
旅行企画：聖書考古学資料館　　旅行手配・実施：

～イスラエル 10日間～
2015年2月2日（月）～2月11日（水）

第10回 聖書地理研修旅行
－聖書考古学資料館主催－

園の墓
写真提供：イスラエル大使館・広報室

～イスラエル 10日間～
2015年2月2日（月）～2月11日（水）

第10回 聖書地理研修旅行
－聖書考古学資料館主催－

ネゲブの荒野

アフェック
写真提供：イスラエル大使館・広報室

バーントハウス（焼けた家）
写真提供：イスラエル大使館・広報室

園の墓
写真提供：イスラエル大使館・広報室

ターキッシュエアラインズ051便（12：55予定）発
イスタンブール空港（18：10予定）着乗り継ぎ
ターキッシュエアラインズ790便（21：15予定）発
テルアビブ空港（23：20予定）着
テルアビブ空港着後ホテルへ送迎

【テルアビブ泊】
エレツイスラエル博物館（テルカシーレ遺跡）
アフェク（新約時代のアンティパトリス）
ヘロデの港湾都市カイザリア
古戦場の要塞メギド遺跡
イスラエル第3の都市ハイファへ

【ハイファ泊】
ハイファの海事博物館
貴重な発見が続く北部の要塞都市ハツォール
「ダビデの家」と読める戦勝記念碑が発見されたダン
ペテロが信仰告白したピリポカイザリア
キブツホテルへご案内

【ティベリア泊】
キブツ内の『ジーザスボート』見学
ガリラヤ湖遊覧
イエス宣教の中心地カペナウム
ベテシャン
死海写本発見のクムラン

【死海泊】
世界遺産でありユダヤ民族最後の砦マサダ
「香料の道」で知られるナバテア人の遺跡マムシット
「約束の地」の南部境界線が通る広大なチンの荒野
荒野に水が湧くエンアブダット
ミツペラモンへ

【ミツペラモン泊】
巨大なクレーターが広がるミツペラモン
ユダの最後を告げる書簡発見！ラキッシュ遺跡
ダビデとゴリヤテが戦ったエラの谷と丘の上の遺跡
ソレクの谷のベイトシェメシュ遺跡
エルサレムへ

【エルサレム泊】
オリーブ山、野外にて礼拝
近年の新しい発掘成果、ダビデの町
神殿南部の発掘地域
十字架の路、聖墳墓教会
ユダヤ人地区の発掘
エルサレムのホテルへ戻ります

【エルサレム泊】
園の墓
イスラエル博物館（写本館や考古学館）
ヘロデが築いた美しい丘ヘロディオン
ベツレヘムの生誕教会

【エルサレム泊】
朝食後、チェックアウト
ホテルより空港へ送迎
ターキッシュエアラインズ795便（12：30予定）発
イスタンブール空港（14：50予定）着乗り継ぎ
ターキッシュエアラインズ050便（17：15予定）発

【機内泊】
成田国際空港（11：30予定）着
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スケジュール日付
2月
2日
（月）

3日
（火）

4日
（水）

5日
（木）

6日
（金）

7日
（土）

8日
（日）

9日
（月）

10日
（火）

11日
（水）

月日 【宿泊地】

※上記日程は2014年6月11日現在の状況に基づき作成しております。
　現地の状況・交通事情等により変更となる場合がございますので予めご了承下さい。



1．旅行期間
　2015年2月2日（月）出発～2015年2月11日（水）到着
2．基本旅行代金
■旅行代金：お1人様あたり 328,000円
　　　　　 （2名1室利用/空港諸税別途）
■1人部屋利用追加料金63,000円（全8泊）
　※成田国際空港施設使用料及び現地空港税、燃料サーチャージ
　　は別途ご請求させて頂きます。（6月11日現在57,810円）
■最少催行人数：15名
■利用航空会社：ターキッシュエアラインズ/エコノミークラス
■利用予定ホテル：4つ星クラス
　　テルアビブ：マリーナ、メルキューレ、タル、バッセル
　　ハイファ：テオドル、ノフ
　　ティベリア：ノフギノサル、マアガン、キナール、リモニーム
　　　　　　　 ミネラル
　　死海：プリマオアシス
　　ミツペラモン：ラモンイン
　　エルサレム：リモニームエルサレム、エルサレムタワー、
　　　　　　　 ベイトイェフダ
■食事：朝8回/昼7回/夕7回
■添乗員：同行致しません
　　　　  （団長、現地ガイド、現地係員がお世話致します）
■お申込み締切：2014年11月28日
※必ずお読みください
　現在お手持ち旅券（パスポート）が今回の旅行に有効かどうか
の確認は必ずお客様の責任で行って下さい。残存有効期間が
入国時から6ヶ月以上の有効期間が必要となります。また合計
で見開き2ページ以上の未使用査証欄が必要となります。足り
ない方は増刷して下さいますようお願い致します。この旅行に
は査証（ビザ）は必要ございません。

3．実施要項
　（1）旅行費用に含まれるもの
　  1）航空運賃：旅程に明記された国際線（ターキッシュエアライン

ズ）の往復エコノミークラス　
　  2）送迎料金：旅程に明記された空港/ホテル間の往復送迎料金

（専用バス）

　  3）観光料金：旅程に明記された観光の日本語ガイド、交通費、
入場料含む

　  4）その他の交通機関：旅程に明記された交通機関の運賃及び料金
　  5）宿泊料金：旅程に明記された4つ星クラスホテル宿泊料金（2

名1室利用）
　  6）手荷物の運搬料金全行程お一人様20kg以内の手荷物運搬

料金
　  7）ガイド・ドライバー・ホテル（ポーター・レストラン）へのチップ   
　  8）食事条件：旅程に明記された行程中の食事（朝食8回、昼食7

回、夕食7回）
　（2）旅行経費に含まれないもの
　  1）個人費用：クリーニング、電話電報、郵便、飲物、ホテルで個人

的に受けたサービス等の代金/チップ、旅程に記載されてい
ない食事/観光/送迎代金、それに伴う税金、サービス料金、
超過手荷物料金など

　  2）渡航手続費用：旅券印紙代金（10,000円）、旅券代理申請代
（5,000円）、旅行傷害保険料、渡航手続き手数料（3,000円）

　  3）食事条件記載以外の食事代金　　
　  4）1人部屋利用追加代金（63,000円/全8泊）　
　  5）日本国内の空港施設使用税及び現地の空港税
　  6）燃料サーチャージ
4．取消料
　　（該当日が祝祭日や日曜日の場合には直前の営業日となります。）

5．おことわり
　上記旅行経費は、2014年6月11日の各交通機関運賃を基に、15名
様を基準にしたものですから、運賃及び参加人数に変更がある場
合には、旅行経費に変更が生じる場合がございます。又、現地事情
や交通機関の日程変更、その他やむを得ない事情で日程に変更が
生じる場合がございますのでご了承願います。尚、その他旅行条
件については、㈱ワールドビュウの旅行業約款によります。

旅行要項/ご旅行条件　第10回 聖書地理研修旅行 イスラエル10日間

　聖書考古学資料館ではこれまで二年間隔で「聖書地理研修旅行」を実施し、第 10 回を迎えることになりました。
会員のみなさまのお祈りとご協力の賜物と存じ感謝しております。今回の訪問地は、イスラエル国内のみとしました
が、北はレバノン国境に近いテル・ダンやバニアス（ピリポ・カイザリア）、南はエジプト国境に近いチンの荒野やミツペ・
ラモンまで、一般の聖地旅行ではあまり例のない広い範囲にある遺跡や景勝地を訪ねることにいたしました。
　エルサレムを始め、イスラエル各地の遺丘では絶えず発掘調査が進められ、従来の聖書解釈が変更されるような
発見も報告されております。新しい発見があった遺丘や遺跡もいくつか訪問する予定です。約束の地の北から南まで
広く探訪して聖書とその世界を思い巡らす機会となりますので奮ってのご参加をお薦めいたします。

第10回聖書地理研修旅行　団長 下村　茂ごあいさつ

海外旅行傷害保険のおすすめ
　ころばぬ先の杖、海外で万一の
場合の為、海外旅行傷害保険加
入をお薦め致します。盗難やおもわぬ事故にあったりする事が意外
に多いのです。是非ご加入下さいます様にご案内申し上げます。

旅行企画：聖書考古学資料館
下村茂牧師（団長）電話＆FAX：042-511-7975・氏名

・TEL

・FAXまたはEメール

・所属教会

・住所

フリガナ

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって50日目
にあたる日以降取消する場合

旅行開始日の前々日以降
旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の 100％

旅行代金の　50％

企画料金相当として
旅行代金の　10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目
にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金の　20％

取消料取消日

お申込みはワールドビュウまでお願いします！（FAXまたはコピーの上、ご送付下さい）

TEL：03-3230-2351
FAX：03-3230-0722

E-mail：info@world-view.co.jp
総合旅行業務取扱管理者 渡邉峰久

担当者：渡邉、中居

お
問

い合わせ先 企画
実施

東京都千代田区神田神保町2-4 印章会館1F

観光庁長官登録旅行業779号（一社）日本旅行業協会正会員

都市名
最高
最低

2月の平均気温（摂氏）
ミツペラモン
19
7

死海
22
13

ガリラヤ
20
9

エルサレム
14
7

テルアビブ
19
9

ハイファ
18
9


