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 南コーカサス地方　(アゼルバイジャン･グルジア・アルメニア) 

３カ国周遊の旅 ８日間  

      

スケジュール及び宿泊地 

１日目・  アゼルバイオジャンの首都バクーに到着／アブシェロン ‐ご宿泊はバクー 

２日目・  ゴブスタン‐シェキ‐シェマハ ／ご宿泊はシェキ 

３日目・  シェキ ‐ ラゴデヒ国境 ‐ トビリシ／ご宿泊はトビリシ 

４日目・  トビリシ ‐ ムツヘタ ‐カズベギ ‐ トビリシ／ご宿泊はトビリシ 

５日目・  トビリシ ‐ ゴリ ‐ ウプリスツィヘ ‐ トビリシ／ご宿泊はトビリシ 

６日目・  トビリシ ‐ サダフロ国境 ‐セヴァン‐ エレヴァン／ご宿泊はエレヴァン 

７日目・  エレヴァンの観光／ご宿泊はエレヴァン 

８日目・  エレバンから出発 

ご旅行代金（国際線航空運賃は別途必要です。お客様ご自身の航空券手配でも可能です。） 

 ２名 ３名 4～5 名 6～７名 8～10 名 １人部屋追加

3★ＨＴＬ 374.500 333.000 307.000 268.000 242.000 80.000

4★ＨＴＬ 419.000 369.000 343.000 305.000 277.000 86.000

5★ＨＴＬ 468.000 418.000 392.000 352.000 326.000 137.000

上記料金は為替相場の変動他その他の要因にて予告無く変更する場合がありますのであくまでも 

目安としてください。お客様のご出発日に応じたお見積もりを再度ご案内を申し上げます。 

 

日程ご案内・食事 

 

１日目・成田空港からイスタンブール経由でアゼルバイジャンのバクーへ 

ＴＫ-051 成田 11：55 イスタンブール 18：00 各自乗継 

ＴＫ-336 イスタンブール 20：30 （フライトスケジュールは季節により変わりますのでご注意ください。）

 

２日目・アゼルバイオジャンの首都バクーに到着／アブシェロンとバクー市内観光 ／ご宿泊はバク 

バクー深夜着 01：25 着後、ホテルでの休憩。午前はバクー市内観光へ向かいます。旧市街、キャラ

バンサライ、古いモスク、世界遺産乙女の塔、シルヴァン・シャフ・ハーン宮殿等、殉死者の小路の訪

問。その後、アブシェロンへ。燃える山ヤナルアダグ、拝火教寺院などの見学。 

夕刻はカスピ海のミニクルーズへ (天気がよければ、カスピ海クルーズができます) 

朝／昼／夕付き 
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３日目・ゴブスタン ‐ シェキ ‐ シェマハ ／ご宿泊はシェキ 

朝食後、ゴブスタン岩絵の見学いたします。 

昼食後、古くから絹の生産地として栄えたシェキ街の観光。途中、古都シェマハに立ち寄り、ジュマモ

スクの訪問。マラザ村でディリダバの見学。シェキに向かって、シェキではハーン宮殿を訪問します。 

朝／昼／夕付き 

 

４日目・シェキ ‐ ラゴデヒ国境 ‐ トビリシ／ご宿泊はトビリシ 

朝食後、グルジア・アルメニア国境ラゴデヒ村を越え、トビリシヘ 

国境で車・ガイドが変わります。 アゼルバイジャンからグルジアへ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

グルジア・ワインの産地、カヘティ地方で現地の農家での昼食とワインテースティングをお楽しみ戴き。

その後、トビリシヘ向かいます。 

夕食はトビリシ現地レストランにて、グルジア伝統料理をどうぞ。 

朝／昼／夕付き 

 

５日目・トビリシ ‐ ムツヘタ ‐カズベギ ‐ トビリシ／ご宿泊はトビリシ 

朝食後、カズベギヘ。グルジア軍用道路はテルギ川やアラグヴィ川低地を経て、トビリシやウラジカフ

カス（ロシア連邦）の間に２１０キロメートル伸びています。カズベギで１４世紀にゲルゲティ三位一体

訪問。教会のテラスからは素晴らしい景色がご覧頂けます。トビリシヘ。途中、アナヌリ教会の訪問。

ムツヘタ街で世界遺産のジヴァリ教会とスヴェティツホヴェリ大聖堂の見学。 

夕方、トビリシに戻ります。 

朝／昼／夕付き 

 

６日目・トビリシ ‐ ゴリ ‐ ウプリスツィヘ ‐ トビリシ／ご宿泊はトビリシ 

ゴリヘ向かいます。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。またはウプリ

スツィヘ遺跡の観光。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発展してき

ました。住居や教会は町の中心にあり、貿易センターや名工の商店は町の南側に広がっていました。 

昼食後、トビリシの市内観光。主な見所はメテヒ教会「１２－１３世紀建て」。アバノツバニと言われる

浴場の地区。４世紀建て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。

ルスタベリ大通り-主な通りの観光。 

夕食は現地レストランにて、グルジア伝統料理をどうぞ。 

朝食／昼食／夕食付き 
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７日目・トビリシ ‐ サダフロ国境 ‐セヴァン‐ エレヴァン／ご宿泊はエレヴァン 

朝食後、グルジア・アルメニア国境サダフロ村を越え、国境で車・ガイドが変わります。エレヴァンヘ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

アルメニアに入国（国境で入国ＶＩＳＡ取得）途中、世界遺産ハフパトとサナヒン修道院を見学。又は、

セヴァン修道院の訪問。 

夕食は現地レストランにて、アルメニア伝統料理をどうぞ。 

朝／昼／夕付き 

 

８日目・エレヴァンの観光／ご宿泊はエレヴァン 

朝食後、世界遺産エチミアジン複合体、ズヴァルトノッツの古代遺跡、リプシメ教会、他にはエレブニ

要塞を見学します。 

朝／昼／夕付き 

 

９日目・エレバン‐ガルニ‐ゲガルト‐トビリシ／ご宿泊はトビリシ 

朝食後、ガルニの神殿、ゲガルト洞窟修道院を見学します。 

トビリシヘ向かいます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

アルメニア国境でグルジアの車とガイドが変わります。 

朝／昼／‐付き 

 

10 日目・トビリシから出発 

ＴＫ-385 トビリシ 11：20 イスタンブール 12：50 各自乗継 

ＴＫ-050 イスタンブール 17：10  

 

1１日目・10:25 分成田空港到着 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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アゼルバイジャン・サイドの旅行代金に含まれるもの 

宿泊：バクー街 ‐１泊 シェキ街 ‐１泊 

交通機関： 

観光での車はグループの大きさによって違います。セダン刑自動車、ミニバス（１２－１６人乗り）、小

型バス（３０－３５人乗り）、大型バス（４５－６０人乗り）での移動。空港からホテルまでの移動。 

食事条件：  

ホテルでの朝食、昼食２回、夕食２回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き） 

ガイドサービス： 

基本は英語ガイド付きの観光ですが、可能であれば、日本語ガイドも提供できます。 

その他： 

一日お一人様あたりミネラールウォーター付き、ホテルでのポーター、博物館・展示室の入場券 

旅行代金に含まれてないもの 

航空券、任意の旅行保険、お一人部屋利用追加料金、日程表に含まれていない食事や飲み物、日

程表に含まれていないサービス、そのほかの料金 

アゼルバイジャンの入国ＶＩＳＡ、13.500 円（申請から受領まで 10 日ほど必要です。） 

必要書類：詳細な渡航伺い書、旅券原本、ＶＩＳＡ用写真 2 枚 

 

グルジア・サイド旅行代金に含まれるもの 

宿泊：トビリシ‐３泊   

交通機関： 

観光での車はグループの大きさによって違います。セダン刑自動車、ミニバス（１２－１６人乗り）、小

型バス（３０－３５人乗り）、大型バス（４５－６０人乗り）での移動。 

ゲルゲティ三位一体教会までの４ＷＤでの移動は追加料金になっています。 

１台、三菱デリカ追加料金は 180ＵＳドル（お客様が 5 人のり） 

１台、３人乗り４ＷＤの追加料金は 150ＵＳドル 

食事条件： 

ホテルでの朝食、昼食３回、夕食３回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き） 

ガイドサービス： 

英語ガイド付きの観光、可能であれば、日本語ガイドも提供できます。 

その他：一日お一人様あたりミネラールウォーター付き、ホテルでのポーター、博物館・展示室の入場

券 

旅行代金に含まれてないもの 

飛行機券、旅行保険、お一人部屋利用追加料金、ゲルゲティ三位一体教会までの４ＷＤでの移動日

程表に含まれていない食事や飲み物、日程表に含まれていないサービス、そのほかの料金 

グルジアは入国ＶＩＳＡは不要です。 
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アルメニア・サイド旅行代金に含まれるもの 

宿泊：エレヴァン街 ‐２泊  

交通機関： 

観光での車はグループの大きさによって違います。セダン刑自動車、ミニバス（１２－１６人乗り）、小

型バス（３０－３５人乗り）、大型バス（４５－６０人乗り）での移動。ホテルから空港までの移動。 

食事条件：  

ホテルでの朝食、３回、夕食２回（コーヒーまたは紅茶、ミネラルウォーター付き） 

ガイドサービス： 

基本は英語ガイド付きの観光、可能であれば、日本語ガイドも提供できます。 

その他： 

一日お一人様あたりミネラールウォーター付き、ホテルでのポーター、博物館・展示室の入場券 

旅行代金に含まれてないもの 

航空券、旅行保険、グルジアビザの料金（必要の場合）、お一人部屋利用追加料金、日程表に含ま

れていない食事や飲み物、日程表に含まれていないサービス、そのほかの料金 

アルメニアビザ（現地国境で取得します。）追加料金は８ＵＳドルになります。必要書類等予告無く変

更されますので其の都度ご案内致します。 

その他のご注意 

運転手・ガイドの労働時間は１２－１３時間 

ホテル、レストランやほかのサービスはまだ予約されていません。 

天候との変化で日程表が変わる可能性もあります。 

貨幣レートや現地の税金のことで、旅行代金が変わる可能性があります。 

 

バクー 乙女の望楼 バクー シルヴァン・シャフ・ハーン宮

殿 

バクー オールドシティ 
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 バクー郊外 拝火教寺院    シェキ キャラヴァン・サライ     シェキ 宮殿内部 

 

         エチミアジン         ガルニ神殿        ゲガルド修道院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      旧約聖書のノアの箱舟が漂着したと言われている遠くに望むアララト山、遥かトルコ領内にありますが 

アルメニア人の心の拠りどころとなっています。              

              




