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空港トランスファー ホテルと一緒にお申し込みください

※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100%を申し受けます。

定員6名  65ユーロ（1台あたり／片道）
日本語アシスタント付き
1名 110ユーロ、2名 75ユーロ、3名～8名 55ユーロ
※片道、1名あたりの料金です。参加人数によって料金が変動します。

料　金

イスタンブール・アタチュルク空港 ⇔ ヨーロッパ側の市内ホテル
（アタチュルク空港周辺、スルタンアフメット地区、タクシム地区、レベント地区など）

定員6名  100ユーロ（1台あたり／片道）
※日本語アシスタント付をご希望される場合は、お問い合わせください。

料　金

イスタンブール・アタチュルク空港 ⇔ アジア側の市内ホテル
（アタシェヒル・カドゥキョイ・ウスキュダル地区）

定員6名  130ユーロ（1台あたり／片道）
日本語アシスタント付き
定員6名  170ユーロ（1台あたり／片道）
※片道、１名あたりの料金です。参加人数によって料金が変動します。

料　金

イスタンブール・サビハギョクチェン空港 ⇔ 市内ホテル
（ヨーロッパ側の主要ホテル、アジア側のアタシェヒル・カドゥキョイ・ウスキュダ

ル地区を含みます）

［運行会社］SKY hub

大人気！トランジットプラン
朝でも楽しめる！！イスタンブール半日ツアー

イスタンブール発 ［運行会社］SKY hub

※他のお客様と混載となる場合があります。※イスタンブール歴史地区は徒歩観光となります。※料金はアタテュルク空港利用の場合で
す。サビハギョクチェン空港への送迎には追加料金がかかります。 ※金曜日は14時まで観光客のブルーモスクへの入場が禁止されている
為、外観見学となります。 ※砂糖祭初日と犠牲祭初日は観光箇所がクローズになることがあり、予定の観光箇所に立ち寄れない場合があ
ります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100%を申し受けます。

TR301

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 295ユーロ、2名 155ユーロ、3名 115ユーロ、
 4名   90ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 AM4:00～PM15:00までのアタテュルク空港の到着便に限ります
所要時間 約5時間30分
解　散 アタテュルク空港

トランジット時間を有効活用！
ご予約の時間に空港へお迎えに上がります ▶専用
車で空港を出発 ▶9:30 ヒポドゥローム ▶9:45 ブ
ルーモスク（金曜日は外観のみ）  ▶10:30 アヤソ
フィア ▶12:00 グランドバザール（日曜日は代わり
にアラスタバザール） ▶13:00 昼食（フライトの時
間により、朝食へ変更も可） ▶14:30 空港到着

イスタンブール1日観光
イスタンブール発 ［運行会社］SKY hub

※他のお客様と混載となる場合があります。※イスタンブール歴史地区は徒歩観光となります。
※火曜はトプカプ宮殿の代わりに地下宮殿を観光します。 ※砂糖祭初日と犠牲祭初日は観光箇所
がクローズになることがあり、予定の観光箇所に立ち寄れない場合があります。※ホテルによって

（スルタンアフメット地区、シルケジなど）は送迎車付プランをお申込みいただけない場合があり
ます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100%を申し受け
ます。

TR302

日本語ガイド 1名催行

料　金 ［送迎車付］1名 240ユーロ、2名 140ユーロ、3名 105ユーロ、4名 90ユーロ
 ［送迎車なし］1名 160ユーロ、2名 100ユーロ、3名 80ユーロ、4名 70ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル、または指定の場所
所要時間 約8時間
解　散 ご宿泊ホテル

旧市街の見所をすべて押さえたツアー
ホテル出発 ▶9:30 古代競馬場跡ヒポドゥローム 
▶ 9:45 ブルーモスク▶ 10:30 アヤソフィア ▶

12:00 ご昼食 ▶13:30 トプカプ宮殿（火曜日は
地下宮殿） ▶15:30 グランドバザール ▶17:00 
ホテル到着

イスタンブール半日観光（スルタンアフメット地区）
イスタンブール発 ［運行会社］SKY hub

※他のお客様と混載となる場合があります。※イスタンブール歴史地区は徒歩観光となります。
※金曜日は14時まで観光客のブルーモスクへの入場が禁止されている為、外観のみの見学となり
ます。※砂糖祭初日と犠牲祭初日は観光箇所がクローズになることがあり、予定の観光箇所に立
ち寄れない場合があります。※ホテルによって（スルタンアフメット地区、シルケジなど）は送
迎車付プランをお申込みいただけない場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日
祝、年末年始を除く）9日前からは100%を申し受けます。

TR303

日本語ガイド 1名催行

料　金 ［送迎車付］1名 160ユーロ、2名 85ユーロ、3名 65ユーロ、4名 55ユーロ
［送迎車なし］1名 90ユーロ、2名 55ユーロ、3名 40ユーロ、4名 35ユーロ

 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル、または指定の場所
所要時間 約4時間
解　散 ご宿泊ホテル

旧市街の名所を効率よく観光
ホテル出発 ▶9:30 古代競技上跡ヒポドゥローム 
▶9:45 ブルーモスク（金曜日は外観のみ） ▶

10:30 アヤソフィア ▶12:00 グランドバザール ▶
13:00 ホテル解散

ボスポラス海峡クルーズと名物サバサンド
イスタンブール発 ［運行会社］SKY hub

※他のお客様と混載となる場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始
を除く）9日前からは100%を申し受けます。

TR304

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 140ユーロ、2名 90ユーロ、3名 70ユーロ、4名 60ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 9:00　ご宿泊ホテル、または指定の場所
所要時間 約3時間30分
解　散 ご宿泊ホテル

賑やかなバザールと名物クルーズ
9:00 ホテル又は指定の集合場所を出発 ▶9:30 
エジプシャンバザール見学 ▶10:30 クルーズに
乗船（約1時間） ▶12:00 名物のサバサンドをお
召し上がり頂いた後、ホテルへ。到着後、解散

ベリーダンスショー
イスタンブール発 ［運行会社］SKY hub

※係員は含まれていません。ドライバーがお迎えにあがりレストランまでお連れいたします。※変
更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前からは100%を申し受けます。

TR305

1名催行

料　金 夕食＋飲み物（アルコール無し） 75ユーロ、
 夕食＋飲み物（アルコール含む） 85ユーロ　
催行日 毎日　（12/31を除く）
出　発 19:00頃　ご宿泊ホテル、または指定の場所
所要時間 約3時間30分～約5時間＋復路の送迎
解　散 ご宿泊ホテル

トルコといえばベリーダンス
19:00頃 ホテルへお迎え ▶20:00 夕食 ▶21:00 
ショー開始 ▶22:30～24:00頃 ショー終了後、
ホテルへ送迎


