気球ツアー→ホテル 
料⾦  (歩く/⾞) 1 名様 (お子様料⾦なし) 

30.000 円 

 

ツアー名 セマ―ショー  〈夕方〉 
ツアーコード 2 
ツアー内容 イスラム神秘教団の旋舞をセマ―と言います。セマ―は祈りの手段と言われています。 

神秘の旋舞を鑑賞します。 
時間 20:30〜22:30   
催⾏⽇ 毎⽇ (人数が集まらなかった場合は催⾏されません) 
最少催⾏人数 大人 1 名様 
お食事 なし 
注意事項 英語係員が同⾏します。 
含まれるもの セマ―ツアー、送迎⾞ 
ご⽇程 ホテルまたはツアー終了地点→セマ―ショー→ホテル 
料⾦  (歩く/⾞) 1 名様 12 歳未満のお子様 

10.000 円 7.000 円 

 

 

 

 

 

催行会社　：　Deril Travel & Tourism Ltd.




