
 

 

    

日次日次日次日次    

    

都市名都市名都市名都市名    時刻時刻時刻時刻    旅程概要旅程概要旅程概要旅程概要    食事食事食事食事    

①①①①    

６月２５日６月２５日６月２５日６月２５日    

火曜日火曜日火曜日火曜日    

成田空港     発

ｲﾝﾁｮﾝ         着

ｲﾝﾁｮﾝ       発

ｱﾙﾏﾄｩｲ      着 

13：30 

16：10 

18：10 

22：05 

ＯＺ/ｱｼｱﾅ航空にて経由地のｲﾝﾁｮﾝへ。 

着後、乗り継ぎ。 

ＯＺ/ｱｼｱﾅ航空でｶｻﾞﾌｽﾀﾝの首都・ｱﾙﾏﾄｩｲへ。 

ｱﾙﾏﾄｩｲ到着後、 入国手続き。（日本との時差は-3 時間） 

現地日本語ｶﾞｲﾄﾞが出迎え、宿泊ﾎﾃﾙへ 

ﾎﾃﾙにﾁｪｯｸｲﾝ                    【ｱﾙﾏﾄｩｲ/ｵﾄﾗﾙﾎﾃﾙ泊】 

昼機 

夕機 

②②②②    

６月２６日６月２６日６月２６日６月２６日    

水曜日水曜日水曜日水曜日    

ｱﾙﾏﾄｩｲ       発 

ﾁｮﾙﾎﾟﾝ･ｱﾀ     着  

 

 

 

日中 

 

夕刻 

ﾎﾃﾙにて朝食後、ﾁｪｯｸｱｳﾄ。陸路､ｷﾙｷﾞｽに向かいます。世界で 

2 番目に標高の高い高原湖ｲｼｸ･ｸﾘ湖（標高約 1,600m）へ向けて東

へ移動。東西約 180km、南北約 60km に及ぶ不凍湖です。湖畔沿い

のﾎﾃﾙ（予定）にﾁｪｯｸｲﾝ。【ﾁｮﾙﾎﾟﾝ･ｱﾀ/ｶｰﾍﾞﾝﾌｫｰｼｰｽﾞﾝﾎﾃﾙ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

③③③③    

６月２７日６月２７日６月２７日６月２７日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    

ﾁｮﾙﾎﾟﾝ･ｱﾀ     発 

 

ｶﾙｶﾗ        着 

 

 

 

ﾎﾃﾙにて朝食後、ﾁｪｯｸｱｳﾄ。ｲｼｸｸﾙ湖の北岸を東へ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝと 

ｷﾙｷﾞｽとの国境を流れるｶﾙｶﾗ川のｷﾙｷﾞｽ側のｷｬﾝﾌﾟ地へ向かいま

す。到着後、標高 4000 ﾒｰﾄﾙのｲﾝﾆｪﾙﾁｸ氷河上にあるﾊﾝﾃﾝｸﾞﾘ峰

（7,000 ﾒｰﾄﾙ）やﾎﾟﾍﾞｰﾀﾞ峰(7,350 ﾒｰﾄﾙ)への登頂時のﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟか

ら、天候を見てﾍﾘﾌﾗｲﾄで 2 つの峰の展望をお楽しみいただきます。 

          【ｶﾙｶﾗ/ﾃﾝﾄ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

④④④④    

６月２８日６月２８日６月２８日６月２８日    

金曜日金曜日金曜日金曜日    

 

ｶﾙｶﾗ      滞在 
 

終日 

朝食後、ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ周辺の氷河上の散策をお楽しみいただきます。

(予備日) 

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：乗馬体験               【ｶﾙｶﾗ/ﾃﾝﾄ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

⑤⑤⑤⑤    

６月２９日６月２９日６月２９日６月２９日    

土曜日土曜日土曜日土曜日    

 

ｶﾙｶﾗ      滞在 

 

終日 

朝食後、ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ周辺の氷河上の散策をお楽しみいただきます。

(予備日) 

              【ｶﾙｶﾗ/ﾃﾝﾄ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

⑥⑥⑥⑥    

６月３０日６月３０日６月３０日６月３０日    

日曜日日曜日日曜日日曜日    

 

ｶﾙｶﾗ        発 

ｶﾗｺﾙ        着 

 

 

ﾎﾃﾙにて朝食後、周辺の散策｡ﾌﾗﾜｰﾊｲｷﾝｸﾞ(半日予備日)。 

昼食後、ｶﾙｺﾙへ向かいます。着後、ﾁｪｯｸｲﾝ。ｹﾞｽﾄﾊｳｽ内にて夕

食。                        【ｶﾗｺﾙ/ｶﾌﾟﾗｲｽｶﾗｺﾙ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

⑦⑦⑦⑦    

７月０１日７月０１日７月０１日７月０１日    

月曜日月曜日月曜日月曜日    

 

ｶﾗｺﾙ        発

ｿﾝｸﾙ湖       着 

午前 

午後 

夜 

ｶﾗｺﾙ観光。 

ｿﾝｸﾙ湖へ向かいます。 

ｿﾝｸﾙ湖着                 【ｿﾝｸﾙ湖/ｿﾝｸﾙﾕﾙﾀｷｬﾝﾌﾟ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

⑧⑧⑧⑧    

７月０２日７月０２日７月０２日７月０２日    

火曜日火曜日火曜日火曜日    
ｿﾝｸﾙ湖     滞在 終日 

朝食後、周辺の草原や森林にてﾊｲｷﾝｸﾞ（約 3 時間） 

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：乗馬体験 

                        【ｿﾝｸﾙ湖/ｿﾝｸﾙﾕﾙﾀｷｬﾝﾌﾟ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

⑨⑨⑨⑨    

７月０３日７月０３日７月０３日７月０３日    

水水水水曜日曜日曜日曜日    

ｿﾝｸﾙ湖       発

ﾋﾞｼｭｹｸ       着 

午前 

午後 

 

ﾋﾞｼｭｹｸへ向け出発します。(所要時間約 7 時間：350 ㎞) 

ﾋﾞｼｭｹｸ到着。 

ﾋﾞｼｭｹｸ観光(ﾊﾟﾝﾌｨﾛﾌ公園、ﾊﾞｻﾞｰﾙなど)  【ﾋﾞｼｭｹｸ/ｱｯｹﾒﾎﾃﾙ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

旅行企画・実施 株式会社ユーラスツアーズ 観光庁長官登録旅行業第 49号 JATA 正会員 

 

「「「「キルギスキルギスキルギスキルギス    フラワーハイキングフラワーハイキングフラワーハイキングフラワーハイキング」」」」        
    

旅行期間：２０１３年６月２５日～７月旅行期間：２０１３年６月２５日～７月旅行期間：２０１３年６月２５日～７月旅行期間：２０１３年６月２５日～７月０６日・全行程１２日間０６日・全行程１２日間０６日・全行程１２日間０６日・全行程１２日間                
添乗員同行添乗員同行添乗員同行添乗員同行    

                                    旅行代金：３３８，０００円旅行代金：３３８，０００円旅行代金：３３８，０００円旅行代金：３３８，０００円    
                                            



⑩⑩⑩⑩    

７月０４日７月０４日７月０４日７月０４日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    

 

ﾋﾞｼｭｹｸ     滞在 
日中 

夕刻 

ｱﾗｱﾙﾁｬ自然公園を訪ねｱｸｻｲ川に沿ってﾊｲｷﾝｸﾞを楽しみます。 
ﾋﾞｼｭｹｸへ戻り、ｷﾙｷﾞｽ伝統音楽の演奏を楽しみながら夕食をお召し
上がりいただきます。              【ﾋﾞｼｭｹｸ/ｱｯｹﾒﾎﾃﾙ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

⑪⑪⑪⑪    

７月０５日７月０５日７月０５日７月０５日    

金曜日金曜日金曜日金曜日    

ﾋﾞｼｭｹｸ       発

ｱﾙﾏﾄｩｲ      着 

 

ｱﾙﾏﾄｩｲ      発 

午前 

午後 

21：00 

23：15 

ﾎﾃﾙにて朝食後、ﾁｪｯｸｱｳﾄ。ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの首都ｱﾙﾏﾄｩｲへ専用車にて

向かいます。ｱﾙﾏﾄｩｲ市内観光。夕食後、空港へ向かいます。 

空港着。 

OZ /ｱｼｱﾅ航空にてｲﾝﾁｮﾝへ向かいます。          【機中泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

⑫⑫⑫⑫    

７月０６日７月０６日７月０６日７月０６日    

土曜日土曜日土曜日土曜日    

ｲﾝﾁｮﾝ         着

ｲﾝﾁｮﾝ       発

成田空港     着 

07：55 

15：10 

17：20 

ｲﾝﾁｮﾝ空港到着。 

乗り継いで成田へ 

成田空港着 

朝機 

昼機 

 

◎上記旅程は交通機関の時刻及び遅延などの影響により変更される場合があります。 

◎記載のﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽはすべて予定地域です。開花状況当日の天候などによって変更される場合があります。 

◎ﾍﾘﾌﾗｲﾄは人数により他のｸﾞﾙｰﾌﾟとの混載になります。またﾍﾘﾌﾗｲﾄの実施は、現地で天候を見て判断して決行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

ご旅行条件 

利用航空会社：ｱｼｱﾅ航空 

利用座席等級：ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ 

＊ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ利用追加費用：お問い合わせください。 

利用ホテル：ｱﾙﾏﾄｩｲ｢ｵﾄﾗﾙ｣ 

ﾁｮﾙﾎﾟﾝ･ｱﾀ｢ｶｰﾍﾞﾝﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞ｣ 

ｶﾙｶﾗ ﾃﾝﾄ 

ｶﾗｺﾙ｢ｶﾌﾟﾗｲｽｶﾗｺﾙ｣ 

ｿﾝｸﾙ湖 ｿﾝｸﾙﾕﾙﾀｷｬﾝﾌﾟ 

ﾋﾞｼｹｸ｢ｱｯｹﾒ｣ 

１人部屋利用追加料金：18,000 円 

食事回数：朝食 10 回/昼食 10 回/夕食 10回 

最少催行人員：10 名様 

添乗員：成田発着にて全行程に同行します。 
 

 

[キルギス、カザフスタンの気候・時差・通貨など] 

・大陸性気候で夏は高温となり冬は寒さが厳しいです。乾燥

地帯ですが、5月中旬は降水量が増え、これが植物の生育

にはﾌﾟﾗｽに働いています。この頃の平均気温は 15～17℃

です。 

・日本との時差は-3 時間。 

・使用通貨はｿﾑで為替ﾚｰﾄは 100 円=約 50 ｿﾑになっています。

またｶｻﾞﾌｽﾀﾝの使用通貨はﾃﾝｹﾞで為替ﾚｰﾄは 100 円=約 198 

ﾃﾝｹﾞ(2013 年 3 月現在) 

当該ツアーのお申込み・お問い合わせは… 

株式会社ユーラスツアーズ  観光庁長官登録旅行業第 49 号 JATA 正会員   

東京都港区東麻布 1-26-8 ｲｲﾀﾞ･ｱﾈｯｸｽ東麻布 

電話 03-5562-3381 ﾌｧｸｽ 03-5562-3380 総合旅行業務取扱管理者：坂田恒衛 

 

 

旅行代金以外に要する諸費用について 

成田空港使用料・空港旅客保安ｻｰﾋﾞｽ料 2,540 円 

ｱｼｱﾅ航空燃油付加運賃 16,360 円(2013 年 3 月現在、変動制) 

海外空港税 3,510 円(2013 年 3 月現在、変動制） 

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ査証料実費 なし、 

ｷﾙｷﾞｽへの渡航に査証は不要です。 

弊社渡航手続代行手数料 5,250 円 

☆ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（乗馬体験） お一人様 3,500 円 

 

このご旅行は主催：㈱ユーラスツアーズ（以下当社といいます）の募集型企画旅行です。この旅行に参加される 

お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は旅行条件書、出発前に 

お渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款によります。 

 


