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なぜイランを旅行するのか。

あなたはきっとイランを旅行する理由がはっきりするで
しょう。

イランは７０００年の歴史と文明のある遺産が博物館に
あります。古代と現代を一度に生きているのです。イラ
ンを見てみれば、自然や歴史、スポーツ、瞑想的で考古
学や詩を愛し、
歴史や詩の香り、秘密の庭園、尽きることのない発見を
するでしょう。
イランでは広大な国の4つの四季があり、それぞれ違った
景色や気候を楽しむことができます。
イランは東西南北、2つの有名な山であるザクロス、アル
ボラズ、中心に位置する砂漠、
カスピ海、オマーン湖、ペルシャ湾の3つの海を持ってい
ます。

旅行の招待状、ペルシャの旅

Fotros観光会社はお客様への期待、姿勢、経験を形作る
責任を負い、訪れる場所についてお客様が学びのある観
光となるよう務めます。

冒険心を持つ者は幸せである

Fotros観光会社はツアーオペレーターとして、遊牧民族
の暮らし、砂漠の横断、標高3600ｍのアルボラズでの登
山やスキーを通し、イラン巡ってイランの美しさ、不思
議で冒険的なツアーを提供します。
お客様の要望に応じて、原始的な風景、息をのむような
野生動物、イランの景色ご覧になれるツアーアレンジ致
します。

私たちのポリシー

Fotros観光会社はイラン観光の発展において基盤の文化
的、文学的な経済発展だけではなく、あらゆる個人や社
会及び諸国がお互いの歴史、遺産、多様な文化を得るこ
とを掲げています。
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821-873
928-1043
867-1002
934-1055
875-999

963-1186

1256-1335

1037-1194
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1370-1405
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サファヴィー朝
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黒羊朝
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白羊朝

マリアシヤン

ホータキー朝

アフシャール朝
ザンド朝
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         : 730 km²
         : 1,189 m
         : 8,693,706 

ネイチャーブ　リッジ

テヘラン（首都）

面積
標高
人口

テヘラン州 中心部 
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テヘラン
概要
サファヴィー朝、シャー・タフマス１世（1576-1514）時代の前、
テヘランは都市レイの近くにある小さな村であった。タフマスは
祖先のシーリーンを訪れるため、レイに旅行し何日間かテヘラン
の庭園で過ごした。この結果、テヘランを旅行するものが増え、
主要な都市に成長していった。1766年、モハンマド（1797-1742）
は首都をテヘランに移し、テヘランはイランの中心となった。

観光スポット

ゴレスタン宮殿
この宮殿は法室の一時的な住居としてシャー・アッバーズ１世の
指揮のもと建設された。
２００年後、モハンマド・カーンがこの宮殿を修復し、王室の主
な住居として選んだ。
このゴレスタン宮殿はユネスコの世界遺産に登録されています。

サーダバード宮殿
この宮殿は宮殿、博物館、大きな森から作られている。
宮殿はガージャール朝王家の夏の離宮として、ほかの建物は

国立博物館
ここはイラン国立博物館とイスラム時代博物館の二つの博物館で
構成されています。
古代イラン博物館のレンガ造りの建物はイランの長い歴史を物語
り、イスラム博物館はイスラム時代の素晴らしい多くのものを展
示しています。

国立宝石博物館
首都テヘランにあるイラン中央銀行の
中には貴族の宝石コレクションであっ
た財宝が展示されています。182カラ
ットのピンクダイアモンドや１２種
類、２６７３３個の宝石で飾られた宝
石や世界で最も大きいピンクダイアモ
ンドやガージャール朝時代に飾られて
いたエナメルのナザリ座はこの博物館
に収容されている貴重な宝石です。

ミラッドタワー
２００９年に作られたこのタワーは
４３５ｍあり、世界で６番目の高さ
を誇る

タビアトタワー（テヘラン
タワー）
２７０ｍのこの橋はテヘラン北部の主
要な高速道路

グランドバーザール
テヘランにある古い歴史を持つ大きな
バーザール。その長さは10ｍ超える道
に分けられ
それぞれの道が特化した商品を陳列し
ている

ゴレスタン宮殿

サーダバード宮殿 ミラッドタワー

国立宝石博物館
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シーラーズ
概要
何よりシーラーズはアケメネス朝の古代都市であるペルセポリスが
名声を得ている。
しかしそれだけではく、シーラーズは庭園と詩人の都市。
独特な庭園、美しいモスク、そして偉大なペルシャ人の詩人である
ハーフェズとサアディの墓がある。

おすすめの観光名所
エラム庭園
面積３万㎡以上の面積を占めるエラム庭園には世界中の様々な植物
が集まっており、独特な建築デザインや園芸技術の豊かさから、
訪れる価値は高い。 庭園自体は１０３７年から１１９４年までセ
ルジューク朝時代に建設されたが、その後ナセル・アルディン・シ
ャー・ガージャール（1896-1831）が庭園の中央に位置する現存す
るメインの建造物の建設が行われた。 エラム庭園はペルシャ庭園
の一つとしてユネスコの世界遺産に登録された。

ナレンジェスターネ・ガヴァーム庭園
ナレンジはペルシャ語でオレンジを、ナレンジェスタンはオレンジ
の庭を意味する。 その場所はかつてファルシー地方の統治者であ
ったガヴァームが住んでいた。

ハーフェズ廟
ハーフェズは１４世紀の有名な詩人。彼の詩はとても有名で、尊
敬されており、毎年多くの人が彼の墓を訪れるためにシーラーズ
へ来る。

サアディ廟
サアディもまた１３世紀の有名な詩人。彼の詩はイスラム・イラン
文化の切り離せない部分となっている。

シャー・チェラーグ廟
シャー・チェラーグは８代目イマームであるイマーム・レザの兄。
彼の廟はシーラーズ市内に位置し、鏡の作品で人々を魅了している。

ナシール・アルモルク・モスク
またの名をピンクモスク。イランで最も目を引くモスクの
一つで１９２０年代に建設された。日光がカラフルな窓を
照らすと、モスクの床に窓が反射され、美しい景観が生
まれる。

ヴァキール・コンプレックス
モハンマド・キャリーム・ハーン・ザンドは、イラン
を１７５１年から１７７９年にかけて統治したザンド
王朝の創設者である。 キャリーム・ハーンはシーラ
ーズを首都に定め、ヴァキール・コンプレックスを含
む様々な建築物の設立を命じた。 そこには城塞、バ
ーザール、大浴場、（キャリーム・ハーンは埋葬され
ている）博物館が含まれている。

ナシール・アルモルク・モスク
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          : 240 km2

          : 1,500 m (5,200 ft)
          : 1,565,572 

エラム庭園

ヴァキールバーザール ハーフェズ廟

面積
標高
人口

シーラーズ
ファールス州中心部  　
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ナグシェ・ロスタム

ペルセポリス キュロスの墓
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ペルセポリス
アケメネス朝の儀式を行う首都であった。
紀元前518年、ダレイオス一世によってイラン南西部に作られた。
ファルス州のシーラーズ市から北東約50キロ先に位置する。
ペルセポリスはその遺跡の重要性と質のため常に考古学的遺跡と
して注目を集めている。
メソポタミア文明の影響を受け、一連の美しい建造物が築かれ
た。
ペルセポリスは古代ペルシャの建築、都市計画、建築技術、芸術
のあらゆる分野で特徴的。
1979年、ユネスコはペルセポリスを世界遺産に登録
考古学的観点からも場所、敷地、材料、デザインは本格的で修復
工事でさえ、現代技術をもってしても調整が困難なほど優れた建
造物。

ナグシェ・ロスタム　
ナグシェ・ラジャブ
ペルセポリスの北西約12キロ先にあるナグシェ。ロスタムは
紀元前1000年も遡る墓のある場所
この敷地内にはクセルクセス1世、ダレイオス1世、アルタクセ
ルクセス1世、ダレイオス2世の墓があり、ゾロアスター教の
寺院もある。

ナグシェ・ラジャブはナグシェ・ロスタムから１ｋｍも離れて
いないところにあり、サーサーン朝初期の大きな4つのリレーフ
がきれいに残されている。
どちらもユネスコ世界遺産の候補である。

パサルガダエ

シーラーズから北東40キロに場所。
アケメネス朝の初期の首都であり、
アケメネス朝創始者で最初のペルシャ
帝国の創始者であるキュロス大王によ
って建設が開始された。
パサルガダエは１６０ヘクタール面積
を持ち、ペルシャ初期の芸術と建築を
持っている。

ゾロアスターの建物 ペルセポリス
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エスファハーン
概要
エスファハーンは１０５０年から１７２２年、特に１６世紀か
ら１７世紀にかけて繁栄した都市。ペルシャ・イスラム建築を
再建した数々の見事なモニュメントがあり、壮大なモスクと大
聖堂、美しい橋や宮殿、多彩なバーザール、絵画のような庭園
の町。

おすすめの観光名所

ナグシェ・ジャハーン
ユネスコの世界遺産にも登録さているナグシェ・ジャハーンや
イマームモスクはイランの最も注目すべき場所であり、世界で
も重要な歴史的遺産の一つ
この広場の両側にはアーリ・カ－プ宮殿（西）、イマームモス
ク（南）、シェイク・ロトフォラ・モスク（東）キースリーバ
ーザール（東）など人々の目を引く構造をしている

ア－リ・カ－プ宮殿
高さ48ｍ６階建ての建物で複雑な螺旋階段がある。自然画が美
しく、花、動物、鳥のモチーフが豊富に描かれている

イマームモスク
イマームモスクは過去にシャー・モスクとして知られ、イスラ
ム時代の壮大なペルシャ建築
モスクには７色で象徴的なタイルのモザイク画が描かれてお
り、数多くの建築技術でサファヴィー朝を表すために作られた

ヴァンク教会
姉妹教会はエスファハーンのニュー・ジョルファ（アルメニア
地区）にある大聖堂
アルメニア語でヴァンクは「修道院」を意味する
大聖堂の内側と屋根は細かいフレスコ画と緊縛の彫刻と魅力的
なタイル作品で覆われている。この建築は１７世紀サファヴィ
ー朝のスタイルである高いアーチやイスラムスタイルのドーム
があり、入口の天井にはペルシャのミニチュアの繊細な花のモ
チーフが描かれている

チェヘロ・ソトゥーン宮殿
シャー・アッバーズ一世の時、中庭に宮殿が建てられ、シャ
、ー・アッバーズ２世の時に完成した。この目的の背後には
シャーが来賓のための場所を持つためだった
この庭園の入り口には20個の木製の柱が大きな池の反射によっ
て４０個あるように見せているため４０の柱（チェヘロ・ソト
ゥーン）という名前が付けられた。他にもペルシャ語文学にお
ける重要な数字の意味でもある

ジャマ・モスク
エスファハーンの会衆礼拝堂は８世紀から２０世紀まで再建、
修復、改築が行われてきた建物。モスクはイランの教えが凝縮
された歴史

イランの歴史的な橋
シャフレスターン橋；イスラム建築以前のサーサーン朝時代に
建設されたエスファハーンで最も古い橋
１６５０年ごろ、サファヴィー朝の王によって建；ハージュ橋
設された最も美しい橋
23のアーチがあり、レンガと石で作られている シ　　　　　　
１。ィー・オ・セ橋；エスファハーンで最も長い全長297.76ｍ
33のアーチから成る。５９９年から１６０２年に建設された

ジャマ・モスク

シェイク・ロトフォラ・モスク

シィー・オ・セ橋

ヴァンク教会

チェヘロ・ソトゥーン宮殿 （４０の柱）

（４０の柱）

。

。

。
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          : 551 km²
          : 1590 m
          : 1,961,260

ア－リ・カ－プ宮殿　

シェイク・ロトフォラ・モスクア－リ・カ－プ宮殿　

面積
標高
人口

エスファハーン
エスファハーン州  中心部
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         : 87 km²
         : 950 m

         : 304,487 

アメリハウス

カーシャーン
エスファハーン州  

面積
標高
人口
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カーシャーン
概要
カーシャーンはイランで最も魅力のある観光地の一つ。歴史的な
バーザールや美しいフィンガーデンのような魅力的な建築物が多
い。
カーペットやシルクなどの繊維製品が国際的に有名。
カーシャーンは陶器とタイルの重要な中心地であり、「カーシャ
ーン」という地名もペルシャ語でタイルを意味する「カシ」から
きている。

観光スポット

フィンガーデン
フィンガーデンは自然と人工の要素のあるユニークな場所。
素晴らしい園芸、複雑な灌漑システム、美しいステンドグラスの
窓はイラン中央部の乾燥地帯にある国際的に知られたこの
フィンガーデンの美しさの一つ。
２０１２年にユネスコの世界遺産に登録され、９つのペルシャ庭
園の一つとして賞を受けた。

アガ・ボゾルグ・モスクと学校
カーシャーンのイスラム建築の代表として、埋め込みの庭の
ある美しい歴史的なモスク。
１８世紀後半に宣教のために作られた。タイル柄、正確で対
照的な建築、そして照明は飽きることのない雰囲気を与えて
いる。

カーシャーンの歴史的建造物
カーシャーンはイランのイスラム建築
を代表する数々の建築物で有名。
アーメリー邸、
マニュチェヒリ邸、ボルージェルディ
邸、アッバスィー邸は多くの観光客が
訪れている歴的な邸宅。これら現在、
世界中の観光客を歓迎するホテルとし
て使われている。

アブヤーネ村
アブヤーネ村は１５００年前にできた
古代の村。この村はピンクがかった赤
土でできた家でできており、ピンクの
村として知られている。
ここは現在でも続いている伝統の村
で、村人の伝統的な服は観光客の注目
を引く一つ。

マランジャブ砂漠
カーシャーンの近くにある観光名所の魅
力的な砂漠。
黄金の砂丘を歩いたり、塩湖を見たり、
ラクダに乗ったり、砂漠の美しい星空を
みたりするなど冒険的な活動がたくさん
ある。ここにはサファヴィー朝古代の隊
商がある。

カーシャーンのバーザール

フィンガーデン ボルージェルディ邸

花瓶 テペ・シアルク
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アフヴァーズ
概要
アフヴァーズはアケメネス朝までに遡る長い歴史を持つ。
長く美しいカラン川は人生に恵みを与えるほどのすばらしい
景観。
ペルシャ人、ルル人、アラブ人、ユダヤ人など様々な人種であり
民族の多様性があるとして知られている。

観光名所

古代都市、スーサ
地球上で最も古い都市の一つとして知られており、
その歴史はエラミ族、パーシア族、パルチア族の帝
国までに遡る。
この古代スーサの名残はイランのシュシェの町に残
っている。聖書預言者の埋葬地であるダニエルの墓
はスーサにあり、イスラム教徒やユダヤ教徒から尊
敬を集めている。

チョガ・ザンビール
チョガ・ザンビールは数少ない現存するジグラット
の一つで、その歴史はエラミ時代にまでさか
のぼる。
宮殿と寺院があり、ジグラットはイラン最大のもの
で１９７９年ユネスコの世界遺産に登録された。チ
ョガ・ザンビールはアフヴァーズから130ｋｍ離れ
たところに位置する。

シューシュタル
アフヴァーズから約一時間半のところに水車、ダ
ム、トンネル、運河のある複雑な灌漑システムが
あり、ユネスコの世界遺産に登録されている。
このシステムはアケメネス朝のダリオロス時代に
遡る。この機能はいついかなる時でも人々に水を
供給してきた。

ダニエルの墓
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          : 528 km2

          : 16 m 

          : 1,184,788

シューシュタルの灌漑システム

チョガ・ザンビール シューシュ城

面積
標高
人口

アフヴァーズ
フーゼスターン州　中心部
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         : 185 km²
           : 1,755 m

           : 537,718 

ジャバリーエ ドーム

ケルマーン-
ケルマーン州　中心部

面積
標高
人口
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ケルマーン-
概説
ケルマーンは三世紀のササン朝時代に創建され、イラン王朝では幾
度も首都となった。周辺には、優れた自然現象としてユネスコから
イランの世界遺産に認定された広大なルート砂漠がある。ルート砂
漠は地球上で最も暑い場所の一つであり、その壮大な地形は»ケル
ート»もしくは»ヤルダン»と呼ばれ世界的に有名。これらの美しい
地形構造は風色作用の結果として形成され、また不気味な街のよう
な、魔物の怪しげな魔鬼城に見える地形も時間の経過と共に風色作
用が進んだ結果形成された。

観光名所

キャラバンサライ（隊商宿）
ケルマーンの古い地区の中には、古代の集合地区があり、11000平
方メートルに及ぶ範囲には学校、広場、隊商宿、銭湯、給水所、造
幣局、モスク、商店街、が集合していた。どの集合地区も精巧で芸
術的な独自の建築的特徴を有している。

アルゲバム
アルゲバムとその文化的な風景は2004年にユネスコによってイラン
の世界遺産に登録された。この城塞は2003年のマグニチュード6.6
の地震によってその大部分が破壊される前まで世界で最も大きなア
ドベ構造の構築物であった。アルゲバムは現在修復され以前と同じ
美しい姿のレンガ建築や壁が見られる。

ジャバリーエ ドーム
ジャバリーエはケルマーンにある岩でできたドームであり、様々な
大きさに切った岩で構成されており、併設してラクダのミルクを生
産する特殊なモーターがある。この八角形の建築構造は（ササン朝
滅亡後）ササン期に遡って建築されたものである。
※ヤルダン:乾燥地域で，傾斜した硬軟互層が風による差別侵食を

受けて生じる地形。
鶏冠のような奇岩が
連なる特異な景観を
示す。風色によって
軟岩層が速く取去ら
れ，硬岩層が突起と
して残ったもの。
※アドベ構造:砂や砂
質粘土のレンガによ
って作られた建築物
の構造を指す

アルゲバム

シャー・ネマトラフ・ヴァリー寺院 ガンジャリカーン

シャゼデ　庭園
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ヤズド
概要
ヤズドの地名はサーサーン朝ペルシアの君主ヤズデギルド一世に
ちなんで付けられた。サーサーン朝におけるゾロアスター教徒の
中心地であったが、今なお、その史実は沈黙の塔や拝火神殿とい
った建造物に現れている。周辺の都市と砂漠で隔てられていた
ことで、独自の建築様式と史跡を擁する美しい砂漠都市となっ
た。2017年ユネスコ世界遺産登録。

おすすめの観光名所

ドウラト・アーバード庭園
水と緑が豊かな美しい造園。敷地内ではイランで
最も高いバードギール（採風塔）やカナート（地
下水路）が見られる。「ペルシア式庭園」として
2011年ユネスコ世界遺産に登録。

アミル・チャクマク
外壁面の化粧漆喰が特徴的なイスラム建築の傑作。
広場にはモスク、キャラバンサライ(隊商宿)、公衆
浴場、菓子店や井戸がある。モスクの向かいにはヤ
ズド・ウォーター・ミュージアムがある。

ヤズド・ジャーメモスク
多くの人が礼拝に訪れるモスク。世界で最も高い
ミナレット（尖塔）がある。敷地内にはドームを
基準に正確な位置に建てられた二本のミナレット
と少し離れて大きなミナレットがあり、これらを
見ればイスラム建築の特徴やモスクの建築方法が
よく分かる。

拝火神殿
ゾロアスター教徒の崇拝の場所である拝火神殿。
バフラム・アタシュカデのとも呼ばれる。イラン
で唯一アタシュ・バフラム（聖なる炎）が祀られ
ている神殿である。入り口上部にはゾロアスター
教の三徳である『善なることを思い』『善なるこ
とを語り』『善なる行いを成す』という碑文が刻
まれている。

沈黙の塔
沈黙の塔（ダクマ）は円筒形にそびえる建造物で鳥
葬のためゾロアスター教徒の手により造られた。近
年では一般的でなくなっているが、鳥葬はゾロアス
ター教徒の伝統的な風習として行われてきた。

時計塔

アタッシュ・バフラム アミル・チャクマク
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          : 2,397 km²
          : 1,216 m

          : 529,673 

バードギール 沈黙の塔

ドウラト・アーバード庭園

面積
標高
人口

ヤズド
ヤズド州中心部
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イランの世界遺産

アルメニア修道院
（2008）

バム遺跡
（2004）

ビソトゥーン
（2006）

メイマンドの
文化的背景
（2015）

ゴレスタン宮殿
（2013）

ゴンバデ・
カーブース
（2012）

古都ヤズド
（2017）

エスファハーンの
マスジェデ
・ジャーメ
（2012）

エスファハーンの
イマーム広場
（1979）

パサルガダエ
（2004）

ペルセポリス
（1979）

シャフリ・ソフタ
（2014）

シャイフ・サフィ・
アッディーン廟
（2010）

シューシュタル
（2009）

ソルタニエドーム
（2005）

スーサ
（2015）

タブリーズの
バーザール
（2015）

タフテ・
ソレイマン
（2003）

チョガ・
ザンビール
（1979）

ペルシャ式
庭園
（2011）

ペルシャ式
カナート
（2016）

ルート砂漠
（2016）

各地域のベストシーズン

イラン北西部

カスピ海
3-6月、9-12月

4-10月

エスファハーン
3-6月、9-10月

イラン南部
1-5月、10-12月

テヘランのその地方
2-5月、9-11月
テヘラン東部
2-5月、9-10月
テヘラン中央部とヤズド
1-6月、10-11月
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         : 63 km²
          : 1,850 m

          : 554,406 

アヴィチェンナ霊廟

ハマダーン
ハマダーン州  中心部

面積
標高
人口
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ハマダーン
概要
ハマダーンは古代史と文明化、そして科学者の都として知られ
ている。イランの最も古い首都の１つであるハグマタネ（エク
バタナ）が置かれていた。ザグロス山脈の麓に位置し、緑豊か
な山岳都市であり、イランの多くの詩人や哲学者の故郷となっ
ているのもこのハマダーン。

おすすめの観光名所

ハグマタネ（エクバタナ）
「集いの場所」というのが、ペルシア帝国初の首都が置かれた
この古代都市の名前の意味である。ハグマタネ（エクバタナ）は
アテネ、ローマと並び世界で最も重要な古代都市とされる。

アヴィチェンナ霊廟
イブネ・スィナは内科医、物理学者、哲学者、詩人、弁護士、数
学者、天文学者、考古学者、音楽療法士であった。彼の霊廟はハ
マダーン市内にあり、毎年何千もの観光客が訪れている。

アリ・サドル洞窟
イラン西部ハマダーンの北部にある世界最大の洞窟。洞窟へは
ボートに乗っての移動となるため、洞窟内部では手付かずの自然
の美しさを堪能できる。考古学研究や発掘により、この洞窟は一
万二千年前に出来たということが分かっている。この洞窟の水に
は酸素が一切存在しないため水中は無生物状態である。

ガンジュ・ナーメ
ガンジュ・ナーメはアケメネス朝ペルシアの王ダレイオス一世と
その息子クセルクセス一世の業績を記録した碑文である。ガンジ
ュ・ナーメはハマダーン県にあるアルヴァンド山脈の岩に刻まれ
ている。

エステルとモルデカイの墓
エステルとモルデカイの墓はイラン国内のユダヤ人にとって最
も重要な巡礼地である。この墓はペルシア王の妃となった美し
いユダヤ人エステルのものである。
彼女はいとこであるモルデカイの助
けを借り、ペルシア帝国による滅亡
からユダヤ人を救ったとされる。
毎年プーリームの休日にはイラン
のユダヤ人たちがこの廟に巡礼に
訪れる。ガンジュ・ナーメ

エステルとモルデカイの墓 アリ・サドル洞窟
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ケルマンシャー
概要
イラン西部ケルマンシャー県の中心ケルマンシャー地区。イランに
おける先史文化の発祥地の１つであり、古の残香漂う村落の
風景が人々の心を惹きつける。ケルマンシャーという地名は
「ケルマンの王」の意であり、サーサーン朝の王の名に由来する。

おすすめの観光名所

タク・ボスタン
タク・ボストンはザグロス山脈の岩壁に刻まれた巨大レリーフ
で、サーサーン朝ペルシアから残る３０の遺跡の1つであると考
えられている。迫力のレリーフは当時の歴史、文化、慣習から宗
教闘争の場面や催事の様子までをも今に伝えている。

ベヒストゥン碑文
イラン西部ケルマンシャー地区、ベヒストゥン山の石灰岩の岩肌に
レリーフと古代ペルシア語、エラム語、バビロニア語の三言語の楔
形文字で刻まれた碑文が残されている。
碑文にはエジプトを除く古代オリエント諸国を統一したアケメネス
朝ペルシア初代国王キュロス二世の死後の出来事が書かれており、
岩のレリーフには征服された諸外国の民が三代国王ダレイオス一世
の前に列をなす様子が刻まれている。

テキイェ・モアヴェ
ン・アル・モルク
時代をガージャール朝まで
遡るシーア派ムスリムの弔
いの場である。イスラム黄
金期におけるカルバラーの
戦いの戦士やペルシア帝国
国王たち、またペルセポリ
スなどがタイルで描かれて
いる。建物は当時から手付
かずの色のタイルで彩られ
ている。

タク・ボスタンの碑文

タク・ボスタン
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           : 96 km2

           : 1,350 m

           : 946,651 

ベヒストゥン碑文

ベヒストゥン碑文 テキイェ・モアヴェン・アル・モルク

面積
標高
人口

ケルマンシャー
ケルマンシャー州  中心部
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         : 324 km²
          : 1,351 m
          : 1,558,693 

タブリーズシティホール

タブリーズ
東アーザルバーイジャーン
州中心部

面積
標高
人口
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タブリーズ
概要

タブリーズはイランの主要都市の1つであり、2015年ワールド・
クラフト・コンシルによって織物と絨毯の都と名付けられた。
織物以外にも自動車産業や資源精製、セメント、石油化学産業な
どの重工業も盛んな都市である。寒さの厳しい冬とは対照に夏は
過ごしやすく、リゾート地としても人気。イルハン朝、サファヴ
ィー朝、ガージャール朝時代のモスク、橋、伝統的住宅など多数
の歴史的建造物が残る歴史都市でもある。お土産はチョコレー
ト、ドライナッツ、手織りの絨毯、宝石などが人気。

おすすめの観光名所

タブリーズの歴史的商業施設（バザール）
全体の面積は10ヘクタール以上で、屋根付きの商業施設として
世界最大。カーペットバザールが特に人気。2010年ユネスコ世界
遺産に登録。

カブードモスク
カブードモスク（青のモスク）は1465年、黒羊朝ペルシアの君主ジ
ャハーン・シャーの娘の命により建てられた。建物の装飾には繊細
なタイル張りと様々な書体のカリグラフィーが用いられており、
紺碧のタイルは「イスラムのターコイズ」と称される。1779年、地
震によりモスクの一部が壊れたが、1939年から1979年までの修復工
事で大部分が補修された。

聖ステファノス大聖堂
タブリーズの中心から２３０キロ離れた
ジョルファ地区の美しい自然と山に囲まれ
たこの古代僧院がある。西アゼルバイジャ
ン州の聖タダイ僧院に次いで、イランのア
ルメニア人の重要な大聖堂。2007年、ユネ
スコ世界遺産に登録。

キャンドヴァーン
タブリーズ南西部サハンド山の緑豊かな
斜面に岩肌を削って作られた住居が集まっ
た村落がある。世界で３つある岩肌を削っ
てできた集落の中で、今も人が住んでいる
のはこの場所だけ。キャンドヴァーン村の
中心には世界で３番目に岩礁に建てられた
スパ付きホテルがある。タブリーズのバーザール

エルゴル カブードモスク
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マシュハド
概要
イランで二番目に人口が多い宗教都市。アフシャール朝ペルシア
（1796-1736）の首都であった。「マシュハド」は「順境の地」
の意で、八代目シーア派イマームがこの地で殉教し葬られたこと
に由来する。また、シルクロードにおける重要な中継地としての
役割も担っていた 。

おすすめ観光名所

イマーム・レザー霊廟
八代目シーア派イマーム、イマーム・レザーがこの場
所に葬られており、毎年何十万人もの人々が巡礼に
訪れる 。

ナデリ庭園
ナデリ王の廟と博物館もある

フェルドウスィーの廟
フェルドウスィーはイランで最も偉
大な詩人の一人。約六万編からな
る世界最長の叙事詩、シャー・
ナーメ（王書）を著した。フェ
ルドウスィーの廟はマシュハ
ドから４０キロ離れたトゥ
ースという都市にある 。

コム
概要
マシュハドに次ぐシーア派ムスリムの
宗教都市。イマーム・レザーの妹
ファティマ・マスメの霊廟がある 。

ファーテメ

ナーディル・シャー 像
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           : 123 km2

         : 928 m 
         : 1,201,158

         : 328 km2 
         : 985 m
         : 3,001,184 

フェルドウスィーの廟

イマーム・レザー霊廟イマーム・レザー霊廟

面積
標高
人口

面積
標高
人口

マシュハド

コム

ラザヴィー・ホラーサーン州　
中心部

コム州　中心部
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           : 123 km2

         : 40,678

           : 123 km2

         : 39,853 

ハラ・マングローブ林

面積
人口

面積
人口

キーシュ島

ケシュム島

ホルモズガーン州

ホルモズガーン州
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キーシュ島
概要

キーシュはペルシア湾に浮かぶ美しい島で、国内外問わず毎年
数千もの人々がバカンスに訪れる。多くの人を惹きつける美しい
海岸、バザールやショッピングモール、イルカと鳥の公園など、
多様な魅力を持つこの島は要必見 。

おすすめ観光名所

ギリシャ船
１９６６年キーシュ島南西岸に座礁したギリシャ蒸気貨物船 。
砂浜からその全容を眺めることができる 。

ケシュム島
概要

アッバス王がイランを治めていた時代、ペルシャ湾沿岸地域とそ
の島々には、ポルトガル帝国に征服されたものがいくつかあっ
た。１６２２年アッバス王は英国との同盟のもと、ケシュム島の
バンダルアッバスとホルムズ島でポルトガル帝国を破った 。

おすすめ観光名所
ポルトガル城
ケシュム島北東にポルトガル船の遺跡が残っ
ている 。

スターズ・バレー
雄大で美しい渓谷 。

ハラ・マングローブ林
ケシュムにあるマングローブ林 。

ハリレ
キーシュ島北岸に位置する古都・ハリレ８００年前に造られた
建物が今も残っている 。

スターズ・バレー

ギリシャ船 ハリレの浴場
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イラン北部
概要

ゴレスタン、マザンダラン、ギランの３州からなるカスピ海南岸イ
ラン北部地方には、一年を通して心地よい緑豊かな風景が広がる。
深い森と広大で美しい海岸、標高の高い山々が自然豊かなこの地の
魅力。北部地方のガストロノミーはイラン全土でも人気である。北
の大地で育まれたユニークで多種多様な美食の数々は、一度となら
ず味わう価値がある 。

おすすめ観光名所

マスレの古代集落
マスレはカスピ海南岸ギラン州にある古代の山村。絶壁に積み重な
った土色の家屋が見事な景観を作り出しまさに秘境という雰囲気で
ある。住居の屋根は通常平らか僅かに傾いているだけで家屋の上を
徒歩で移動できる。マスレの男性たちの多くは伝統的なレストラン
の経営やバザールの店主として働いている。女性たちは手織りの人
形や履物などの手工芸を営んでいる 。

ギラン・ルーラル・ヘリテージ・ミュージアム
ギラン・ルーラル・ヘリテージ・ミュージアムはイラン北部の森の
奥深くにある野外美術館。この美術館では北部地王に住む人々のラ
イフスタイル、居住空間、手工芸などを忠実に映し出した写真を展
示している。イラン北部の異なる地域の約７棟の家屋をそのまま美
術館にし、貴重な建築の保全とディスプレイのために用いている 。

アッバスアバド庭園
べヘシャフルはマザンダラン州にある都市で１６１３年、アッバス
王１世はこの地を肯定の住居と定め、宮殿と庭園の建設を命じた。
べヘシャフル南西の森の奥深くにあるアッバスアバド庭園はイラン
で最も美しい庭園の１つでユネスコ世界遺産「ペルシア式庭園」の
１つに登録されている 。

ナマク・アブルード観光客総合施設
ナマク・アブルードはマザンダラン州チャルス郡の中心地区にある
村で、この施設はチャルス市から１２キロ離れた所にある 。
ナマク・アブルードの有名なケーブルカーに乗ればカスピ海近辺の
海抜から森林地区を眺めつつ、アルボルズ山脈の頂上まで上がるこ
とが出来る。ソリのレールを行けば山々が広がる絶景を楽しむこと
も出来る 。

パビリオン史跡
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マスレの古代集落

ナマク・アブルー
ド観光客総合施設 ルードハン城
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もっと楽
しもう

アブギネ博物館

ガラス食器と陶器の博物館
アブギネ博物館はガラス食器や陶
器の博物館で、様々な時代のガラ
ス、陶器の貴重なコレクションが
展示してある。博物館の建物その
ものもレンガ、漆喰、はめ込み細
工が美しく一見の価値がある 。

ゴンバデ・カブス
（ゴルガン）

ゴンバデ・カブスはイラン北部ゴ
レスタン州にある都市で、イスラ
ム建築の技術革新の一例でもある
５２メートルのゴンバデ・カブス
塔がある。この塔は千年以上前の
素焼きレンガでできた塔で、２０
１２年ユネスコ世界遺産に登録さ
れた 。

ソルタニイェドーム
（ザンジャン）

イルハン朝の首都ソルタニイェに
１３０２年から１３１２年までに
建造されたオルジャイトゥとも呼
ばれる霊廟。現在はザンジャン州
にある。ソルタニイェは世界最古
の二重シェル構造、高さ５０メー
トルの世界で三番目に大きいドー
ムなどが特徴的でユネスコ世界遺
産にも登録されている 。

アナヒタ寺院

アナヒタ寺院は古代神アナヒタを
祀っていると考えられる考古学的
に重要な二つの遺跡の名前。ケル
マンシャー州のカンガヴァルにあ
る遺跡がよく知られている。もう
一方の遺跡はビシャプールにあ 。

ナインのジャーメ・モスク

その歴史を９世紀に遡るナインの
モスクはイラン最古のモスクの1
つ
このモスクは７００年前に釘を一
切使わずに建てられた木工象嵌細
工の説教壇とレンガ造りのミナレ
ットである。かつて礼拝堂として
用いられていたモスクの基礎部分
は一年を通して常に適温に保たれ
ている 。

ナインのジャーメ・モスク

ノウシジャン・タッペ

??????

バンダール・デイラム
（ブシェフル州）

ペルシア湾岸にある海岸性の温暖
で湿潤な気候の港町、バンダー
ル・デイラム。荒廃した中世の都
市スぃーニーズやマフルバンから
近く、港から１０キロ先にはマフ
ルバン古代遺跡もある 。

イラン西部マライェルの近くに位
置する考古学遺跡。タッペの西に
ある「第一の炎の寺院」、「アパ
ダナ」という名前のホール、中央
の寺院「第二の寺院」、納戸など
のスペース、トンネル、堡塁、か
らなる。メインの建物の内部は長
方形になっており、紀元前８世紀
にはそのスペースにノウシジャ
ン・タッペがあった 。

アルダビールの約３０キロ西、不活
火山サバラン山や人気のアルヴァレ
ス・スキーリゾートの近くに小さな
サル・エインの町がある。サル・エ
インは硫黄などの効能成分を豊富に
含んだ温泉が人気で、毎年５月から
８月の期間、国内外問わず多くの観
光客を迎えている 。
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テペ・シアルク
（カーシャーン州）

カーシャーン州の都市シアルクは
先史時代ケルマンのジーロフト文
化圏が栄えた歴史的な土地。シア
ルクの丘陵には、古代の人々の寺
院や、日乾レンガを用いて造られ
たジッグラト（聖塔）があったが
１３１０年までそれを知る者はい
なかった 。

ハンマメ・アリゴリ・アガ
（イスファハン州）

１７１３年に作られた歴史的な大
衆浴場。現在は屋内の至るところ
に当時の装いのマネキンを配し、
それぞれの浴室の設置目的や当時
の様子を忠実に再現している。浴
場全面がタイル細工や大理石で覆
われており、そちらも非常に美し
い 。

ライェン城塞

ライェン城塞はケルマン州で最大
のレンガでできた建造物。５００
年から１０００年前に造られたと
考えられている。２００３年のバ
ム城塞が損壊した地震など、数多
くの自然災害に見舞われたにもか
かわらず、この城塞は信じられな
いほど保存状態が良い 。

シャズデ庭園
（ケルマン州）

マーハーンはスーフィー教の指導
者シャー・ニーマトゥーッラー・
ワーリーとこのシャズデ（王子）
庭園が有名。歴史的なペルシア式
庭園でケルマン州ケルマンから６
キロ離れたところにある。敷地内
にはテラス風の庭とプール、二階
建ての建物があり二階部分は宿舎
として使われていた 。

ズールハーネ

パフレヴァニとズールハーネの儀
式は、もともとイランとその隣接
地域で兵士の鍛錬のために行われ
ていた運動方法であり、ユネスコ
の「ヴァルゼシェ・パフレヴァニ
（パフレヴァニ運動）」「ヴァル
ゼシェ・バスタニ（伝統の運動）
」リストに登録されている。イラ
ン以外にアゼルバイジャンにもズ
ールハーネはあり、１９世紀中ご
ろにはイラクにも導入された 。

ズールハーネ

レイ（テヘラン州）

レイは１１世紀のセルジューク帝
国の主要都市の１つ。レイはイ
ランの多くの古代都市の中でも５
００年前のサファヴィー朝のバザ
ールや３０００年前に建てられた
ゲブリ城、５０００年前のケシュ
メ・アリ丘、１０００年前のビ
ビ・シャフル・バヌー廟など歴史
的建造物が豊富に残っている 。

トグロル塔（テヘラン州）

トグロル塔は１２世紀セルジュー
ク朝の時代にテヘランの西郊外レ
イの地に建てられた。この塔はセ
ルジューク朝の行政の中心でもっ
てこの地を治めたセルジューク王
の廟として建立されたとされる。
塔の上部にはアラビア文字最古の
書法であるクーフィー体が書かれ
ている。この建物はイラン文化遺
産機構によって保護されている 。

チェシュメ・アリ
（アリの泉）

チェシュメ・アリ（アリの泉）は
テヘラン南部レイの北に位置する
古代の保養地。ラシュカン城の袂
に位置し、エブネ・バブー、レイ
城、ファス・アリ碑文やトグロル
塔に隣接している。この場所は紀
元前３０００年のテペ・シアルク
に似ているとされる 。
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シャフレ・スフテ

ジーロフト文化に関連して青銅器
時代の大規模な都市入植が起こっ
た考古学的に重要な都市。都市時
代の黎明期における世界最大の都
市に１つとして、１５１ヘクター
ルもの面積を擁する。この都市は
紀元前１８００年に退廃する前に
３度の大火に見舞われ４段階の文
明化を遂げていた。２０１４年ユ
ネスコ世界遺産登録 。

メイマンドの文化的風景
（ケルマン州）

ケルマン州シャフレ・ババク市の
近く、イラン中央高原南部の渓谷
に位置する半乾燥性の地域で自給
自足の暮らしを営んでいる。村び
とたちは半遊牧的に農牧をしてい
る。メイマンドは１万２千年ほど
前、イラン高原における主要な居
住地区であったとされる。住人の
多くが約３５０棟の岩を手で掘っ
た住居で生活しており、その中に
は３０００年以上も人々が住み続
けているものもある。２０１５
年、ユネスコ世界遺産に登録 。

メイマンドの文化的風景
（ケルマン州）

ロクトシューイ・ハーネ

「洗う家」を意味するロクトシュ
ーイ・ハーネはザンジャン市の歴
史的な土地に２０世紀に建てられ
た。この町周辺の女性たちが洗濯
のためにこの建物を使っていた。
マシャド・アクバル、マシャデ
ィ・エスマイルという２人の兄弟
によってこの建物は建てられた。
この建物は現在、ザンジャン人類
学博物館として使われている 。

シェイク・サフィ
アルディン寺院・

シェイク・サフィ・アルディン寺院
はサファヴィー朝の初代君主の廟で
あり当時の重要な政治・宗教的中心
地であった。２０１０年ユネスコ世
界遺産に登録。この寺院はモスク、
校舎や金、銀、磁器の食器を保管す
る建物などから成る 。

フィルザバッド

フィルザバッドはシラーズの南に
位置する、切り立つ泥岩の壁に囲
われた町である。フィルザバッド
はグル、アルダシール宮殿、カ
レ・ドフタル要塞、サーサーン朝
の初代君主アルダシールの時代か
ら残る彫刻、メフル・ナースとタ
ンガル橋のパフラヴィー碑文から
成る歴史的遺跡群。この遺跡群は
サーサーン朝初期の政治、歴史、
文化、芸術の発展の様子を今に伝
えている 。

タクテ・ソレイマン
（西アゼルバイジャン州）

イラン北東部、西アゼルバイジャン
州にある周囲を山に隔てられた平野
にある考古学的遺跡群。火山のクレ
ーター（リム）に位置し、火や水に
関連する宗教的な象徴としての重要
性をもつ場所である。２００３年ユ
ネスコ世界遺産登録 。

タクテ・ソレイマン
（西アゼルバイジャン州）

シェイク・サフィ
アルディン寺院・
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アッバスィ博物館
（テヘラン州）

サファヴィー朝時代の最も有名な
芸術家の１人の名前をとった博物
館。紀元前２０００年から２０世
紀初頭までの芸術品を年代順に展
示しており、古代芸術やサファヴ
ィー朝時代のアッバスィによる絵
画なども含まれる。他にも前史時
代の素焼きの土器、鉄器、石器か
らイスラム時代の陶器、金属器、
布、歴史的書物に至るまでその内
容は多岐に渡る 。

アッバスィ博物館
（テヘラン州）

旅程
より多くの旅程はウェブサイ

トでご覧いただけます
FOTROS.TRAVEL
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TEHRAN

KASHAN

ISFAHAN
ABYANEH

SHIRAZ

１日目
テヘラン到着
到着後、この日はホテルにて休憩
テヘラン泊 。

３日目　テヘラン⇒カーシャーン
エスファハーン
バスにてテヘランからエスファハ
ーンへ。（459㎞） 。
途中カーシャーンのフィン庭園、
ボロジェルディス、タバタバエス
に立ち寄る 。
続いて伝統的な村であるアブヤー
ネ村へ 。
イスファハンではハージュ橋でイ
ラン人の夜の過ごし方を体験 。

エスファハーン泊

４日目　エスファハーン
１日エスファハーン観光
イマーム広場にあるシェイフ・ロ
トファラー・モスク、アリガプ宮
殿、バーザール、チェヘル・ソト
ゥーン宮殿、アリー・ミナレッ
ト、音楽ミュージアムを見学 。

５日目　シーラーズ
バスでエスファハーンからシーラ
ーズへ。（500㎞）
途中イザード・カストとパサルガ
ダエ、キュロスの墓に立ち寄り、
シーラーズに向かう 。

６日目　シーラーズ
日光に当たりガラス反射しフォト
ジェニックな場所であるナスィー
ロル・モルク・モスク（ピンクモ
スク）を訪れます。
エラムガーデン
ペルセポリス、ネクロポリス 
(110㎞）に行き、シーラーズに戻
る 。

２日目　　テヘラン
イランの首都の歴史を見るためゴ
レスタン宮殿、グランドバーザー
ルを見学する 。
テヘラン南西部の都市レイでテグロ
ール塔、チャシメアリーを見学 。

７日目
出国

6泊7日プラン
文化ツアー

世界遺産は太字で表記されています

古代ペルシアの魅力
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OS LOCAIS DO PATRIMÔNIO MUNDIAL ESTÃO ESCRITOS EM NEGRITO

TEHRAN

KASHAN

ISFAHAN

ABYANEH

SHIRAZ

YAZD

１日目
テヘラン到着
到着後、この日はホテルにて休憩 。

２日目
テヘラン
国立博物館、アーブギーネ博物
館、ゴレスタン宮殿、グランドバ
ーザールに行きます。夜はアーザ
ーディ塔へ行き、イラン人の夜の
過ごし方を見学 。

３日目
シーラーズ
朝のフライトでシーラーズへ。
ナスィーロル・モルク・モスク、
アティグ・モスク
ヴァキールモスク、ヴァキールバ
ーザール、クルアーン門を見学 。

４日目
シーラーズ
マルヴダシュトとアケメネス朝時
代のペルセポリスの遺跡、ネクロ
ポリス（110㎞）を見学。シーラ
ーズに戻り有名な詩人ハーフェズ
廟を見学 。

５日目
シーラーズ⇒パサルガダエ⇒ヤズ
ド
世界遺産のパサルガダエを見学
し、アバルクーのアグハザデハウ
スを訪れます。その後、バスでヤ
ズドに向かいます。ヤズドでは、
イマーム広場にあるシェイフ・ロ
トファラー・モスク、アリガプ宮
殿、バーザール、チェヘル・ソト
ゥーン宮殿、アリー・ミナレッ
ト、音楽ミュージアムを見学 。

６日目
ヤズド⇒エスファハーン
車でサルヤズドまで行き、独特な
構造であるサーサーン銀行を訪れ
ます。ヤズドに戻り、ダウラッ
ト・アバッド庭園とゾロアスター
寺院を訪れ、エスターに行きナエ
ンのモスクを見学 。

７日目　エスファハーン
１日エスファハーンを観光
イマーム広場にあるシェイフ・ロ
トファラー・モスク、アリガプ宮
殿、バーザール、チェヘル・ソ
トゥーン宮殿、アリー・ミナレッ
ト、音楽ミュージアムを見学 。

８日目
エスファハーン⇒アーブヤネ村⇒
カーシャーン⇒テヘラン 。

テヘランに向かう途中アーブヤネ
村、続いてカーシャーンのフィン
庭園、ボロジェルディス、タバタ
バエスに立ち寄ります
イマームホメイニー空港まで送迎
空港ホテル泊 。

９日目
出国

文化ツアー

8泊9日プランクラシックとユニーク
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１日目
テヘラン到着
到着後、この日はホテルにて休憩 。

２日目
テヘラン観光
国立博物館、アーブギーネ博物
館、ゴレスタン宮殿、グランドバ
ーザール
夜はアーザーディ塔へ行き、イラ
ン人のナイトスタイルを見学 。

３日目
テヘラン⇒タブリーズ
朝のフライトでタブリーズへ
ブルーモスク、伝統的なタブリー
ズバーザール、カーペットバーザ
ール、カドヴァーンへ 。

４日目
タブリーズ⇒アラス⇒タブリーズ
１日、東アゼルバイジャンを回り
の３つ古代修道院を見学 。
イラン・アルメニアともに重要な
聖ステファノ修道院、チュパン、
マリヤムへ 。

５日目
タブリーズ⇒ザンジャン
ザンジャン（470㎞）、ビアボナ
ブ、ミヤンドアブまで移動し古代
遺跡のタフテ・ソレイマンとソロ
モン刑務所を見学 。

６日目
ザンジャン⇒ハメダン
ハマダンに行く前にラフショ
イ・ハーネ
を見学。またソルタニエドーム
を訪れ
ハマダンへ 。

７日目
ハメダン⇒カンガバル⇒ケルマン
シャー
アビセナ霊廟とアラビアン霊廟タ
ワーを訪れます 。
エスターとモルデカイの墓を行
き、ケルマーンへ
向かいます。カンガバルのアナヒ
タ寺院と岩のレリーフ
のあるビソトゥンとタフテ・ボス
トンのレリーフを見る 。

８日目
ケルマンシャー⇒スーサ⇒アフヴ
ァーズ
アフヴァーズに移動し、スーサの
古代都市と
ジッグラトの存在するチョガ・ザ
ンビールを見学 。

14泊15日プラン
文化ツアー

世界遺産は太字で表記されています

ペルシア　史を辿る道
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TEHRAN
ZANJAN

HAMEDAN

AHWAZ

TABRIZ

KERMANSHAH KASHAN

ISFAHAN

ABYANEH

SHIRAZ

９日目
アフヴァーズ⇒バンダル
早朝シーラーズに移動し、途中バ
ンダレ・ディラムに立ち寄りま
す。コウランガンの石碑を見学 。

１０日目
シーラーズ
ナスィーロル・モルク・モスク、
アティグ・モスク、エラムガーデ
ン、
ヴァキールモスク、ヴァキールバー
ザール、クルアーン門を見学 。

１１日目
シーラーズ
マルヴダシュトとアケメネス朝時
代のペルセポリスの遺跡、ネクロ
ポリス（110㎞）を見学。シーラ
ーズに戻り有名な詩人ハーフェズ
廟を見学 。

１２日目
シーラーズ
バスでエスファハーンからシーラ
ーズへ。（500㎞）
途中イザード・カストとパサルガ
ダエに立ち寄り、エスファハーン
へ 。

１３日目
エスファハーン
イマーム広場にあるシェイフ・ロ
トファラー・モスク、アリガプ宮
殿、バーザール、チェヘル・ソト
ゥーン宮殿、アリー・ミナレッ
ト、音楽ミュージアムを見学 。

１４日目
エスファハーン‐アブヤーネ村‐
カーシャーン‐テヘラン
途中アブヤーネ村、続いてカーシ
ャーンのフィン庭園、ボロジェル
ディス、タバタバエスに立ち寄り
ます
イマーム・ホメイニー空港まで送
迎 。
空港ホテル泊 。

１５日目
出国

14泊15日プランペルシア　史を辿る道
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１日目
テヘラン到着
到着後、この日はホテルにて休憩 。

２日目　テヘラン
ゴレスタン宮殿、グランドバーザ
ールを見学する 。
ジュエリー博物館、アッバスィー
博物館に行き、夕方にはテヘラン
を一望できる橋へ 。

３日目
テヘラン⇒カーシャーン⇒
エスファハーン
テヘラン南西部の都市レイでテグロ
ール塔、チャシメアリーを見学 。
カーシャーンのフィン庭園、ボロ
ジェルディス、タバタバエスに立
ち寄り、エスファハーンへ

４日目
エスファハーン
イマーム広場にあるシェイフ・ロ
トファラー・モスク、アリガプ宮
殿、バーザール、チェヘル・ソト
ゥーン宮殿、アリー・ミナレッ
ト、音楽ミュージアムを見学 。

５日目
エスファハーン⇒ナーイーン⇒ヤ
ズド
ヤズドに行く前に近くのアルメニア
教会、ヴァンク教会へ。ヤズドに
行く途中、コーパのアッバーズ隊商
宿、ナーイーンのモスクとメイボッ
ドの城砦を見学しヤズドへ 。

６日目
ヤズド
ドラトアバド庭園に行き、タワー
やゾロアスター教寺院へ。モスク
やイランの伝統的なジムのズルハ
ーネやウォーターミュージアム、
アミールチャクマクへ 。

７日目
 ヤズド⇒ケルマーン
ケルマーンへ移動し、チャム村に
ある２００年前の木やタワー、古
い銀行などを見学。ケルマーンで
はガンジー・アリー・カン・コン
プレックスとジャバリー・ストー
ンドームへ 。

８日目
ケルマーン
美しいシャーデ庭園とシャー・メ
マトラフ・ヴァリの霊廟へ。ラー
イエンも楽しみの場 。

15泊16日プラン
文化ツアー

世界遺産は太字で表記されています

イラングランド　シアー



45

TEHRAN
HAMEDAN

AHWAZ

KERMANSHAH
KASHAN

ISFAHAN

SHIRAZ

YAZD

KERMAN

９日目
ケルマーン⇒シーラーズ
飛行機でシーラーズへ 。
アティグ・モスク、
ヴァキールモスク、ヴァキールバ
ーザール、クルアーン門を見学 。

１０日目
マルヴダシュトとアケメネス朝時
代のペルセポリスの遺跡、ネクロ
ポリス（110㎞）を見学。パサル
ガダエとキュロスの墓に行き、シ
ーラーズへ戻る 。

１１日目
ナスィーロル・モルク・モスク、
（ピンクモスク）とハーフェズ廟
に早朝行き、車でプレシュカフト
と呼ばれる村へ 。

１２日目
プレシュカフト⇒ビシャポール⇒
アフヴァーズ
アフヴァーズの途中、歴史的地区
ビシャポールでリリーフとアナヒ
タ寺院とバレリアン城の遺跡のあ
るサーサーン市を見学 。
アフヴァーズでは、きれいな川を
見る 。

１３日目
アフヴァーズ⇒スーサ⇒ケルマン
シャー
シュシュタールの歴史的なダムと
スーサの古代都市とジッグラトの
存在するチョガ ザンビール・
、ダニエルの墓を見学 。

１４日目
ケルマンシャー⇒カンガバル⇒ハ
メダン
ケルマンシャーでは岩のレリーフ
を見に行き
カンガバルのアナヒタ神殿を訪れ
る。ハム・アダンではガンジー・
ネーム・コンプレックスとエスタ
ーとモデカイの墓を訪れる 。

１５日目
ハメダン⇒ヌーシジャン⇒テヘラ
ン
テヘランへ向かう途中ヌーシジャ
ンの丘へ行きイマーム・ホメイニ
ー空港まで送迎 。

１６日目
出国

15泊16日プランイラングランド　シアー
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TEHRAN
ZANJAN

RASHT

ARDABIL

　ローカルな旅

1日目
テヘラン到着
到着後、この日はホテルにて休憩 。

2日目テヘラン
ゴレスタン宮殿とバーザールへ。
夕方には大きな公園を結ぶ自然に
囲まれたきれいな橋を訪れます 。

3日目
⇒テヘラン⇒ラシュト
コマン
ガズヴィーンでチェヘロ・ソトゥ
ーン宮殿とアリカプ宮殿に行き、
ラシュトでは博物館を訪れコマン
へ向かう

４日目
コマン⇒マースーレ⇒コマン
コマンから昔からの村であるマー
スーレへ。独特な建築が並んでい
ることから階段の町といわれる。

５日目
コマン⇒アルダビール⇒メシュキ
ン・シャフレ
西アルダビールの中心にあるハル
ハールへ行き、次に
メシュギンの長い吊り橋を見る 。

６日目
メシュキン・シャフレ⇒サルエイ
ン
サバラン山の美しい景観を楽し
み、サルエインへ 。
シェイク・サフィ・ディン博物館
と湖へ 。
温泉プールも楽しむことができる

７日目
サルエイン⇒ザンジャン
ザンジャンで伝統的なバーザール
へ。ソルトマン博物館とホセイニ
エ・アメニハを訪れる。

８日目
ザンジャン⇒空港
ザンジャンから空港へ 。
途中、ダシュカサンのソルタニエド
ームとドラゴンストーンに行く 。

９日目
出国

8泊9日プラン

世界遺産は太字で表記されています

地元の人々と楽しむ様々な魅力のイラン
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スペイン スロバキア イギリス ブラジル

イタリア

デンマーク

日本

日本 ドイツ ウズベケスタン

オランダ フランス ハンガリー スペイン

チェコ共和国 スイス フランス スイス

韓国 中国 ロシア スイス

ベトナム イタリア スイス

もロック フランス スウェーデン スペイン

フランス オーストラリア オランダ ベルギー

インド イタリア 南アフリカ ジンバブエ

フォトロス社が関わった海外旅行の様々イラン探訪
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:   1,000 Rials       2,000 Rials      5,000 Rials

イラン情報
イランの通貨はリアル（Rial）が公式単位
イランの人々は日常生活ではトマン（Toman）という単位を利用している  
（１０リアル＝1トマン）
通貨はコイン、紙幣が入手可能

両替は両替屋か空港、ホテルで行える

営業日
 土曜日～水曜日
木曜日　　　　
金曜日はイランでは休日　　　　

8：00-16：00
8：00-13：00　　　

電話
イランコード
利用方法：国番号      +地域コ　　　　
ード+携帯番号

+98
(+98)

交通機関
飛行機、電車、地下鉄、BRTバス、
タクシー

緊急番号
救急車 :
　　　　
警察 :　
　　　　
消防 :　

115

110

125

コンセント

電圧は
プラグはCタイプ 　　　　

220V-50HZ

水
水道水はイランのほとんどの都市で飲
用可能
ボトルの水も入手可能　　

季節
春:

夏:　　　

秋:　　　

冬:　　　

3/21-6/21

6/22-9/22

9/23-12/21

12/22-3/20

硬貨


