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走ろう！友好の道、シルクロードを！ 

第7回キルギス国際マラソンツアー 
 

 
 

【旅行代金・日程】 【5日間 】5月11日 (金) ～ 5月15日 (火)  
現地ツアー代金 140,000円（1名1部屋） 

※ホテル宿泊のみシングル。現地ボズユイ（テント泊）は相部屋となります。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央アジアの真珠とうたわれている「イシク・クル湖」の北岸の観光地、チョルポンアタ市で開催されるキルギス国際マ
ラソン大会です。キルギス国内外の多くの民族や海外からの選手も多数参加します。５月の平均気温は１５℃、爽やかな
湖面からの風を感じながら 1,600m の高地を駆け抜けます。コースは湖を見渡せて湖の遥か彼方には 7,000m 級の天山山
脈が雪を抱いています。日本ではあじわうことのできない素朴で手作りの大会をぜひお楽しみください。 

【どんなコ－ス？】 
チョルポンアタ市の競技場からスタート。イシククル湖畔のす

ぐ横を走り、広大な自然をみながらの絶景マラソンです。遥か

湖の対岸に聳える７０００メートル級の天山山脈はまだ雪に覆

われてランナーの目を楽しませてくれます。 

コースは片側車線を全面封鎖してランナーの安全をはかってい

ます。道路は舗装されています。コースは標高 1600m 前後とな

る高地マラソンとなるため、普段よりもきつく感じると思われ

ます。給水所ではミネラルウォーターやドライフルーツ、パン

などが用意されています。 

【大会概要】 
主  催：Run the Silk Road 
協 賛：キルギスオリンピック委員会、キルギス陸上連盟、キルギス旅行業協会、 

ジャポンキルギスビリムディギ 
後  援：在キルギス日本大使館（予定） 
期  日：2018 年 5 月 12 日（土）  
場  所：キルギス共和国・チョルポンアタ市 （標高 1,608m）  
種  目：フルマラソン、ハーフ、10km、3km  
資  格：性別を問わず健康状態が良好な方、 

【フルマラソン】18 歳以上 【10km・5km】16 歳以上  
号  砲：午前 9 時 
賞  金： 男女各 １位から 3 位まで ＊詳細は大会ホームページにて  
参加賞：全員に記念Ｔシャツと記念メダル（フェルト）を贈呈 
制限時間：7 時間 

5月 12日（土）

AM 9:00 号

砲！ 

キルギス共和国 

★上記は現地ツアー日程となり、成田発アエロフロート航空の御利用を前提としております。 
下記が推奨フライトとなりますので、航空券を各自ご購入ください。 

ご出発：5 月 10 日（木）成田発 12:00 SU265 モスクワ経由ビシュケク行  SU1882 便 
ご帰国：5 月 15 日（火）ビシュケク発 16:20 SU1881 便 モスクワ経由成田行 SU260 便 
成田着：5 月 16 日（水）10：35 

※本ツアー内容は最低 5 名からの催行となります。最少催行人数に達しない場合、改めて上記日程と料金に合わせた現地ツアーを企画

させて頂きます。設定料金の関係でツアー内容が変更致しますがご容赦下さい。 

【募集団体】 
ジャポンキルギスビリムディギ
日本事務局 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最少催行人数に達しない場合ツアーが催行できない場合がございます。不催行

の場合でも同一日程同一料金にて参加可能なオプショナルツアーを企画致しま

す。 

※上記な成田空港発着となります。成田空港までの国内線移動については各自御

手配下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市名 表 食事 

5/10（木） 成田発 

（モスクワ） 

10：00 成田集合 

12：00 空路、モスクワへ 

16：05 モスクワ着 

21：50 モスクワ発 

朝：× 

昼：機内 

夕：機内 

5/11（金） ビシュケク 

 

チョルポンアタ 

5：00 ビシュケク着 

専用バスで大会会場のチョルポンアタへ 

チョルポンアタ着後、市内レストランで昼食。 

午後、大会会場で登録手続。その後子ども駅伝大会に 

ボランティア参加 

ホテル着。チェックイン後ホテルにて夕食。 

朝：○ 

昼：○ 

夕：○ 

5/12  チョルポンアタ 朝食後、専用バスで大会会場へ 

終日：マラソン大会参加 

終了後、専用バスで市内レストランへ。打ち上げディ
ナー 

食後、専用車にてホテルへ 

朝：○ 

昼：○ 

夕：○ 

5/13（日） チョルポンアタ 

カラコル 

 

 

 

ボコンバエバ 

朝食後、チェックアウト。専用車にてカラコルへ 

カラコルにて、JICA 支援先（一村一品ショップ）へ 

地元のドゥンガン人の家庭にてキルギス家庭料理で昼
食 

ジェティオグスの奇岩群、スカスカなどを観光 

ボズサルクン高原もしくはジャイチー高原にて乗馬体
験 

夕方、ユルタキャンプ場到着。キルギス家庭料理の夕
食。 

宿泊は伝統移動式住居「ユルタ」に宿泊 

朝：○ 

昼：○ 

夕：○ 

5/14（月） ボコンバエバ 

 

 

ビシュケク 

 

朝食後、専用車にてビシュケクへ（約 5 時間） 

途中のレストランにて昼食 

プラナの塔、パラサグン遺跡観光 

夕方 ビシュケク着。着後、オシュバザールにて観光・買い
物 

市内レストランにて民族楽器演奏を鑑賞しながら夕食 

ホテル着。 

朝：○ 

昼：○ 

夕：○ 

5/15（火） ビシュケク 

 

 

 

朝食後、専用車にて市内へ。 

JICA 一村一品プロジェクトオフィス訪問。地域活性化
運動や女性の社会進出の現状などについて懇談会。 

その後、キルギス人女性起業家を訪問（予定） 

市内レストランにて昼食。 

食後、専用車にてマナス空港へ 

16：20 空路モスクワへ。帰国の途へ（モスクワ経由） 

19:00 モスクワ経由にて日本へ 

朝：○ 

昼：○ 

夕：機内 

5/16（水） 成田着 10:35 成田空港着、着後解散 朝：機内 

 

最少催行人員：5 名 
添乗員：添乗員は同行しません。事務局スタッフが往復随行します。 
食事：●7 日間／朝 5 回、昼 5 回、夜 4 回、その他機内食 

ホテル：（ビシュケク）ガーデン、ブティック、オニックスホテル同等クラス、（イ
シククル）エコニミーゲストハウス、（ボコンバエバ）ベルタムユルタキャンプ場 
子供・幼児代金：設定なし 

想定する予定航空会社：アエロフロ－ト・ロシア航空 
 
お申込み締切日：2018 年 2 月 28 日（水） 

重 要 説 明 事 項 

※日程表中のフライトスケジュ－ル、旅行代金・各種費用は、2018 年 1 月 29 日現在のものとなります。航空会社等の事情により変更になる場合がありま
す。その場合、ツア－内容を一部変更することがあります。 ※現地宿泊ホテルはお 1 人部屋を使用いたします。  ※旅行代金には航空運賃、燃油特別付加
運賃 、成田空港施設使用・保安料料 2,610 円、ロシア･キルギス空港税は含まれておりません。 ※天候・交通ほか現地事情により、日程が変更になる場

合があります。 ※各ホテルの朝食は、定食メニュ－になります。 ※食事には税金、サ－ビス料が含まれておりますが、飲み物や追加料理の代金と税金
はお客様のご負担になります。 ※旅券取得手続きは各自でお願いいたします。  
なおパスポートの有効期限は出国時まで有効かどうか御確認ください。ビザは不要です。 

 

【旅行企画・実施（受注型企画旅行）】 

(株)毎日エデュケーション 大阪支社  

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-5-6 桜橋八千代ビル 6F 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-952295 TEL：(06) 4797-7807 FAX：(06) 4797-7808 

E-mail：osaka@myedu.co.jp URL：http://ryugaku.myedu.jp 

東京都知事登録旅行業第 3－6134 号/一般社団法人日本旅行業協会正会員 

総合旅行業務取扱管理者：石渡 章義 

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者

です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上

記の取扱管理者にお尋ねください。 

 
お申込み方法： 
1、別紙お申込み書をファックス orメール添付にて 
2、キルギスマラソン日本事務局ホームページより 

 
https://www.salam-kgz.jp/ 

受注型企画旅行契約（団体･グループ契約）は本パンフレットに記載した条件により、団体の構成員の当該契約に関する一切の権限を有しているお客様の

代表者を契約責任者として締結する旅行契約で、今後の旅行のやりとりや取引についても弊社と代表者の間で行うことになります（詳細は別紙「受注型企

画旅行取引条件説明書面･契約書面」参照。なお本書面に記載のない事項については当社旅行業約款(受注型企画旅行契約)によります）。次頁の日程・条件

等をご検討の上、ご参加の場合、「参加申込書」を期日までにご提出ください。 

 旅行契約の解除期日（取消日） 取消料（お一人様） 

2月1日（木）～4月7日（金）   28,000円（旅行代金×20%） 

4月8日(月) ～ 4月17日(火)    70,000円（旅行代金×50％） 

4月18日(水) ～ 5月7日(月)    112,000円（旅行代金×80％） 

5月8日(火) ～ 5月11日(金) 140,000円（旅行代金×100％） 

5月11日（金）の無連絡不参加 140,000円（旅行代金×100％） 

 

【問い合わせ先（企画主催団体） 

 

ジャポンキルギスビリムディギ日本事務局 

（キルギスシルクロード国際マラソン日本事務局） 

 

電話：06-4797-7809 

Email: jkbkpn@gmail.com 

 
 

http://ryugaku.myedu.jp/

