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イスタンブール

• イスタンブールの人口は1,410万人を擁しバルカン半島では最大、ヨー
ロッパでも最大規模の都市圏 の一つ。

• イスタンブールはトルコ北西部に位置し、トルコに16ある大都市自治
体の1つで 5,343 ｍ２の広大なエリアがある。

• マルマラ海と黒海を結ぶ世界でも最も混雑する航路の一つであるボス
ポラス海峡を挟んで大陸間に跨った都市である。

• 市域はボスポラス海峡を挟んで東のアジア側と西のヨーロッパ側両方
に拡がり、西側の市域は金角湾で南北に分かれる。

• 2大陸にまたがる大都市であり、アジアの最も西にある都市で、商業や
歴史の中心はヨーロッパ側に広がり、住民の3分の1はアジア側に居住
している。



• 歴史上最も重要な都市の一つとして知られてい
る。330年にはコンスタンティノープルで、お
よそ16世紀の間、ローマ帝国、ビザンティン、
ラテン帝国、オスマン帝国と4つの帝国の首都
であった。

• 1453年にオスマン帝国によりコンスタンティ
ノープルが陥落する前のローマやビザンティン
の時代は、キリスト教発展の要であったが、征
服後はイスラム教の中心やオスマンのカリフの
中心に変わった。

• 1923年にトルコ共和国がアンカラを新しい首都
に制定したが、宮殿や帝国のモスクは今でもイ
スタンブールの丘に見ることが出来、イスタン
ブールの以前の中心的な役割を想起させる遺産
となっている。 ビザンティオンのアクロポリスで発見された

今でも残っているビザンティオンの円柱。

東ローマ帝国時代のヴァレンス
水道橋



• イスタンブールは歴史上重要なシルクロードに
沿った戦略的な場所に位置する。

• ヨーロッパ＝アナトリア間の鉄道網と黒海・地
中海を結ぶ唯一の航路がイスタンブールで交
わっている。

• 2010年にはイスタンブールに約700万人の海外
からの観光客が訪れ、世界で10番目に最もポ
ピュラーな観光地であった。

• 最大の呼び物は、ユネスコの世界遺産に登録さ
れている歴史の中心で、文化やエンタテインメ
ントの中心は市内の天然の良港であるベイオー
ル地区の金角湾周辺に見られる。イスタンブー
ルはトルコの国内総生産の4分の1以上を占め
ている。



イスタンブール市街の衛星写真。
左がヨーロッパ、右がアジアで、両
者の間を隔てるのがボスポラス海峡。

海峡の南がマルマラ海で、北が黒海。

マルマラ海の北岸、ヨーロッパ側に
見える三角形の半島がイスタンブー
ル旧市街。

海峡から旧市街に切れ込んだ海が金
角湾。

この写真から、旧市街から城壁や海
を越えて市街地が拡大していること
がよく分かる。



イスタンブールはトルコでも最も重要な観光スポット

•数千ものホテルや他の旅行者中心の産業がイスタンブールには
あり、観光や業務で訪れる両方の旅行者を満たしている。

• 2006年には23,148,669人がトルコを訪れ、ほとんどはイスタン
ブールやアンタルヤの空港や港を通り入国している。

•イスタンブールのアタテュルク国際空港やサビハ・ギョクチェ
ン国際空港を利用しトルコに入国した観光客は2005年の
4,849,353人から翌年には5,346,658人に増加している。

• 2011年には急成長しているトルコの観光事業により1,050万人
に増加している。2011年のイスタンブールの2つの国際空港は
5,000万人以上の旅客を扱っている。





イスタンブールの観光名所



トプカプ宮殿の説明ビデオ



イスタンブールでおすすめの観光地15選！トルコの大都
市でエキゾチックな旅を - おすすめ旅行を探すならトラ
ベルブック(TravelBook)

イスタンブールは、かつて
ローマ帝国、ビザンチン帝国、
オスマン帝国という3代続いた
大帝国の首都でした。

その時代を良く知ることが出
来る博物館、すばらしい宮殿、
偉大なるモスク、地元食材の
そろうバザール（市場）、美
しい自然など、見どころに尽
きません。

異国情緒たっぷりのイスタン
ブールの魅力を凝縮した、観
光、グルメ、ショッピングを
味わい尽くせる観光情報をご
提案してみます。

https://www.travelbook.co.jp/topic/3947


イスタンブールの顔とも呼べるトプカプ宮殿。

約400年にも渡り、オスマン帝国の栄華の舞台
となった場所であるとともに、ボスポラス海
峡と金閣湾、マルマラ海に接する丘に建ち、
風光明媚な新市街やアジア側を一望できる
ビュースポットでもあります。

70万平米の巨大な敷地に4つの庭園と20を超え
る部屋、ハレム、4つの「キョシュク」と呼ば
れる離れからなり、すべてを見て歩くのに最
低3時間はほしいところです。

贅を凝らした宝物館、日本の大奥にもあたる
ハレムなど見どころ満載。

オスマン帝国、黄金期の宝物の数々、そして
女たちの戦いが行われた大奥「ハレム」は必
見。



•トプカプ宮殿のみどころトプカプ宮殿は別名「チューリップの宮殿」
•第一中庭
•第二中庭
•ハレム

• 黒人宦官の住居
• 女性たちの住居
• 謁見室（スルタンの広間）
• ムラトⅢ世の部屋
• タイルやステンドグラスの美しい青

•宝物館は現在工事により閉鎖中
•調理場
•ディバン（会議の間・政庁）
•幸福の門
•第三中庭
•第四中庭

https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%82%8D
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF%E3%81%AF%E5%88%A5%E5%90%8D%E3%80%8C%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E5%AE%AE%E6%AE%BF%E3%80%8D
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%AD%E5%BA%AD
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%B8%AD%E5%BA%AD
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E3%83%8F%E3%83%AC%E3%83%A0
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E9%BB%92%E4%BA%BA%E5%AE%A6%E5%AE%98%E3%81%AE%E4%BD%8F%E5%B1%85
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E4%BD%8F%E5%B1%85
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E8%AC%81%E8%A6%8B%E5%AE%A4%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%BA%83%E9%96%93%EF%BC%89
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%83%88%E2%85%A2%E4%B8%96%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%B1%8B
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%84%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%84%E9%9D%92
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E5%AE%9D%E7%89%A9%E9%A4%A8%E3%81%AF%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E9%96%89%E9%8E%96%E4%B8%AD
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E8%AA%BF%E7%90%86%E5%A0%B4
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%B3%EF%BC%88%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AE%E9%96%93%E3%83%BB%E6%94%BF%E5%BA%81%EF%BC%89
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E3%81%AE%E9%96%80
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E7%AC%AC%E4%B8%89%E4%B8%AD%E5%BA%AD
https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/#%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E4%B8%AD%E5%BA%AD


トプカプ宮殿の華麗な宝物【トルコ至宝展チューリップ
の宮殿トプカプの美】 | サライ.jp｜小学館の雑誌『サラ
イ』公式サイト (serai.jp)

トプカプ宮殿の華麗な宝物【トルコ至宝展チューリップの宮殿トプカプの美】

https://serai.jp/event/359442


「スルタン・マフムト2世の玉座」



「最も大きく、最も人気ある
歴史的なダイヤモンド」とし
て展示されていた86カラット
の「スプーンのダイヤモン
ド」は、トプカプ宮殿の外部
宝物館で展示されている。

すべての人の注目を集め、49
個の大きなダイヤで囲まれた
「スプーンのダイヤモンド」
は、公開された日から今まで
大きな関心を呼んでいる。



「トプカプの短剣」



イスタンブール世界遺産「トプカプ宮殿」で美しい青の
世界 | トルコ | トラベルjp 旅行ガイド (travel.co.jp)

トプカプ宮殿は、トルコ・
イスタンブールの旧市街と
なる半島の先端部分にあり、
周囲を海に囲まれた風光明
媚な丘の上の見事な宮殿で
す。

多くの金が使われ壁の装飾
は絢爛豪華。

また後宮「ハレム」では多
くの青色が使われており、
それは単に色彩の美しさだ
けではなく重要な意味を
持っているのです。

イスタンブールの世界遺産
「トプカプ宮殿」をじっく
りと観光してみましょう。

https://www.travel.co.jp/guide/article/37238/


トプカプ宮殿の見どころ徹底解説！宝物館やハレムはオスマン帝国
の権力の証 | トルコ旅行トルコツアー・観光なら、安心の『ター
キッシュエア＆トラベル』におまかせ！ (turkish.jp)

https://turkish.jp/destinations/%E3%83%88%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%97%E5%AE%AE%E6%AE%BF/


〔ポイント①〕金銀財宝に目がくらり！

一番の見どころは何といっても、宝物館。スルタンたちが集めた贅の限りをつくしたコレクションが
満載で、金銀、ダイヤモンド、エレラルドに目がくらむほど。

世界で7番目の大きさという86カラットの大ダイヤを49粒の小ダイヤで囲んだ「スプーン職人のダイ
ヤ」、3つのエメラルドとダイヤモンドで散りばめられた「トプカプの短剣」、重さ3.26Kgの世界最
大のエメラルドと8万枚の金貨を溶かして作られた王座など、まさに世界を制したオスマン・トルコ
帝国にふさわしい宝物の数々に、息をのむばかりです。



〔ポイント②〕お金を出してもみたい、籠姫たちの悲しい生活

入場料金とは別途大人35TL必要でありますが、日本の大奥ともいえるハレムもぜひ見てお
きたいところです。
スルタンには4人の正室とともに女官、女奴隷、世話係の女性ばかりが住んでおり、このハ
レムに入れる男性は、スルタンと皇子、去勢を受けた黒人宦官のみ。

ハレムに入った女性は一生飲食の保障はありますが、外に出れない束縛された一生を過ご
すこととなります。
ハレムは大奥と同じく第一夫人が実権を握り、一時期1000人を超える女性が住んだことも
あったとか。スルタンの子を身ごもった女性には部屋と世話係が与えられました。

きらびやかな装飾が施されたスルタンの間、アフメット三世が皇子時代を過ごした、タイ
ルにフルーツが描かれた果実の間など華やかな表の顔とは別に、唯一ハレムの女性たちが
外気を浴びることが許された籠姫たちの中庭、窓につけられた格子など、華やかな影に自
由を奪い去られた女性たちの悲しい生活ぶりが伺えます。



〔ポイント③〕写真撮影のお勧めスポット

見物最後の見せ場となるのが、バクダット・キョシュキュ（東屋）です。

テラス左手にあるトプカプで一番美しいといわれるキョシュキュで、写真撮影にお勧めのスポッ
ト。タイルと象牙細工が素晴らしく、またポーチから眺める金閣湾の絶景も心洗われます。

〔ポイント④〕疲れたときに立ち寄りたいレストラン

広大な宮殿を回るのに、軽く2時間以上はかかります。ちょっと疲れたなら、バクダット・キョ
シュキュ左手にあるレストラン「コンヤル」で一息ついて。

金閣湾を眺めながら、チャイやトルコのデザート、そしてお腹が空いたなら本格的な宮廷料理も
食べられます。



〔ポイント⑤〕定休日に注意

トプカプ宮殿は火曜日、アヤソフィア博物館は月曜日休みであることを念頭において、観光プ
ランをたててください。旧市街を集中的に回りたいときは、月・火曜を外した方がいいです。

〔ポイント⑥〕チケットは朝購入がおすすめ

チケットはトプカプ宮殿の正門横のチケット売り場で購入できますが、いつも混雑しているの
で、朝購入するか、事前にインターネットからチケットも購入できます。
https://www.muze.gov.tr/en/purchase

〔ポイント⑦〕主要博物館・観光施設を巡れるミュージアムバスを賢く活用

イスタンブールをじっくり観光したいなら、イスタンブール内の主要博物館などで使える5日間
フリーパスチケット「ミュージアムパス」がおすすめ。

値段は5日間で185TL、アヤソフィア博物館やトプカプ宮殿とハレム、カーリエ博物館、考古博
物館、モザイク博物館などイスタンブール内の主要博物館で使えるほか、ミュージアムショッ
プやカフェでの割引、私立美術館や博物館の割引などうれしい特典も。

ミュージアムパスは、上記のサイトで購入できるほか、トプカプ宮殿やアヤソフィア博物館、
カーリエ博物館、考古博物館でも販売しています

https://www.muze.gov.tr/en/purchase


Topkapi Palace Museum - Google マップ

トプカプ宮殿

Topkapi Palace Museum - Google マップ

https://www.google.com/maps/@41.0111823,28.9829985,3a,75y,47.35h,93.72t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPra4IM2F9RaT8gQtVth6sfdtu0u1PsCyHT4FcB!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPra4IM2F9RaT8gQtVth6sfdtu0u1PsCyHT4FcB%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya61.987656-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.travel.co.jp/guide/article/37238/
https://www.google.com/maps/@41.0114241,28.9832422,3a,75y,345.25h,89.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNrQvTCl97zSMYN-fnPRWgMR6WEl9CPjci7dYDh!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNrQvTCl97zSMYN-fnPRWgMR6WEl9CPjci7dYDh%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya13.939566-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


Rashid Kadyrov - Google マップ

https://www.google.com/maps/@41.0117488,28.9829698,3a,75y,47.83h,91.81t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP7QtXHSbddvfVuLUMMtw36x_RogrIf_UbC9-px!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP7QtXHSbddvfVuLUMMtw36x_RogrIf_UbC9-px%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya5.3581634-ro-0-fo100!7i11264!8i5632


Topkapi Palace Museum - Google マップ Chamber of Petitions - Google マップ

Topkapı Palace Harem 
- Google マップ

https://www.google.com/maps/@41.0121735,28.9826699,3a,75y,352.11h,83.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMB5wyhNXu5K3MsD4PKNf_OdQ0rAoTFPK4TxhNv!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMB5wyhNXu5K3MsD4PKNf_OdQ0rAoTFPK4TxhNv%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya290.80304-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@41.012775,28.9845633,3a,75y,309.08h,75.01t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMwmnTy3mJCD034jky_iKFPkg_K5UgdXzexkw7n!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMwmnTy3mJCD034jky_iKFPkg_K5UgdXzexkw7n%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya214.64032-ro0-fo100!7i6720!8i3360
https://www.google.com/maps/@41.0133676,28.9835663,3a,75y,134.66h,74.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOY8WV67EwmXk4WPzvIiQp0OpYpELVz7RQk5qO7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOY8WV67EwmXk4WPzvIiQp0OpYpELVz7RQk5qO7%3Dw203-h100-k-no-pi-5.718956-ya319.8151-ro-0.11225223-fo100!7i7200!8i3600


『魅惑のトルコ(イスタンブール)』イスタンブール(トル
コ)の旅行記・ブログ by harusuさん【フォートラベル】
(4travel.jp)

https://4travel.jp/travelogue/11439696


2021年イスタンブールで絶対外さないおすすめ観光ス
ポットトップ10【定番から穴場まで！】トリップアドバ
イザー (tripadvisor.jp)

ドルマバフチェ宮殿

19世紀に建てられたドルマバフ
チェ宮殿は、世界で最も華やか
な宮殿の一つです。
オスマン帝国の最後の帝国が住
んでいたのは、オスマン帝国の
後期の行政の中心地でした。
アンカラのトルコ共和国の創設
後、ムスタファ・ケマル・アタ
テュルクは若々しい首都にすべ
ての政府機能を移しましたが、
イスタンブール・アタテュルク
を訪問した時、ドルマバフチェ
宮殿の小さな部屋しか自分のも
のとして占領できませんでした。
彼は滞在し、彼の外国人ゲスト
を歓迎し、国家、歴史、言語会
議や国際会議のための実用的な
センターを作りました。

https://www.tripadvisor.jp/Attractions-g293974-Activities-a_allAttractions.true-Istanbul.html


Aya Sofya Müzesi / Kilisesi
Aya Sofya Müzesi / Kilisesi 口コミ・写真・地図・情報 -
トリップアドバイザー (tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g293974-d294497-Reviews-Hagia_Sophia_Mosque-Istanbul.html


イスタンブールの観光名所



アヤソフィア博物館【イスタンブール】 1000年繁栄した
大聖堂 Ayasofya Museum Istanbul Turkey；Nahomi 
Travel in Mosaic 2012 ＃132 - Bing video

アヤソフィア博物館 イスタンブール 動画による紹介

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%82%a2%e3%83%a4%e3%82%bd%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%a2%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8&docid=608020356794881724&mid=BE99634436F93E09B5E0BE99634436F93E09B5E0&view=detail&FORM=VIRE


🌍リモート海外旅行🌍【ブルーモスク】イスタンブール
/ Istanbul part1 - Bing video

スルタンアフメト・ジャミー
ブルーモスク の紹介動画

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%82%b9%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%95%e3%83%a1%e3%83%88%e3%80%80%e3%80%80%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%82%b9%e3%82%af&&view=detail&mid=29BB926941C6941D41CE29BB926941C6941D41CE&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25E3%2582%25B9%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25A2%25E3%2583%2595%25E3%2583%25A1%25E3%2583%2588%25E3%2580%2580%25E3%2580%2580%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A2%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AF%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3D%25E3%2582%25B9%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25A2%25E3%2583%2595%25E3%2583%25A1%25E3%2583%2588%2520%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A2%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AF%26sc%3D0-15%26sk%3D%26cvid%3D458D19A236074A42B69171D002322E6D


スレイマニエ・モスク地元民イチ押しの巨大モスク【ト
ルコ#8】 - Bing video

スレイマニエ・モスク

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%82%b9%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%82%a8%e3%83%bb%e3%83%a2%e3%82%b9%e3%82%af&&view=detail&mid=DFEBE82775DF4E65DC71DFEBE82775DF4E65DC71&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25E3%2582%25B9%25E3%2583%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%259E%25E3%2583%258B%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25BB%25E3%2583%25A2%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AF%26qs%3DAS%26sp%3D1%26pq%3D%25E3%2582%25B9%25E3%2583%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%259E%25E3%2583%258B%25E3%2582%25A8%26sc%3D7-6%26cvid%3D695C4B819E044EC69C9EB5F49790FE02%26FORM%3DVDVVXX


トルコの旅・イスタンブールNO-7「ドルマバフチェ宮
殿」.mpg - Bing video

動画の説明

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%91%e3%83%97%e3%83%81%e3%82%a7%e5%ae%ae%e6%ae%bf&&view=detail&mid=AB26628AFE750FF1F1D6AB26628AFE750FF1F1D6&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25E3%2583%2589%25E3%2583%25AB%25E3%2583%259E%25E3%2583%2591%25E3%2583%2597%25E3%2583%2581%25E3%2582%25A7%25E5%25AE%25AE%25E6%25AE%25BF%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3D%25E3%2583%2589%25E3%2583%25AB%25E3%2583%259E%25E3%2583%2591%25E3%2583%2597%25E3%2583%2581%25E3%2582%25A7%25E5%25AE%25AE%25E6%25AE%25BF%26sc%3D0-9%26sk%3D%26cvid%3D06648EB955F041A1892C6B1898395C8D%26FORM%3DVDVVXX


イスタンブル地下宮殿イスタンブル地下宮殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@41.0084293,28.9780413,3a,75y,349.54h,91.45t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO4dNe8VvxT8bdcohJhSaDuBkp9qYs8hhjpWRsR!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO4dNe8VvxT8bdcohJhSaDuBkp9qYs8hhjpWRsR%3Dw203-h100-k-no-pi0.93260056-ya32.66477-ro-0.95411193-fo100!7i5376!8i2688


イスタンブールの地下宮殿「バシリカ・シスタン」で必
見のメデューサ | トルコ | トラベルjp 旅行ガイド
(travel.co.jp)

https://www.travel.co.jp/guide/article/37227/


イスタンブール旧市街【トルコ】カーリエ博物館 Kariye
Müzesi Museum Istanbul Turkey；Nahomi Okada 
Travel in Mosaic 2012 ＃102 - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%a8%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8&qpvt=%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%a8%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8&view=detail&mid=216B6284DA484B36DDAB216B6284DA484B36DDAB&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a8%25e5%258d%259a%25e7%2589%25a9%25e9%25a4%25a8%26qpvt%3D%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a8%25e5%258d%259a%25e7%2589%25a9%25e9%25a4%25a8%26FORM%3DVDRE


Sultan 2.Selim Türbesi - Google マップ アヤソフィアモスク

https://www.google.com/maps/@41.0084837,28.9797219,3a,75y,120.39h,95.25t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN1onE7r25SHAPc0iFKO7cncnSw0erJFefco3Gl!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN1onE7r25SHAPc0iFKO7cncnSw0erJFefco3Gl%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya25.44002-ro-0-fo100!7i8500!8i4250


Üsküdar Ferry Terminal - Google マップ ボスポラス海峡

https://www.google.com/maps/@41.0173227,28.9756079,3a,75y,1.86h,89.44t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOT-RhdE2BMN8PZ_iAQ0UeCPZfEr_7X-sxdXeX6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOT-RhdE2BMN8PZ_iAQ0UeCPZfEr_7X-sxdXeX6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya211.08849-ro0-fo100!7i8704!8i4352


Google マップ イスタンブール 金角湾入り口

https://www.google.com/maps/@41.0260304,28.9671006,2377m/data=!3m1!1e3


Google - Google マップ 金角湾

https://www.google.com/maps/@41.0271799,28.9624993,2a,67.7y,49.37h,86.26t/data=!3m7!1e1!3m5!1sF8neGvk7v8zHw751ewR40w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DF8neGvk7v8zHw751ewR40w%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D345.23%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


ガラタ塔 - Google マップ
【トルコ④】イスタンブールを一望『ガラタ塔』＆アジ
アサイドの紹介｜シティリビングWeb (living.jp)

https://www.google.com/maps/@41.0256499,28.9741374,3a,75y,358.24h,102.94t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMrV5RkLmDDEs1-hb0npnFEKCMnP6CwQx8yHw1R!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMrV5RkLmDDEs1-hb0npnFEKCMnP6CwQx8yHw1R%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya282.92517-ro-0-fo100!7i7776!8i3888
https://city.living.jp/citymate/citymate122/mate_going_out/980601


【トルコ大紀行】ガラタ・タワー：イスタンブール(4K) 
- Bing video

ガラタ塔のらの眺め（動画）

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%bf%e5%a1%94+%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%ab&&view=detail&mid=201848A7AC0E63C2F8DF201848A7AC0E63C2F8DF&&FORM=VDRVSR


ボスポラス海峡
トルコ・イスタンブール新市街！ガラタ塔からのボスポ
ラス海峡の絶景！Enjoying the view of Bosporus strait 
from galata tower - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%bf%e5%a1%94+%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%ab&&view=detail&mid=ED2CA9EE0046EC0F338AED2CA9EE0046EC0F338A&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25bf%25e5%25a1%2594%2B%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2596%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%26%26FORM%3DVDVVXX


エフェス遺跡（動画）【トルコ】④エフェス遺跡&イスタンブール - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%bf%e5%a1%94+%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%96%e3%83%bc%e3%83%ab&&view=detail&mid=A934E1F580DC98B54E67A934E1F580DC98B54E67&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25bf%25e5%25a1%2594%2B%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2596%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%26%26FORM%3DVDVVXX


イスタンブール
トルコの巻

おわり

インターネット世界旅行
令和３年７月２日（金）

吉岡 芳夫
イスタンブール - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AB

