
ポイント
1

ナイル川沿いには現地の
人々の生活や

街など、エジプトならでは
の景色を

お楽しみいただけます。

連泊で寝ている間に移動
するので、

ゆとりの行程と充実の観
光が実現

ポイント
2

ポイント
3

毎日のスーツケースのパ
ッキングに

悩まされることはありませ
ん!

ベリーダンスパーティな
ど船内イベントが

盛りだくさん♪

ポイント
4

ポイント
5

船上から見る朝日や夕日
は格別です！

ナイル川クルーズで

エジプト観光をお勧めす
る理由

大人お一人様・子供代金同額・2名1室利用の場合旅行代金旅行期間

仙台
空港利用
山形駅より
送迎バス付き

2020年

3月22日㈰～30日㈪3月22日㈰～30日㈪ 498,000円 お一人様部屋追加代金
70,000円（6泊分）

５つ星のデラックス客船にて、ロマンあふれる
古代エジプトの大地を潤した世界最長のナイ
ル川クルーズをお楽しみいただきます。バス移
動では見ることのできないナイル川沿いの風
景は異国情緒にあふれ、船からの夕日は絶景
です！（天候等の理由により、夕日などの自然現
象はご覧いただけない場合がございます） ４泊
５日とゆったりとした行程で、ホテル移動がな
いので重たいスーツケースは置いて身軽な観
光がお楽しみいただけます。船内ではベリーダ
ンスショーなどイベントもご用意。快適な船旅
をお楽しみください。
※ドレスコードはございません。

５つ星のデラックス客船にて、ロマンあふれる
古代エジプトの大地を潤した世界最長のナイ
ル川クルーズをお楽しみいただきます。バス移
動では見ることのできないナイル川沿いの風
景は異国情緒にあふれ、船からの夕日は絶景
です！（天候等の理由により、夕日などの自然現
象はご覧いただけない場合がございます） ４泊
５日とゆったりとした行程で、ホテル移動がな
いので重たいスーツケースは置いて身軽な観
光がお楽しみいただけます。船内ではベリーダ
ンスショーなどイベントもご用意。快適な船旅
をお楽しみください。
※ドレスコードはございません。
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デラックスクラス客船で
ナイル川クルーズへご案内

（当社基準）

「エジプト航空」直行便で行く「エジプト航空」直行便で行く
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全日程
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5ツ星船・ホテル利用

最少催行人員5名
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株式会社



観光庁長官登録旅行業第127号  
一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員
旅行業公正取引協議会会員

本 社／〒990-0047  山形市旅篭町二丁目5-12   山形メディアタワー
　　　 ホームページ「旅ナビゲート」www.travel-ysk.co.jp
　　　 TEL：023-622-8321 FAX：023-624-8747
　　　 総合旅行業務取扱管理者：佐藤真美
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☎023-622-4555
営業時間：平日 月曜～金曜9：30～17：30　土・日・祝祭日は休みとなります。

お申し込み・
お問い合わせは 

9 日間「エジプト航空」直行便で行く 間間日間間

エジプト・ナイル川クルーズ

アクセスマップ

旅行期間

旅行条件

2020年3月22日㈰～30日㈪2020年3月22日㈰～30日㈪
旅行代金

お一人様部屋追加代金
70,000円（6泊分）498,000円498,000円

大人お一人様・子供代金同額・2名1室利用の場合大人お一人様・子供代金同額・2名1室利用の場合

【M/Sセミラミス号または同等クラス以上】

【M/Sセミラミス号または同等クラス以上】

【M/Sセミラミス号または同等クラス】

【M/Sセミラミス号または同等クラス】
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1 午後 山形駅から貸切バスにて仙台空港へ ― 全日空で仙台から成田へ
成田着後乗換手続き ―  夜 直行便にて、カイロへ

午前 船内にて朝食後、【世界遺産】ルクソール市内へ
《西岸》王家の谷(ツタンカーメン王墓を含みます)・ハトシェプスト女王葬祭殿、メムノンの巨像
午後 観光後、船へ ― エドフへ向け出港 ― 途中、エスナ水門を通過します。

早朝 着後、入国手続き後乗り継ぎ ― 午前 空路にて、ルクソールへ
着後、専用車で【世界遺産】ルクソール市内へ 《東岸》ルクソール神殿
観光後、クルーズ船にチェックイン ― 船内にて昼食
夜 バスにてカルナック神殿のライトアップショーにご案内
観光後、船内にて夕食

 終日 船内にて朝食後、エドフ神殿の観光にご案内 ― 観光後、船へ ― 
コムオンボへ向け出港 ― 船内にて昼食 ―着後コム・オンボ神殿見学に
ご案内 ― 観光後、船へ ― アスワンへ向け出港

早朝 バスにてアブ・シンベルへ ※朝食はBOXをご用意します
着後、[世界遺産]アブ・シンベル神殿観光〈大神殿、小神殿〉 ― 
観光後、船へ戻り昼食 ― バスにてアスワン市内観光へ
観光後、ナイル川にてファルーカセイリング（小型帆船）をお楽しみください。

【コンラッドカイロまたは同等クラス】

朝 クルーズ船をチェックアウト ― 空路にてカイロへ　  着後専用バスにて
近郊の古代遺跡観光へ ― サッカラ（階段ピラミッド、ウナス王のピラミッド）・
メンフィス野外博物館・ダハシュール（屈折ピラミッド、赤のピラミッド）途中
レストランで昼食 ― 観光後、ホテルへ

深夜 空路にて成田空港へ　   夕方 入国手続き後、ホテルへ

午前 ホテルから成田空港まで ― 空路にて仙台空港へ　  仙台空港から
貸切バスにて山形駅へ ― 着後解散

朝 ホテルにて朝食後カイロ市内観光へ 《カイロ市内》エジプト考古学博物館
（ミイラ室は含みません）、モハメッド・アリ・モスク、ハンハリー・リ・バザール 
《ギザ地区》ギザの三大ピラミッド（クフ王のピラミッドに入場）、スフィンクス、
パノラマポイント 途中市内レストランで昼食 ― 観光後、市内レストランで
夕食 ―カイロ空港へ

《アスワン・ハイダム、未完成のオベリスク》

上記旅行代金の他
右記の諸費用が
かかります

燃油サーチャージ29,200円（2019年12月現在）／国際観光旅客税1,000円
／アライバルビザ代4,025円／海外空港税5,300円（2019年12月現在）／
国内空港施設利用税4,020円（成田・仙台空港）／クルーズチップ 5,000円／
渡航手続き料4,400円は別途費用がかかります。

カイロ→ルクソール・アスワン→カイロ間
国内線利用でらくらく移動♪
カイロ→ルクソール・アスワン→カイロ間
国内線利用でらくらく移動♪（2・6日目）（2・6日目）

全日程
★★★★★
5ツ星

船・ホテル利用
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カイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロカイロ

日本

ルクソール

アスワン

※アスワン往復

クルーズ船

1日目

7日目

6日目

5日目

3日目

エドフ

2日目

4日目

アブ・シンベル

◆３日目…王家の谷ではツタンカーメン王の墓にも入場観光！
◆４日目…神々のレリーフが美しく二重構造で有名なコム・オンボ神殿へご案内！
◆５日目…エジプト南部までたっぷりご案内！世界遺産のきっかけとなったアブ・
　　　　　シンベル神殿へご案内！
◆７日目…憧れのエジプト考古学博物館も観光！ギザの３大ピラミッド観光では
　　　　　人気のクフ王のピラミッドに入場観光！

■募集人員／10名様
　　　　　　（最少催行人員5名様）
■日本発着時利用航空会社／
　エジプト航空（直行便）（成田空港発着/エコノミークラス）、
　国内線：全日空
■利用予定ホテル／（各５星デラックスクラス）
○クルーズ船／Ｍ/Ｓセラミス号または
　同等クラス（デラックス船）
○カイロ／コンラッド・カイロまたは
　同等クラス（デラックスクラス）
○成田／ホテル日航成田または
　同等クラス（デラックスクラス）
■食事条件／朝食6回、昼食６回、夕食7回
　（機内食を除く）
■添乗員／仙台空港より同行いたします。
■送迎バス／バス観光昆龍又は同等クラス

アクセスマップ旅行条件

右記の右記の諸費用諸費用が
かかります

／アライバルビザ代4,025円／海外空港税5,300円（20192019
国内空港国内空港施設利用施設利用税4,0税4,020円（20円（成田・仙成田・仙台空港）台空港）／クルーズチップズチップ
渡航手続き料4,400円は別途費用がかかります。ります。
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アブ・アブ・シンベシンベルルアブ・アブ・アブ・シンベアブ・シンベシンベルシンベシンベルルシンベル
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■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎■送迎バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス／バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観バス観光昆龍光昆龍光昆龍光昆龍光昆龍光昆龍光昆龍光昆龍又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同又は同等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラスススススススススススススススススススススススススススススススス等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ等クラ

■募集人員／10名様
　　　　　　（最少催行人員5名様）
■日本発着時利用航空会社／
　エジプト航空（直行便）（成田空港発着/エコノミークラス）、
　国内線：全日空
■利用予定ホテル／（各５星デラックスクラス）
○クルーズ船／Ｍ/Ｓセラミス号または
　同等クラス（デラックス船）
○カイロ／コンラッド・カイロまたは
　同等クラス（デラックスクラス）
○成田／ホテル日航成田または
　同等クラス（デラックスクラス）
■食事条件／朝食6回、昼食６回、夕食7回
　（機内食を除く）
■添乗員／仙台空港より同行いたします。
■送迎バス／バス観光昆龍又は同等クラス


