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グルジアのフリープランのオプショナルツアー  

     

コースＡ トビリシ市内観光 
 

ツアーについて： 1 日中トビリシ市内観光ツアー 所要時間：約８－９時間  

ヨーロッパとアジアの交差点に位置しているトビリシは多民族、多文化、多教会の町であり、人口１００

万人を数えるグルジアの首都です。三方を山に囲まれ、斜面には家々が肩を寄せ合っています。旧

市街は、町並みを保存するために舗装されていません。太古の教会、大聖堂や１９世紀の家は修復

されており、伝統的な工芸美術は復活してきています。現在のこの地は香辛料の香りが鼻をくすぐり、

異文化と異教徒が同じ土地で共に生き、人々で賑わう繁華街、古代を偲ばせながら今に残る大浴場、

目もくらむばかりの宝物類、荘厳な教会など、トビリシならでは魅力があふれています。狭い丸石の

道、木造バルコニーの伝統的な家々、長い歴史を持つ硫黄泉の浴場などを見学する時、トビリシ独特

の雰囲気を感じる（楽しむ）ことができます。  

主な見所：メテヒ教会 

ムトックワリ川のほとり、小高い丘の上に建つ小さな教会「１２－１３世紀」。 

何度も再建されてはいるものの、設計自体は創建の５世紀以来変わっていません。周りを取り囲んで

いた要塞は、１９世紀に監獄として使われていたと言われています。現在は観光客のメッカで、もと監

獄といった暗い雰囲気はありません。 

５世紀半のイベリア王でトビリシの創設者、馬に乗ったワフタング・ゴルガサリ王の像が立つテラスか

らは、旧市街の綺麗な写真を撮ることができます。 

オリエンタルな雰囲気とヨーロッパの文化が微妙に入り混じったトビリシのその魅力が最も強く感じら

れる場所とは、硫黄泉を引き込んだ浴場です。 

３７－４７度の温泉は炭化水素、硫化物、塩素やナトリウムイオンを全体に含み、様々な病気、特に骨

粗鬆、神経症、泌尿器の問題や乾癬、湿疹など皮膚病を治療する力があります。かつては社交場と

しても栄えていました。 

シオニ大聖堂(教会)は、「７－１９世紀」グルジアの最も古い教会であり、トビリシ市の一番中心に位置

しています。４世紀に建てられた、 

シュリス・ツィヘ－後のナリカラ要塞は戦略上の重要な拠点に位置し、繁栄と衰退を見てきた。サメバ

大聖堂「サメバ－三人一体の意味」(1995-2004)はグルジアの最も大きな正教教会であり、世界の巨

大な教会の一つとなっています。 

ムタツミンダとは「聖なる山」の意味を持ち、標高７２７ｍ山頂からは,晴れわたった日なら町の全景は

もちろんのこと、万年雪を抱くカズベク山(５０４３ｍ)まで見渡せます。山の中腹にはとんがり帽子の屋

根を持つ聖ダビッド教会があります。ここはまだパンテオンとも呼ばれ、教会の周りには作家や芸術

家の墓が集まっています。 
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料金 

１名様                    350＄, 

２名様 （お一人様あたり）    280$ 

３名様 （お一人様あたり）    250$ 

４-５名様（お一人様あたり）   230$ 

６-７名様（お一人様あたり）   225$ 

８－１０名様（お一人様あたり） 215$ 

 

料金に含まれるもの 

日本語ガイドサービス（英語ガイドの場合は、20＄マイナスです） 

車での移動： セダン(１～２人乗り)、ミニバス（３～９人乗り） 

食事条件：昼食１回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き）、博物館入場料、ほかにはホテル

まで送迎付 
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コースＢ トビリシとムツヘタ 二つの首都のツアー 

ツアーについて： 終日トビリシやムツヘタへのツアー（約８－９時間）へご案内致します。

ムツヘタ：トビリシ市から２５キロメートル、ムツヘタへは車で約２５分 

 

ヨーロッパとアジアの交差点に位置しているトビリシは多民族、多文化、多くの教会の町であ

り、人口１００万人を数えるグルジアの首都です。 

三方を山に囲まれ斜面には家々が肩を寄せ合っています。旧市街は、町並みを保存するために

舗装されていません。太古の教会、大聖堂や１９世紀の家は修復されており、伝統的な工芸美

術が復活してきています。この街では香辛料の香りが鼻をくすぐり、異文化と異教徒が同じ土

地で共に生き、人々で賑わう繁華街、古代を偲ばせながら今に残る大浴場、目もくらむばかり

の宝物類、荘厳な教会など、トビリシならでは魅力があふれています。旧市街の狭い丸石の道、

木造バルコニーの伝統的な家々、長い歴史を持つ硫黄泉の浴場などを見学する時、トビリシ独

特の雰囲気を満喫することができます。  

 

トビリシ市の主な見所： 

12－13 世紀に建てられたメテヒ教会はムトックワリ川のほとりの小高い丘の上に建つ小さな

教会です。周りを取り囲んでいた要塞は 19 世紀には監獄として使われていました。５世紀半

のイベリア王でトビリシの創設者、馬に乗ったワフタング・ゴルガサリ王の像が立つテラスか

らは旧市街の綺麗な写真を撮ることができます。オリエンタルな雰囲気とヨーロッパの文化が

微妙に入り混じったトビリシのその魅力が最も強く感じられる場所とは、硫黄泉を引き込んだ

浴場です。37～47 度の温泉は炭化水素、硫化物、塩素やナトリウムイオンを全体に含み様々な

病気、特に骨粗鬆、神経症、泌尿器や乾癬、湿疹など皮膚病を治療する力があります。 

7-19 世紀建てらてたシオニ大聖堂(教会)はグルジアの最も古い教会であり、トビリシ市内の一

番中心に位置しています。４世紀に建てられたシュリス・ツイヘ、後のナリカラ要塞は戦略上

の重要な拠点に位置し、繁栄と衰退を見てきました。サメバ大聖堂「サメバ－三位一体の意味」

(1995-2004)はグルジアの最も大きな正教教会であり、世界の巨大な教会の一つとなっていま

す。ムタツミンダとは「聖なる山」の意味を持ち、標高 727ｍ山頂からは晴れわたった日なら

町の全景はもちろんのこと万年雪を抱くカズベク山(5043ｍ)まで見渡せます。山の中腹にはと

んがり帽子の屋根を持つ聖ダビッド教会があります。ここはパンテオンとも呼ばれ、教会の周

りには作家や芸術家の墓が集まっています。 

 

ムツヘタ古都の主なみどころ：  

グルジア軍用道路はテルギ川やアラグウィ川低地に沿って、トビリシからウラジカフカスの間

に伸びています。グルジアの地は古代の人々の交差点であり、多様な文明社会が記録されてい
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ます。ムツヘタの古都はその道路の沿って位置しています。ユネスコの世界遺産として認定さ

れ、紀元前２世紀から栄えてきた古都ムツヘタの教会全体は中世コーカサスでの宗教建築とし

て見る事が出来ます。６世紀に建てられたジュワリ聖堂は「十字架」の意味を持ち、グルジア

の支配者の勢力が伺えます。スヴェティスホヴェリ教会 「命を与える柱」（11 世紀建造）は

ムツヘタの中心に位置しグルジアで最も古い教会の一つとされています。原型は４世紀にさか

のぼり、歴代の王たちが眠ります。 

 

料金： 

1 名様 340＄ 

２名様（お一人様あたり）250＄ 

３名様（お一人様あたり）230＄ 

４-５名様（お一人様あたり）220＄ 

６-７名様（お一人様あたり）200＄ 

８－１０名様（お一人様あたり）190＄ 

 

料金に含まれるもの 

日本語ガイドサービス（英語ガイドの場合は、20＄マイナスです） 

車での移動： セダン(１～２人乗り)、ミニバス（３～９人乗り） 

食事条件：昼食１回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き）、博物館入場料、ほかにはホテル

まで送迎付 
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コースＣ ダウィド・ガレジャ修道院のツアー 

ツアーについて：洞窟町のツアー/サガレジョ町（片道 130 キロメートル） 

出発時間：午前 9：00 時。夏場は早めに出発（約２・３時間のハイキング） 

 

およそ６世紀にエルサレムではアンティオク、エデサ等のグルジア聖堂が設立されました。修道士は

時々聖堂からグルジアにお参りして遠方の地方に定住していました。 

そのために「シリアン・教父たち」のー人－ダウィッドはガレジャ砂漠の洞窟に隠遁生活を始めました。

もうー人の教父、シオはムトクワリ川の左川岸に居住し、イオアネ教父はゼダゼニ山で禁欲生活を送

っていました。 

 

主な見所： 

ラブラ修道院（６世紀建造）、ウダブノ修道院（山まで２時間ハイキング）中世の居住者が描いた壁画

は現在の洞窟でも見ることができます。ダウィド・ガレジャ複合体の絵は非常に独特なスタイルのもの

で、壁画はグルジアの図像学にとって大事なものであり、聖ダウィド・ガレジェリの生涯の最も古い記

録でもあります。ウダブノでは食堂を見学します。部屋の前方部分は崩壊しましたが、内部には聖書

の有名なシーン－“最後の晩餐”などの立派なフレスコが守られています。現地でピクニックランチ。 

午後５－６時にトビリシに到着します。 

 

持ち物：季節によって重ね着のできる服装、歩きやすい靴、日焼け止め、帽子、リュックサック、レイン

コートをお持ちください。朝は涼しく、お昼は暑くなる可能性があります。 

 

料金 

１名様               340＄ 

２名様 （お一人様あたり）   240＄ 

３名様 （お一人様あたり）   230＄ 

４-５名様（お一人様あたり）  200＄ 

６-７名様（お一人様あたり）  190＄ 

８－１０名様（お一人様あたり 180＄ 

料金に含まれるもの 

日本語ガイドサービス（英語ガイドの場合は、20＄マイナスです） 

車での移動： セダン(１～２人乗り)、ミニバス（３～９人乗り） 

食事条件：昼食１回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き）、博物館入場料、ほかにはホテル

まで送迎付 
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コースＤ カズベギ地方・ケウィ省のツアー 

ツアーについて： 北ムティウレティ・ヘウィ省へのツアー 

トビリシ－カズベギ１７０キロメートル /約９－１１時間     

 

コーカサス山脈の荘厳な風景でリラックスしながら、激しく流れる川辺や渓谷で大切な時間を楽しく過

ごせます。グルジア軍用道路に沿ってドライブし、美しい風景をお楽しみ頂けます。 

 

主な見所：ユネスコの世界遺産として認定され、紀元前２世紀から栄えてきた古都ムツヘタの教会全

体は中世コーカサスでの宗教建築の立派な例です。６世紀に建てられたジュワリ聖堂が「十字架」の

意味を持ち、グルジア支配者の勢力や自信を象徴しています。スヴェティツホヴェリ教会 「命を与え

る柱」（１１世紀建造）はムツヘタの中心に位置し、グルジアで最も古い教会の一つとされています。ア

ナヌリ要塞建築物（１６－１７世紀建造）道路の最も古代な要塞。ゲルゲティ三位一体の教会（１４世

紀建造）教会まで 2 時のトレッキング。山上から秀麗な景色が広がります。 

 

持ち物：季節によって重ね着のできる服装、歩きやすい靴、日焼け止め、帽子、リュックサック、レイン

コートをお持ちください。朝は涼しく、お昼は暑くなる可能性があります。 

料金 

１名様                390＄ 

２名様 （お一人様あたり）    270＄ 

３名様 （お一人様あたり）    240＄ 

４-５名様（お一人様あたり）   220＄ 

６-７名様（お一人様あたり）   210＄ 

８－１０名様（お一人様あたり） 200＄    

料金に含まれるもの 

日本語ガイドサービス（英語ガイドの場合は、20＄マイナスです） 

車での移動： セダン(１～２人乗り)、ミニバス（３～９人乗り） 

食事条件：昼食１回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き）、博物館入場料、ほかにはホテル

まで送迎付 

 

追加料金：飲み物；カズベギ町でゲルゲティ三人一体の教会まで運転のため 4WD サービスは追加

料金になっています。 
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コースＥ ムツヘタ・ゴリ・ウプリスツィヘのツアー 

 

ツアーについて：ムツヘタ・ゴリ・ウプリスツィヘのツアー約 190Ｋｍ 所要約７－８時間 

グルジア軍用道路はテルギ川やアラグウィ川低地に沿って、トビリシからウラジカフカスの間に伸びて

います。グルジアの地は古代の人々の交差点であり、多様の文明社会が記録されています。ムツヘ

タ古都はその道路の沿って位置しています。 

主な見所：ユネスコの世界遺産として認定され、紀元前２世紀から栄えてきた古都ムツヘタの教会全

体は中世コーカサスでの宗教建築の立派な例となっています。6 世紀に建てられたジュワリ修道院は

「十字架」の意味を持ち、グルジア支配者の勢力や自信を象徴しています。スヴェティツホヴェリ聖堂 

「命を与える柱」（１１世紀建造）はムツヘタの中心に位置し、グルジアで最も古い教会の一つとされて

います。原型は４世紀にさかのぼり、歴代の王たちが眠っています。インドからの交易道路がムトゥク

ワリ川やリオニ川の低地から黒海まで続いていました。ムツヘタ、ゴリ、ウプリスツィヘ、クタイシなど

の町が商業や物造りの中心地として発展を遂げました。岩窟遺跡ウプリスツィヘはカルツリ地方の政

治や行政の中心になり、繁栄してきました。住居や教会は町の中心にあり、交易センターや名工の店

は町の南側に広がっていました。ゴリではスタ－リンが生まれた家やスターリン博物館を見学します。 

 
金料 
１名様                     360＄ 

２名様（お一人様あたり）     270＄ 

３名様（お一人様あたり）     250＄ 

４-５名様（お一人様あたり）   230＄ 

６-７名様（お一人様あたり）   210＄ 

８－１０名様（お一人様あたり） 200＄ 

料金に含まれるもの 

料金に含まれるもの 

料金に含まれるもの 

日本語ガイドサービス（英語ガイドの場合は、20＄マイナスです） 

車での移動： セダン(１～２人乗り)、ミニバス（３～９人乗り） 

食事条件：昼食１回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き）、博物館入場料、ほかにはホテル

まで送迎付 
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コースＦ カヘティ地方のツアー 

 

ツアーについて：北ムティウレティ・ヘウィ省へのツアー 

/トビリシ－カズベギ１７０キロメートル  

出発時間： 午前０８：３０時～午前０９：００分 所用時間： 約９－１０時間     

 

グルジアの最も肥沃で画趣をそそる地域を探検しませんか。カヘティ地方は高度 3000 メートル以上

の大コーカサス山脈と北のアラザニ谷間の境界線であります。ワインの産地カヘティ地方の肥えた土

地では５００種類のワインが発展してきました。グルジアでは、ワインは友情や寛大さの証とされ、な

おかつ長寿の秘訣であり、人類と葡萄はともに誕生し共存して今に至ると言われています。キジキ地

域やロイヤルタウン―シグナギの荘厳な風景をお楽しみいただけます。 

主な見所：回廊庭のある穏やかなボドゥベ女子修道院をご案内します。４世紀にグルジアにキリスト

教を伝えたとされる聖ニノがボドゥベ女子修道院に埋葬されています。続いて、防壁のある、国内で

要塞化の最も古い例の一つとされるシグナギ町まで移動します。１９世紀のグルジアの有名な詩人で

あるアレクサンダー・チャフチャヴァゼの博物館、やアラヴェルディ修道院（１１世紀）を訪問します。 

持ち物：季節によって重ね着のできる服装、歩きやすい靴、日焼け止め、帽子、リュックサック、レイン

コートをお持ちください。朝は涼しく、お昼は暑くなる可能性があります。 

料金 

１名様                410＄   

２名様（お一人様あたり）     290＄ 

３名様（お一人様あたり）     260＄ 

４-５名様（お一人様あたり）   240＄ 

６-７名様（お一人様あたり）   220＄ 

８－１０名様（お一人様あたり） 200＄ 

料金に含まれるもの 

料金に含まれるもの 

日本語ガイドサービス（英語ガイドの場合は、20＄マイナスです） 

車での移動： セダン(１～２人乗り)、ミニバス（３～９人乗り） 

食事条件：昼食１回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き）、博物館入場料、ほかにはホテル

まで送迎付 

ワインテースティングの追加料金は 18 $（お一人様あたり） 
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アナヌリ複合体 
 

トビリシ浴場地区   シグナギ街 カズベギ山 

 

 
トビリシ旧市街 

メテヒ教会 
ムツヘタ街 

 

ジュヴァリ教会 アラヴェルディ修道院 

ダヴィド・ガレジ修道院 

 

 

 




