ウズベキスタン最南端に位置するスルハンダリアは城塞さながらのヒッサール山脈に囲まれた特異な地形に有ります。北
からの出入口は現在のデルベント村にあった「鉄門」のみで、紀元前 300 年代後半に覇権を誇ったアレクサンドロス大王の
東征の舞台となり、約千年後の 7 世紀には仏典を求めてインドに向かった玄奘三蔵もここに足跡を残しました。大王は 10
年に渡る東征の中で、ペルシャ征服後、当時中央アジアを支配していたソグド人のソグディアナ（現スルハンダリア）を攻略。
この地の有力者オクシュアルトを降伏させ、その娘ロクサナを妻としました。
今回のご旅行では、大王ゆかりの戦跡を中心にシルクロード史研究の泰斗・加藤九祚先生が発掘に
携わったクシャン朝の大都城址ダルベルジン遺跡や大月氏族の遺跡と言われているカラバーグ
遺跡を加藤先生の解説で訪問する画期的な企画です。
旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業第 49 号 JATA 正会員 株式会社ユーラスツアーズ
日本ユーラシア協会旅行委員会後援
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①
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②
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③
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⑤
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ダルバンド着
デナウ着

⑥
10/23
水

サマルカンド

⑦
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木
⑧
10/25
金

デナウ滞在
デナウ
ハルチャヤン村
シナ村
デナウ発
サマルカンド着

サマルカンド発
タシケント着
タシケント発
成田空港着

旅程概要・宿泊地・食事

カラバグ遺跡

11:20 成田よりウズベキスタン航空直行便で首都タシケントへ。
＊伊丹発 08：
：00⇒
⇒成田着 09:15 NH2176 をご希望
をご希望の
希望の方はお早
はお早めにお知
めにお知らせください。
らせください。
16:50 タシケント着後、日本語スルーガイドの出迎えを受け鉄道駅へ。
レストランにて夕食後、22:10 寝台列車(2 名様 1 室)にてスルハンダリアの中心地、デナウへ。
【車中泊】朝食×/昼食機/夕食○
午前：デナウの手前約 150 ㎞にあるデルベント駅にて降車。サイロブへ。
「鉄門」、サルマスト山、マッケイ山、ブズカラハン渓谷、キジルテパ遺跡を見学しデナウへ。
【デナウ泊】朝食○/昼食○/夕食○
午前：加藤九祚先生の発掘の拠点にしている、通称「加藤の家」を訪ねます。そして、加藤先生が中
心になって発掘したクシャン朝の大都城址・ダルベルジン遺跡で先生の解説をいただき、デナウへ。
【デナウ泊】朝食○/昼食○/夕食○
終日：大月氏の遺跡と言われるハルチャヤン村のカラバーグ遺跡とデナウの西方に位置する素朴な
シナ村を加藤先生と訪問して解説をいただきます。シナ村ではクズクルガン岩砦を見学します。
【デナウ泊】朝食○/昼食○/夕食○
朝、サマルカンドに向け出発。途中 14 世紀一帯に帝国を築いたティムールの故郷・シャフリサブツに
立ち寄り、アク・サライ宮殿跡、ドルッティロヴアット、ドルッサオドット建築群を見学してサマルカンドへ。
【サマルカンド泊】朝食○/昼食○/夕食○
終日：サマルカンド市内見学
在りし日のシルクロードの繁栄を彷彿とさせるレギスタン広場。ティムールが眠る霊廟グル・アミール廟
や中央アジア最大のモスク・ビビハニム・モスク、モンゴル軍に破壊されたアフラシャブの丘に眠る旧サ
マルカンドなど。
【サマルカンド泊】朝食○/昼食○/夕食○
午前：専用車でタシケントに向けて出発。昼食をとり、タシケント着後市内見学。
夕刻、タシケント市内のレストランにて夕食後、空港へ。
夜、22:10 空路帰国の途へ。
【機内泊】朝食○/昼食○/夕食○
10:00 成田空港到着。
朝食機

※上記スケジュールは、交通機関の時刻変更、受入機関の都合により変更されることがありますので予めご了承ください。
※日本とウズベキスタンには時差があり、ウズベキスタン側が 4 時間遅れています

ご出発日

ご旅行代金

2013 年 10 月 18 日(金
金)

298,000 円

※上記ご旅行代金は 2 名様 1 室でご利用の場合の基本料金となります。別途燃油付加運賃・TAX 類、査証取得代行手数料、お一人様部屋
をご利用の場合はお一人様部屋ご利用追加料金をお申し受け致します。詳しくは下記「ご旅行代金に含まれないものを」をご参照ください。

~加藤九祚先生プロフィール~
1922 年生まれ。敗戦によりシベリア抑留を経験した。上智大学卒業後、平凡社に入社。
1975 年より国立民族学博物館教授、創価大学教授を歴任。
1998 年からウズベキスタン科学アカデミー考古学研究所と共同でテルメズ郊外カラテパで
クシャン時代の仏教遺跡発掘に携わり、現在に至る。
ユーラシア大陸の考古学等の研究、翻訳、著書多数。
加藤九祚先生

◆ご旅行販売条件◆
＊利用予定航空会社
：ウズベキスタン航空(成田⇔タシケント)※国際線エコノミークラス
＊利用予定宿泊施設
：デナウ/ユーロ・アジア、サマルカンド/アジア※または各都市同等クラスホテル利用
＊発着予定空港
：成田空港
※伊丹⇒成田片道(全日空便予定
成田片道 全日空便予定)を
全日空便予定 をご希望の
希望の場合は
場合は別途追加料金にて
別途追加料金にて手配
にて手配させていただきます
手配させていただきます。
させていただきます。お申し込み時にお知
にお知らせください。
らせください。
＊お食事
：朝食 6 回/昼食 6 回/夕食 7 回 ※機内食除く
＊添乗員
：同行します。
＊現地日本語ガイド
：空港到着時から出発まで
＊専用車
：空港到着時から出発まで大型バスにてご案内致します。
＊列車
：タシケント⇒デルベント間 2 等寝台
＊最少催行人員
：15 名様
＊加藤先生発掘作業協賛金：お一人様 USD$50 分は基本料金に含まれています。
◆ご旅行代金に
旅行代金に含まれないもの◆
＊成田施設使用料・燃油付加運賃・現地空港税等諸税 18,520 円(2012 年 12 月 12 日現在/変動性)
＊お一人様部屋ご利用追加料金：11,000 円
注：奇数でお申し込みの方が相部屋を希望されてもやむを得ずお一人様部屋をご利用いただく場合、
お一人様部屋ご利用追加料が必要となります。
＊査証取得代行手数料：6,300 円 / ウズベキスタン査証料：2,000 円
＊日本国内における自宅からの発着空港等集合・解散地点までの交通費、及び旅行開始日の前日、旅行終了当日等の宿泊費
＊超過手荷物料金
＊クリーニング代、電報・電話・FAX・インターネット等通信費、追加飲食代、その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス
＊旅程表に明示されていない食事・交通機関料金・観光料金(ガイド料金・入場料など)

株式会社ユーラスツアーズご旅行条件(要約
株式会社ユーラスツアーズご旅行条件 要約)
要約 ※お申し込みの際に詳しい条件書をお渡し致しますので必ずご一読ください。
旅行のお申し込みと契約の成立時期
株式会社ユーラスツアーズ(以下「当社」) 旅行申込書に所定の事項をご記入の上、申込金 50,000 円を添えてお申し込みください。申込金は旅行
代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。また、旅行契約は当社が予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成
立するものとします。
当社は電話、郵便およびファクシミリその他の通信手段により旅行契約の予約の申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予
約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただき
ます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
二 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
四 当社の業務上の都合があるとき。
旅行契約の解除の時期
取
消
料
1.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除すると
旅行代金の 10％
き(2 から 4 までに掲げる場合を除く。)
2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(3 及び 4 に掲げる場合を除く。)
旅行代金の 20％
3.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(4 に掲げる場合を除く。)
旅行代金の 50％
4.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の 100％
注 1：
「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
注 2：旅行開始後お客様の任意で旅行サービスの一部を受けなかったとき、または途中離団された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払戻しをい
たしません。
注 3：当社の責任とならない各種のローンの取扱い上およびその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も上記取消料をお支払いただきます。

◆◆◆お申し込み・お問い合わせは下記まで。ご参加お待ちしております◆◆◆
観光庁長官登録旅行業第 49 号 JATA 正会員

株式会社ユーラスツアーズ
＜東京本社＞
〒106-0044
東京都港区東麻布 1-26-8 イイダアネックス東麻布
TEL:03-5562-3381 / FAX:03-5562-3380
E-mail: tokyo@euras.co.jp
総合旅行業務取扱管理者：坂田恒衛

ホームページ：http://www.euras.co.jp
＜大阪営業所＞
〒550-0005
大阪市西区西本町 1-11-7 エイトビル西本町
TEL:06-6531-7416 / FAX:06-6531-7437
E-mail: osaka@euras.co.jp
総合旅行業務取扱管理者：塚田雅子

