
の旅 ポイント

き ・ り ・ と ・ り

郵便振替⼝座番号　00140-4-39332 加⼊者名　株式会社　富⼠国際旅⾏社

【予約票】
株式会社　富⼠国際旅⾏社　御中　

パスポート
のローマ字

ご住所
(〒　　―　　　　　）

部屋タイプ.１⼈部屋~追加54,000円Fを希望..【　.する　・　.しない　】
　2⼈部屋同室希望の⽅：　　　　　　　　　　　　　　　　　..様 その他特記事項

⽣年⽉⽇
有効旅券（パスポート）　　　　..【　.有　・　.無　】
パスポート番号：
有効期限：　　　　　　年　　　　　⽉　　　　　　⽇

⻄暦...　　　　　年　　　⽉　　　⽇⽣（　　　　）歳

お名前 (男・⼥)

性　別
【南コーカサス3ヶ国を巡る旅９⽇間】　出発⽇：　7⽉18⽇発　・　9⽉12⽇発　　(出発⽇を○囲んで下さい)

パスポート

【tel】（　　　　　）　　　　－　　　　　　【fax】（　　　　　）　　　　－　　　　　　
【携帯】　　　　　－　　　　 －　　　　　　【e-mail】

必要経費の目安

およそ以下の通りです。航空機・バスなどの移動の発着時刻をもとにした
目安です。実際の時刻とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。
[未明].0：00〜4：00　[早朝].4：00〜6：00　[朝].6：00〜8：00　[午前].
8：00〜12：00.[午後].12：00〜16：00　[⼣刻].18：00〜16：00　[夜].
18：00〜23：00　[深夜].23：00〜24：00.刻を基にした目安です。

ご旅⾏条件
.旅⾏条件の詳細は「旅⾏業約款」（募集型企画旅⾏契約Fによります。
.この旅⾏は2019年４⽉1⽇現在を基準としています。
■旅⾏契約の解除
.参加者が最低実施⼈員に達しなかった場合は、旅⾏を中⽌することがあ
.ります。.この場合は出発の23⽇前までにお知らせします。
＜取消料＞
.お客様都合で旅⾏を取消す場合は、下記の取消料をお⽀払いただきます。
＜解除時期・取消料＞※4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に開始する旅⾏のみ適⽤

ご旅⾏要項
■旅⾏代⾦に含まれるもの(⼀部例⽰）
・旅⾏費⽤：個⼈包括旅⾏運賃
・ホテル料⾦：2名部屋基準、税、サービス料含む
・⾷事代：（旅程表に表記のもの）
・空港、駅〜ホテル間の送迎バス料⾦
・ガイド料：.~旅程表に明⽰したのもの）
・旅程表に明⽰した市内（郊外）⾒学のガイド料、⼊場料、チップ
■旅⾏代⾦に含まれないもの
・旅程表以外に⾏動される場合の交通費、宿泊費、飲⾷代等
・渡航⼿続費⽤：旅券印紙代~5年⽤11,000円/10年⽤16,000円F
・渡航⼿続⼿数料：~旅券申請書作成代⾏/ビザ代F
・超過⼿荷物料⾦：規定の重量、⼤きさ、個数を超える分
・個⼈的諸費⽤：電話、電報、fax、クリーニング代、追加飲⾷費⽤、
　⾃由⾏動時の諸費⽤等
・お⼀⼈部屋追加料⾦~相部屋の⽅がいない場合も同様F
・空港施設使⽤料および保安料　・⽇本国内の交通費、前泊の費⽤
・傷害、疾病等に関する医療費　・任意の旅⾏傷害保険料
・訪問国⼊国税、航空保険料、燃油付加運賃、国際観光旅客税
・アゼルバイジャン共和国査証~ビザF代及び⼿続⼿数料

観光庁⻑官登録旅⾏業第84号 ⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会　正会員 

株式会社 富⼠国際旅⾏社　
旅⾏実施　 ●この旅⾏に関するお問い合わせ・お申し込みは下記まで

〒160-0022　東京都新宿区新宿２-11-7宮庭ビル4階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合旅⾏業務取扱管理者：⼩野寺　研⼀

TEL:03-3357-3377 FAX:03-3357-3317 営業時間：⽉〜⾦／AM9：30〜PM6:00
（⼟曜・⽇曜・祝⽇は休ませていただきます）
ホームページ・http://www.fits-tyo.com/yamaguchi@fits-tyo.com　担当：⼭口、⾼久

.ご案内の旅⾏費⽤以外に、下記の諸費⽤が別途かかります。

.●パスポート（旅券）を新たに申請される⽅

.●海外旅⾏傷害保険（任意）

.●⼀⼈部屋追加費⽤

※お⼀⼈参加で相部屋をご希望の場合、最終的な部屋割りによってはやむを得ず
　.お⼀⼈部屋追加料⾦を頂戴することがございます。予めご了承ください。
.●前泊ホテル費⽤
※お申込みいただいた時点での空室状況によって、ご案内いたします。
.●燃油付加運賃、空港税等

.

.●空港までの交通費●空港の空港施設使⽤料および保安料 
 ●アゼルバイジャン共和国査証(ビザ)代 

契約の解除期間 取消料

旅⾏開始⽇前⽇から起算して遡って30⽇前
旅⾏開始⽇前々⽇以降
旅⾏開始⽇後の解除、無連絡参加

旅⾏費⽤の20％

旅⾏費⽤の100％

ご出発前

印紙代
その他

　　11,000円（５年旅券）〜16,000円（10年旅券）
　　⼾籍抄本（謄本）の⼿数料、写真代など

セット保険料【例】　　8,070円〜13,120円~９⽇間プランF.※詳細は⼿続き案内にて.

⼀⼈部屋希望の場合　　54,000円（お⼀⼈ご参加の⽅）

燃油付加運賃等...燃油付加運賃＝約1,800円　空港税等＝約8,700円
........................国際観光旅客税＝1,000円

ご旅⾏中
●⾷事代（旅程に含まれない⾃由⾷）2,000円~3,000円~1回F
●飲み物代（飲み物は⾷事に含まれません）500円~1,000円~1回F
●⾃由⾏動時の交通費や⼊場料
●その他（お⼟産代、電話・fax、切⼿などの個⼈的費⽤）等

①下記の予約票にご記⼊いただき、富⼠国際旅⾏社宛に郵送またはFAXでお送りください。
②予約票が届き次第、旅⾏社より取引条件説明書⾯とお申込書を他の必要書類とともにお送りいた
...します。条件確認後、申込書をお送りいただき、申込⾦件確認後、申込⾦30,000円（旅⾏費⽤内⾦）
...を㈱富⼠国際旅⾏社宛に下記郵便振替⼝座へご送⾦ください。~申込書と申込⾦の両⽅の到着をもって正式申込）..............

③旅⾏費⽤残⾦は、出発1ヶ⽉迄にお⽀払いいただきます。

旅⾏費⽤の50％

※旅⾏開始⽇前⽇から起算して遡って40⽇前 旅⾏費⽤の10％

※写真は全てイメージです。

 株式会社富⼠国際旅⾏社　
旅⾏企画・実施　

〒160-0022　東京都新宿区新宿２-11-7宮庭ビル4階
TEL:03-3357-3377 FAX:03-3357-3317

 15名様   （最少催⾏⼈員８名様） 

 成⽥または⽻⽥空港から同⾏いたします。

黒海とカスピ海に挟まれたコーカサス山脈をめぐる

◆アゼルバイジャン、ジョージア(旧グルジア）、アルメニアの南コーカサス

   ３ヶ国を巡ります

◆コーカサスの5,000メートル級の峰々を望みます

◆マルコ・ポーロも称賛したトビリヒや古都ムツヘタの古い街並みを見学

◆ワイン発祥地、ジョージアワインの試飲をお楽しみ下さい

時間帯の目安

シルクロードの⼗字路

　南コーカサス３ヶ国を巡る旅

シルクロードの⼗字路

　南コーカサス３ヶ国を巡る旅

９日間

定  員

旅⾏期間・代⾦

添乗員

募集締切

 7⽉18日(⽊)〜 28日 (⾦) 334,000  円

 9⽉12日(⽊)〜 20日 (⾦) 352,000 円 

 出発日の1ヶ⽉前まで (定員になり次第締めらせて頂きます）



◆定員：１５名様　 (最少催行人員８名様)

◆利用航空会社：カタール航空、トルコ航空

◆添乗員：成田または羽田空港から同行

◆食事条件：６朝食・７昼食・６夕食　　

◆お一人部屋追加代金：５４，０００円

◆パスポートの残存有効期間：

　入国時６ケ月以上有効なものが必要です。

◆利用予定ホテル (または同等クラスホテル) 

【バクー】アナトリア、クラウン、ホリデイイン

【トビリシ】テラス、アストリア、ラマダ・アンコール

【エレバン】 ロイヤル・パレス、メトロポール

                                                 

 

 

OP

旅程表のマーク

朝＝朝⾷　昼 =昼⾷　⼣＝⼣⾷　Ｘ＝⾷事なし　機＝機内⾷ ●＝建物内部の⾒学　◎＝下⾞して⾒学　○＝⾞窓⾒学

      =航空機        　=専⽤⾞        　=列⾞　　    ＝ボート　　＝オプショナルツアー　　

        　

 

7⽉20⽇(土)              バクー                午前      　バクー　      コブスタン国⽴公園【世界遺産】

9⽉14⽇(土)         コブスタン                                古代の岩絵が残るコブスタン国⽴公園⾒学 

　　　　　　　　　　                                           コブスタン国⽴公園　　  バクー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   途中、◎ゾロアスター教寺院や◎マラダカン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　                 城を⾒学

　　　　　　　　  バクー                   夜             バクー　　　ジョージアの⾸都トビリシへ

                                   トビリシ  　　    深夜　　　 　　　   　

                                          　　　　　　　　　　　 　

　シルクロードの十字路　南コーカサス3ヶ国を巡る旅　９日間　
⽇次 ⽉⽇（曜⽇） 都　　市

①

7⽉22⽇(⽉)             トビリシ　　　 午前　　  トビリシ　　ムツヘタ  　　

9⽉16⽇(⽉)　　　ムツタヘ　　　 午前   　    古都ムツヘタ⾒学　◎ジュヴァリ聖堂(6世紀)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◎スヴェティツホ大聖堂(11世紀)　

                                         ゴリ                   午後            ムツヘタ　　  ゴリ

                            　　   　　　　　　　　　　　 ●スターリン博物館　◎ウプリスティ洞穴

　　　　　　　　 トビリシ   　　   ⼣刻  　　 住居跡　ゴリ　　トビリシ　

　　　　　　　　　　　　　

現地時刻

②

③

④

⑤

⑥

ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル
7⽉18⽇(⽊)            成⽥空港              深夜          成⽥または羽⽥                   

9⽉12⽇(⽊)            羽⽥空港                                 (羽⽥空港発の場合は、翌⽇出発となります)

                           　

7⽉19⽇(⾦)　          バクー　　　  午前　　 (経由)　　  アゼルバイジャンの⾸都バクーへ

9⽉13⽇(⾦)   　　　　　　　　　　　　　  ●シルバンシャフハーン宮殿【世界遺産】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◎⼄⼥の塔　◎ハジンスキー邸　◎殉職者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  の⼩路

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

7⽉21⽇(⽇)           トビリシ              午前　　 トビリシ         カズべキ　　

9⽉15⽇(⽇)           カズべキ        　  午後           グルジア軍用道路を通ってコーカサス山脈

　　　　　　　　　　　　　　　                    の中にあるカズベキ村へ

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　途中、◎アナヌリ建築群や⼗字架峠を通り

　　　　　　　    トビリシ              ⼣刻　　 ます。　カズベキ　　トビリシ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ⼣⾷は、グルジア伝統料理とダンス鑑賞

　　　　　　 

 
 

  

(宿　泊） ⾷ 事
Ⅹ 
 
 機
 Ⅹ 

⑦

7⽉23⽇(⽕)                              　   　  午前　　  トビリシ市内⾒学 　◎旧・新市街　◎メヒ

9⽉17⽇(⽕)　　　　　　　　　　　　　　  テ教会　◎グルジアの⺟像　◎ナリカラ

　　　　　　　　　　　　　　　　                 要塞跡　◎現地の大学⽣と交流

                                    トビリシ              午後           トビリシ　　アルメリア⾸都エレバンへ

                                    エレバン　　　⼣刻　　   途中、◎ハフパト修道院と◎サナヒン教会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【世界遺産】及びセバン湖⾒学

 機中泊　

 　　 バクー泊　

 
   

トビリシ泊　

機 
 
 
 昼 
⼣

7⽉24⽇(⽔)   　　エレバン                                  エレバン郊外⾒学　●エチミアジン大聖堂

9⽉18⽇(⽔)　　　　　　　　　　　　　　  ●ガルニ神殿　●ゲガルト洞窟修道院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【世界遺産】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ⼣⾷はアルメニア伝統⺠謡鑑賞を⾒ながら

　　　　　　　　　　　　  

⑧

⑨

7⽉25⽇(⽊)           エレバン　　　 午前           エレバン市内⾒学　◎カスケード　◎共和国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   広場　　

7⽉26⽇(⾦)            エレバン　　　 深夜　　   エレバン　　(経由)　　 羽⽥　　               

                                    羽⽥空港              深夜

朝 
 
 
 昼 
⼣

   
トビリシ泊　

朝 
 
 
 昼 
⼣

   
トビリシ泊　

朝 
 
 
 昼 
⼣

朝 
 
 
 昼 
⼣

   
エレバン泊　

   
エレバン泊　

朝 
 
 
 昼 
⼣

朝 
 
 
 昼 
Ⅹ

   
エレバン泊　

機 
 
 
 機 
機

アゼルバイジャン

バクー
                          首都バクーはペルシャ語で

                      「風の街」を意味します。

                        その昔、バクーは小さな港町

に過ぎませんでしたが、19世紀後半に大規模な

油田が見つかると世界中から人と資本が集ま

り、一気に地域最大の都会へと変貌しました。

旧市街周辺では近代化が進み、市内には数々の

ショッピングモールやブランドショップが軒を

連ねています。また、バクーにある人口島に

は、2018年頃に世界一の高さを誇るアゼルバ

イジャン・タワーが完成する見込みです。

トビリシ

ジョージア(旧グルジア)

　                     　トビリシという名前はジョ

　　　　　　　　ージア（グルジア）語のトビ

　　　　　　　　リ(温かいという意味)に由来

しているといわれています。現在の旧市街は、

全域が歴史保存区域で、19世紀の街並みが今

も残されています。中心はタヴィスプレバ広場

で、18世紀以前からの歴史的な建築物が多く残

っています。広場から北は帝政ロシア時代以降

に発展した欧風の新市街で、反対に川の東側の

マルジャニシュヴィリ広場やトビリシ駅のあた

りは下町となります。人口約140万人。

エレバン

アルメニア

         　　　　　　ララト平野の南東に位置する

　　　　　　　　アルメニアの首都です。その歴史　　　　　

　　　　　　　　はアルギシュティ1世によって要

塞が築かれた紀元前8世紀にまで遡り、バグラト朝

の中枢として栄えました。イルハン朝の中心都市

となった後は、オスマン帝国とサファヴィー朝の角

逐の場となり、サファヴィー朝ではエレバン・ハン

国に編入されました。1679年に見舞われた大地震

により多くの建造物が倒壊しましたが、エレバンの

街にはそうした歴史を感じさせる重要な建造物が数

多く残されています。また、郊外には、エチミアジ

ン大聖堂、リプシマ教会、ズヴァルトノツ古代遺跡

の3つのユネスコ遺産があります。

 新千歳・旭川・函館・釧路・女満別・帯広・青森・秋田・山形・三沢・小松・中部・大阪(伊丹・関西)・南紀白浜・

 岡山・広島・出雲・山口宇部・高松・松山・徳島・高知・福岡・北九州・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・奄美

 沖縄

国内線(⽇本)の割引運賃がご利⽤いただけます。(詳しくはお問い合わせ下さい)

 　右手には剣を、左手にはワインの杯を持って

います。これは敵には剣で戦い、友にはワイン

の杯で迎えるという精神を表しています。また

ゴリのスターリン博物館では、デスマスクや愛

用の専用列車が見学できます。

ジョージア（グルジア）母の像とスターリン

コブスタン遺跡

 1万年前から人が住んで

いたと考えられ、点在す

る無数の洞窟には岩絵が

残されています。また、

町から10キロほど南にある泥火山では、地下か

ら噴出する天然ガスにより泥が泡立ち、マグマが

たぎっているように見えます。

ジョージア（グルジア）母の像とスターリン
ジョージア(グルジア)軍用道路

 　トビリシから大コーカサス山脈を越え北オセチ

ア共和国の首都ウラジカフカスまで伸びる全長210

キロの道。1799年、ロシア軍が軍用に作ったもの

で、ロシアとコーカサスの動脈として機能しまし

た。トビリシから古都ムツヘタ、さらに人造湖ジ

ンヴァリ貯水湖や湖畔のアヌメリ教会、歴史ある

スキーリゾートのグダウリを経てジュヴァリ峠

へ。標高2395メートルの地点に十字架が立てられ

ています。11世紀、ジョージア（グルジア）王ダ

ヴィド4世がイスラム教国オセチアとの境界を定め

るために十字架が立てられたことに因んで、1824

年にロシアの手によって石の十字架が立てられま

した。ここから臨むコーカサス山脈の白銀の嶺は

絶景です。


