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2017 年 12 月 21 日
業界メディア各社

御中
海外旅行推進部
部長 権田 昌一

トルコ復活に向けたイスタンブール視察の実施について
１．目的
標記に関しましては、トルコへの渡航者数拡大に向けた一環として、トルコ側の
要望により、最新の現地情報の収集を兼ねて、海外旅行推進委員会メンバーがイ
スタンブール視察に参加協力。
２．視察内容
今回の視察では、テロ対策等を含めた安全管理を中心に視察・現地関係者との意
見交換等を行い、その後アウトバウンド促進協議会欧州部会で 17 年に「欧州の美
しい街道・道」で選ばれた、トルコ・イズミール近郊の「エーゲ海オリーブ街道」
などの視察です。詳細は別添のとおりです。
３．視察日程：2018 年 1 月 11 日（木）～16 日（火）

3泊6日

４．視察場所：トルコ・イスタンブール
５．参加者：海外旅行推進委員会メンバー
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2017 年 12 月 4 日

JATA 海外旅行委員会・イスタンブル (案)




参加者：JATA 側１5 名、トルコ大使館２名+日本語ガイド１名 （さらに TK 東京より２名）
期間：2018 年 1 月 11 日（木）～16 日（火） （現地３泊５日）
視察内容：イスタンブル内の新施設（新第３空港、橋梁、自動車専用海底トンネル）の視察及び業界団体との会合

日付
1 日目
1/11
（木）
2 日目
1/12
（金）

3 日目
1/13
（土）

4 日目
1/14
（日）

日程表・内容
21:25 成田空港発（TK53）
04:05 イスタンブル着
 ARRIVAL LOUNGE(シャワー、軽食)
 9 時～11 時 TK-MTG（朝食）
 ホテルへ移動。アーリーチェックイン及び小休憩。ホテル内のレストランにおいてトルコ旅
行業協会(TÜRSAB)とランチミューティング。
 その後、ホテル内の会議室において、JATA 海外旅行委員会・イスタンブル持ち出し会
議が開催（JATA 側のみ参加で約 90 分間）
 自由時間
 ホテル内のレストラン（オスマン宮廷料理 Tuğra を予定）で夕食









ホテルで朝食後、イスタンブル歴史半島地区へ移動。
アヤソフィア博物館、トプカプ宮殿を視察
レストランで昼食（オスマン宮廷料理 Nar レストランを予定）
グランドバザール、スルタンアフメットモスク（ブルーモスク）を視察
アヤソフィア・ヒュッレム・スルタン・ハマムでトルコ伝統のハマム体験。
レストランで夕食（Madbah レストランを予定）
ホテルへ移動、自由時間。




ホテルで朝食後、出発
２０１８年開港予定のイスタンブル第３空港（İstanbul 3. Havalimanı）視察







その後、２０１６年 8 月に開通したボスポラス第３大橋(Yavuz Sultan Selim Köprüsü)を
経由して、昼食レストランへ移動（アジア側・第２ボスポラス大橋の袂にあるラージベル
ト・レストラン（Lacivert Restaurant）を予定）。※移動距離が長いので視察時間を適宜調
整。
時間的に可能であればベイレルベイ宮殿を視察（日本家具コレクションなど）
2016 年 12 月に開通したユーラシアﾄﾝﾈﾙ（Avrasya Tüneli）を経由してヨーロッパ側へ
移動（あるいは第２ボスポラス大橋経由で移動）

宿泊
機内泊

イスタンブ
ル
(Çırağan
Palace
Kempinski)

イスタンブ
ル
(Çırağan
Palace
Kempinski)






カッパドキア（７名+TK１名）及びイズミル（5 名+TK１名）プログラムに参加する 14 名はレ
ストランに待機中の別車両にてアタチュルク空港へ出発
空港付近の肉料理に定評のある Beyti レストランで夕食。
夕食後、アタテュルク国際空港へ出発
搭乗するまで TK ラウンジ(Biniş saati kadar THY Business Rounge)でお過ごしいただ
きます

5 日目
1/15
（月）

02:10 イスタンブル発 （TK52）
19:50 成田着。お疲れ様でした。
※プログラムは都合により変更の場合がございます。
※往復航空券、宿泊、ガイド、食事、車両をご提供いたします。

カッパドキア・イズミール追加視察日程案

4 日目
1/14
（日）

5 日目
1/15
（月）

昼食後、カッパドキア及びイズミールプログラム開始
 カッパドキア（７名+TK１名）及びイズミル（5 名+TK１名）プログラムに参加する 14 名はレ
ストランに待機中の別車両にてアタチュルク空港へ出発
 国内線ターミナルにおいて可能であれば、搭乗時間まで TK ビジネスラウンジでお過ごし
いただきます。（TK 側よりエコノミーチケット搭乗者に対しても適宜許可を取得）

【カッパドキア班】

【イズミール班】

17:55 イスタンブル発（TK2008）
19：10 ネウシェヒル着
ホテル到着後、Lila レストラン（予定）で夕
食。

18:00 イ ス タ ン ブ ル 発 （ TK2334 ） 19:05
19：05 イズミール着
ホテル到着後、Aquarium レストラン（予定）
で夕食。

宿泊ホテル（予定）

宿泊ホテル（予定）

Museum Hotel
https://www.museumhotel.com.tr/

Swissotel Büyük Efes İzmir
http://www.swissotel.com/hotels/izmir/

カッパドキア又はイズミールでの、主要観光地を中心とした治安状況の視察と
関係者との意見交換会
【視察予定先】
＊イズミール：今年の美しい街道 20 選に選ばれた、「エーゲ海オリーブ街道」、他
＊カッパドキア：世界遺産の奇岩群や宿泊施設等のセキュリティーの現状

20:05
21:35

【カッパドキア班】
ネウシェヒル発（TK2009）
イスタンブル着

【イズミール班】
21:50 イズミール発（TK2337）
23:05 イスタンブル着

【カッパドキア班】

【イズミール班】

09:30 ホテルで朝食後、カマクル地下都市へ
移動・視察。ウチヒサールへ移動し、ミュージア
ムホテル内の Lila レストラン（予定）で昼食。
（現地ツーリズム関係者と共に）

09:00 ホテルで朝食後、出発。
エーゲ海・オリーブ街道（現地ではイズミル・オ
リーブ・ロード）上を走行。適宜、休憩。
クラメゾナイ遺跡を視察。

カッパドキア
又はイズミ
ール

ギョレメ野外博物館を視察。
ウルギュップへ移動。
トゥラサン（ワイナリー）にてワインテイスティン
グ。その後、ウルギュップ内の妖精の煙突を視
察。
ネブシェヒル中心地へ移動。
2017 年 10 月に開学科したネヴシェヒル・ハ
ジ・ベクタシュ大学日本語・日本文学科へ表
敬訪問。
Elai レストラン（予定）（ネヴシェヒル中心地）で
夕食。その後、空港へ移動。
Avanos’a hareket.
20:05 ネヴシェヒル空港発 （TK2009）
21:35 イスタンブル着

2017 年 10 月オープンのオリーブオイル博物
館を視察。
Balıkçı Hasan レストラン（アラチャトポート内）
（予定）で昼食。
風車の街・アラチャトを視察。
チッタスロー登録のセフェルヒサル（スアジュ
ク）へ移動、現地視察。
（時間が許せば、ワイナリーホテル 2 Rooms
Hotel も見学）
イズミル中心地へ移動。
歴史的なアサンソル地区において Asansör レ
ストラン（予定）で夕食。
空港へ移動。
21:50 イズミル発 （TK2337）
23:05 イスタンブル着

機中泊
6 日目
1/16
（火）

02:10 イスタンブル発 （TK52）
19:50 成田着。お疲れ様でした。

※プログラムは都合により変更の場合がございます。
※往復航空券、宿泊、ガイド、食事、車両をご提供いたします。

THY Bagaj hakkı konusunda yardım ihtiyacı
Ekonomi sınıf (Y-Class) yolcular, 2 parça bagaj, en fazla 23 kg bagaj hakkı sahibiyken, 1 parça en fazla 30 kg bagaj
hakkı sağlamalarını istenmektedir. (Mümkünse THY tarafından özel izin alınacaktır.)
https://p.turkishairlines.com/en-us/any-questions/free-baggage/index.html

