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TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye - Google マップ

TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@36.6836764,29.0751917,3a,75y,229.18h,89.17t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOHJC3Zk32iGT6ZhTM831BrpsZB_s3nGmnu1rJs!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOHJC3Zk32iGT6ZhTM831BrpsZB_s3nGmnu1rJs%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya338.5262-ro-0-fo100!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@36.6836489,29.0752277,3a,75y,49.08h,84.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPtoSs16ogGQHS3HzSv6bIl637ujNrMXwCrseWq!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPtoSs16ogGQHS3HzSv6bIl637ujNrMXwCrseWq%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya134.17444-ro-0-fo100!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@36.68359,29.0752222,3a,75y,321.05h,90.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipObUa8vzupp2wxC1NsFowe9-65X70Qf73v5YHCM!2e10!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@36.6836535,29.0752273,3a,75y,141.3h,89.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO4Ps_T4ryHZvYeIw0YfyJWY_HKbfY6GSXRv1OW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO4Ps_T4ryHZvYeIw0YfyJWY_HKbfY6GSXRv1OW%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya98.67458-ro-0-fo100!7i10000!8i5000


• トルコの南西側、エーゲ海地方や地中海の沿
岸には、名だたる古代都市が集まっています。
世界屈指の巨大遺跡があるエフェソス、木馬
で有名なトロイなどは、絶対に見逃せません。

エーゲ海・地中海沿岸 パムッカレ トロ
イの観光｜トルコ観光ガイド｜阪急交通
社 (hankyu-travel.com)

https://www.hankyu-travel.com/guide/turkey/as.php


トロイアの木馬 - Wikipedia

トロイアの木馬は、ギリシア神話のトロイア戦争において、
トロイア（イーリオス）を陥落させる決め手となったとされ
る装置である。トロイの木馬とも言われる。木でできており、
中に人が隠れることができるようになっていた。
転じて、内通者や巧妙に相手を陥れる罠を指して「トロイの
木馬」と呼ぶことがある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%9C%A8%E9%A6%AC


トロイの考古遺跡 - Google マップ トロイの考古遺跡 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@39.9568493,26.2410104,3a,75y,310.96h,82.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN6COblA_yEEJiEXXaB9UV7HpCBroXlcEN5NGfh!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN6COblA_yEEJiEXXaB9UV7HpCBroXlcEN5NGfh%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya35.91874-ro-0-fo100!7i7680!8i3840
https://www.google.com/maps/@39.9571463,26.2403462,3a,80.2y,87.98h,104.5t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNtwVM4-Rj2WgU9Xb6sUm2Qwx1Nbk9MC4PtlJyB!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNtwVM4-Rj2WgU9Xb6sUm2Qwx1Nbk9MC4PtlJyB%3Dw203-h100-k-no-pi-3.1453176-ya223.6881-ro3.9458628-fo100!7i5376!8i2688


Евгений Голицын 
- Google マップ

トロイの遺跡 トロイの木馬

目次
•1背景
•2木馬の完成
•3トロイアの
滅亡

https://www.google.com/maps/@39.956921,26.2402922,3a,75y,76.73h,91.84t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNBGDFA8nWQyTNohcvMp9VgDr9EY7pD_HVJDqK9!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNBGDFA8nWQyTNohcvMp9VgDr9EY7pD_HVJDqK9%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya197.49817-ro0-fo100!7i6912!8i3456
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%9C%A8%E9%A6%AC#%E8%83%8C%E6%99%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%9C%A8%E9%A6%AC#%E6%9C%A8%E9%A6%AC%E3%81%AE%E5%AE%8C%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%9C%A8%E9%A6%AC#%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%BB%85%E4%BA%A1


トロイの考古遺跡 - Google マップ

Евгений Голицын -
Google マップ

https://www.google.com/maps/@39.9572418,26.2395569,3a,75y,286.63h,77.41t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNv3HXb5oTH-6PDWpZyGYmTLZQz8KKzysKVKpaF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNv3HXb5oTH-6PDWpZyGYmTLZQz8KKzysKVKpaF%3Dw203-h100-k-no-pi-6.712599-ya101.30542-ro4.454797-fo100!7i5376!8i2688
https://www.google.com/maps/@39.9573938,26.2389779,3a,75y,342.44h,79.18t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPV8csrFsnB5GonYjljXkw6HyRKhY5i0imoCBe4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPV8csrFsnB5GonYjljXkw6HyRKhY5i0imoCBe4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya15.194657-ro-0-fo100!7i6912!8i3456




イズミル İzmirトルコ イズミルはトルコのエーゲ海沿岸に位

置する都市。

古くはスミュルナと呼ばれ、ギリシャ

によって建設された後にローマに占領

された。

その後、アレクサンドロス大王によっ

て再建されたのち、15 世紀にオスマン

帝国の占領下に置かれた。

イズミルにある広大な考古学遺跡群の

中には、古代ローマ時代のスミュルナ

のアゴラがある。

このアゴラは、現在では野外博物館に

なっている。町を見下ろす丘の上には、

アレクサンドロス大王の統治時代に建

設されたベルベット城塞とも呼ばれる

カディフェカレ城塞が立っている。



イズミル



50 Gaziler Cd - Google マップ

イズミルの市中風景

Çok Katlı Otopark - Google マップ

https://www.google.com/maps/@38.4222573,27.1449076,3a,64.1y,207.67h,99.16t/data=!3m7!1e1!3m5!1sLlCxVYDg-wlGi9q9qKhLeQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DLlCxVYDg-wlGi9q9qKhLeQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D28.758698%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@38.4192824,27.1336677,3a,41.3y,258.19h,98.98t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNasl_mUve1SU9UAbayxQL6qxeH2xtzBfs2At-v!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNasl_mUve1SU9UAbayxQL6qxeH2xtzBfs2At-v%3Dw203-h100-k-no-pi-0.72696894-ya336.8714-ro-13.200208-fo100!7i5760!8i2880


イズミル・トルコはエーゲ海の人気リゾート！観光名所
や見どころを紹介！ | TRAVEL STAR (travel-star.jp)

エーゲ海のほどりに広がる
美しい都市「イズミル」は、
イスタンブールとアンカラ
に続くトルコ第3の街です。
中東の国々の中では比較的
治安のよいトルコ西部に位
置しています。

海運業で発展してきたこの
街には、様々な工業地帯が
あり、日系企業も数多く進
出しています。現在は、商
業の中心の都市となってい
ます。

紀元前1世紀には、ローマ帝国
の支配を受けていたイズミル地
域には、数々の古代遺跡が残さ
れており、観光の見どころの一
つにもなっています。

イズミルは、古代ギリシャ時代
には「スミュルナ」という名で
呼ばれており、他のエーゲ海の
島々と一緒にトルコ人やローマ
人に繰り返し占領されていきま
す。

イズミルを含めたエーゲ海一帯の
トルコ領は、海上交通の要所で
あったことから、常に紛争の起こ
る地域であったため、当時はかな
り治安も悪かったと想像されます。

14世紀半ばからは、イズミルに
オスマントルコ帝国が侵攻。ここ
から、イズミルはイスラム国家と
しての道を歩み始めます。

https://travel-star.jp/posts/5315






アゴラ遺跡

Agora Open Air Museum - Google マップ Agora Open Air Museum - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/Agora+Open+Air+Museum/@38.4187421,27.1391429,181m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1zIOODiOODq-OCs-OCpOOCuuODn-ODq-OAgOOCouOCtOODqemBuui3oQ!3m5!1s0x14bbd8ef82ca81cf:0x85536a0cfd93336d!8m2!3d38.4183984!4d27.1389075!15sCifjg4jjg6vjgrPjgqTjgrrjg5_jg6vjgIDjgqLjgrTjg6npgbrot6GSAQ1oaXN0b3JpY19zaXRl
https://www.google.com/maps/@38.4190403,27.1383611,3a,90y,272.12h,77.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNED8DkUJmjK-2In1-8davB1Ose9ysxnxRWtHDf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNED8DkUJmjK-2In1-8davB1Ose9ysxnxRWtHDf%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya209.13005-ro-0-fo100!7i6080!8i3040


スミルナ - Google マップスミルナ - Google マップ

Agora open air museum 

https://www.google.com/maps/@38.419115,27.1384598,3a,75y,341.28h,87.79t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNr9Brup5IJaqneKJhhwHzv6wKbAEefvaOrg2Qt!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNr9Brup5IJaqneKJhhwHzv6wKbAEefvaOrg2Qt%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya286.57077-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@38.4188063,27.1389629,3a,75y,269.81h,82.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOvUCCDevRERn3WHPKvCsY4nmohMZsWo6Z4OMdI!2e10!7i7500!8i3750


Tripadvisor | イズミルからのエフェソスと聖マリアの家
の日帰り旅行、提供元：Neon Tours - Day Tours | イズ
ミール - トリップアドバイザー

エフェソスは、かつてはパル
テノン神殿の4倍の大きさの
賑やかな大都市であり、古代
世界の最大の港湾の一つでし
た。
ユネスコの世界遺産に登録さ
れている考古学公園は、現在
トルコで最も注目されている
場所です。
この包括的なツアーの魅惑的
な遺跡を詳しく見てみましょ
う。近くには聖母マリアの家
もあります。

https://www.tripadvisor.jp/AttractionProductReview-g298006-d11449945-Ephesus_and_St_Mary_s_House_Day_Trip_from_Izmir-Izmir_Izmir_Province_Turkish_Aegea.html


聖母マリアの家 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@37.9117658,27.3337123,3a,43.2y,332.87h,88.07t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOjswMis1Hy_XlwuSmqRRrBYsQXtpHSgrDrTgrF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOjswMis1Hy_XlwuSmqRRrBYsQXtpHSgrDrTgrF%3Dw203-h100-k-no-pi-7.6850495-ya164.14122-ro-3.7171116-fo100!7i5376!8i2688




アルテミス神殿 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@37.9497392,27.3640305,3a,45.3y,345.37h,67.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMZWKxU8usjfcdATsl9wf_BLNsQq2NYM0IlTDL_!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMZWKxU8usjfcdATsl9wf_BLNsQq2NYM0IlTDL_%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya37.53553-ro-0-fo100!7i8192!8i4096


エフェソス遺跡







イズミルの見どころ「ベルガマ
遺跡」を紹介します。

ベルガマは、紀元前3世紀頃に建
設された古代都市の一つで、8世
紀頃までこの地に繁栄していた
と言われています。

遺跡の見どころとなっているの
は、アクロポリスの丘です。

ギリシャ風のアテネ神殿や図書
館など、数々の建築物が残され
たこの遺跡は、古代の医療セン
ター「アスクレピオン」も見ら
れる貴重な観光スポットです。

ベルガマ遺跡



Kule - Google マップ ベルバガ遺跡

https://www.google.com/maps/@39.1216969,27.1833194,3a,75y,24.31h,91.45t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO2-JzH6P5XtKkukSW53v3L1MyN8huLM-ApMXJ5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO2-JzH6P5XtKkukSW53v3L1MyN8huLM-ApMXJ5%3Dw203-h100-k-no-pi-2.0092406-ya324.85178-ro0.098049544-fo100!7i7200!8i3600


アルテミス神殿



ヨーロッパとアジアが出会う場所といわれ
るトルコ。
そんな独自の歴史・文化をもつ国として、
日本でも観光地として人気が高まっていま
す。その中でおすすめなのがケメラルティ
マーケット。

エーゲ海を望むトルコ西部の都市・イズミ
ルにあり、イスラム文化圏のマーケットと
なっています。
多くの人が行き交い、活気あふれる雰囲気
は、異国情緒たっぷり。
お店は食品店から雑貨店、土産物店などさ
まざまなお店が軒を連ね、歩いて見て回る
だけでも楽しくなります。
またカフェやレストランなどもあるので、
トルコならではの料理を味わうことも可能
かなりの広さがあるので、じっくり時間を
かけて楽しみたいスポットです。

ケメラルティマーケット。



アンタルヤでおすすめのアクティビティ ベスト 10 - アン
タルヤの人気スポット - Go Guides (hotels.com)

ちょうど街の中心部にある共和国
広場は、アンタルヤ周辺の探検の
出発地点にぴったりの場所です。
共和国広場では、大規模な公共の
イベントやお祝いが行われていま
すが、何もない日でもただ座って
他の人の様子を見ているだけで楽
しい場所です。広場の中心には、
トルコ建国の父、ケマル アタチュ
ルクを称える印象的なアタチュル
ク記念碑がたたずんでいます。

広場からは、太陽の光できらめく
噴水やマリーナへと続く素晴らし
い景色を眺めたり、通りを渡って
すぐのところにある有名なイブ
リーミナレリ モスクを訪れて街の
パノラマビューを眺めたりできま
す。

https://jp.hotels.com/go/turkey/things-to-do-antalya


オールド シティ マリーナで新鮮な
シーフードやカクテルを楽しむ アンタルヤ市内で夕日を眺めなが

ら軽く飲みたいなら、オールド
シティ マリーナがおすすめ。豪
華なヨット、伝統的な漁船、風情
のあるテラコッタ製の屋根の家々
が並ぶ趣ある景色に囲まれながら、
雰囲気にじっくり浸れます。

食事の時間がきたら、イスケレ
フィッシュ & ステーキ ハウス、
エキジ レストラン、アイナルな
ど、ウォーターフロント沿いで新
鮮なシーフードやステーキ、美味
しい地元料理を提供する素晴らし
いレストランへ行きましょう。食
事の後は、夜の街へ。近くのバー
で食後のカクテルを片手に、マ
リーナに反射してきらめく街明か
りの素晴らしい眺めを堪能しま
しょう。



街全体で最も特徴的な場所の 1 つが、アン
タルヤの美しい旧市街カレイチへのメイン
ゲートである、ハドリアヌスの門です。こ
のインスタ映えする歴史的建造物は、ハド
リアヌス帝が街を訪れたことを記念して、
西暦 130 年に建てられました。

ハドリアヌスの門は、世界で最も保存状態
の良いヘレニズム時代とローマ時代の城壁
の一部であり、3 つの大理石のアーチと 3 
つの堂々たる塔が特徴です。門には複雑で
精緻な彫刻がいくつかありますが、門を通
る際には頭上を注意深く見てみましょう。
とても印象的な彫刻が見つかるはずです。

ハドリアヌスの門



アンタルヤ市のすぐ郊外にあるデュデ
ンの滝は、トルコの息をのむような美
しい自然を象徴するような滝であり、
訪れた人たちを魅了しています。滝は
2 つの部分に分かれており、1 つは内
陸側のアッパー デュデン滝、もう 1 
つがローワー デュデン滝です。崖の上
にある 2 段の滝のうち、下段の滝は、
ララ ビーチからそれほど遠くない海に
直接流れ落ちています。

滝までは 30 分の距離で、自分で移動
することもできますし、この機会に経
験豊富なガイドから詳しい説明を聞き
たいという方には、日帰り旅行のプラ
ンも複数提供されています。下段の滝
を美しい写真に収めるのに最も良い方
法の 1 つは、船に乗って水上から撮る
ことです。

デュデンの滝



古代ギリシャ、ローマ時代の都市ア
スペンドス、中でも見事なローマ劇
場は、トルコの豊かな歴史を象徴す
る 1 つの例です。西暦 155 年に建て
られたこの立派な劇場は、長い時を
超えて当時の姿を伝えています。高
さは 100 メートル近くあり、収容人
数は 12,000 人で、剣闘士の戦いなど
の見世物が催されました。

現在は、劇場とは対照的に賑やかな
都市から日帰り観光ができ、劇場の
驚くべき構造を見て回ることができ
ます。また、毎年恒例のアスペンド
ス国際オペラ & バレエ フェスティバ
ルがここで開催されており、劇場を
満喫することもできます。

ローマ時代の都市アスペンドス、中でも見事なローマ劇場



Aspendos Theater - Google マップ Aspendos Theater - Google マップ

Aspendos Theater - Google マップ

https://www.google.com/maps/@36.9392045,31.1717524,3a,75y,335h,76.2t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipObijY1UZBadcT1Wu0cMIcxiGA7eteC46SF_SxL!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipObijY1UZBadcT1Wu0cMIcxiGA7eteC46SF_SxL%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya259.86832-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@36.9389762,31.1722997,3a,75y,79.62h,100.35t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOZVaJtiDdG79GwlLB0Oalp5Xx6aQUUqksM1keY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOZVaJtiDdG79GwlLB0Oalp5Xx6aQUUqksM1keY%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya63.8373-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@36.9385238,31.1721563,3a,75y,28.9h,73.56t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM5FAJmfp72-C6DfDYmnBkXbF6sS9gLBmQhU-MD!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM5FAJmfp72-C6DfDYmnBkXbF6sS9gLBmQhU-MD%3Dw203-h100-k-no-pi3.4650776-ya283.39795-ro5.898298-fo100!7i5472!8i2736


アンタルヤからフェトヒエ近郊の
オルデニズまで海岸沿いに伸びる
道、リキアン ウェイ。冒険家に
とって夢のようなロングトレイル
です。絵のように美しいこのトレ
イルは全長 540 km にも及ぶため、
全行程を踏破することは困難です
が (ただし、それを目的にここを訪
れる人も多くいます)、一部の区間
でハイキングやサイクリングを楽
しむこともできます。

エリアの探索に繰り出す前に、十
分な量の水と日焼け止めをお忘れ
なく。もちろん、撮影用のカメラ
も充電しておきましょう。トルコ
の絵のように美しいリキア海岸と
キラキラ輝く青緑色の地中海が織
りなす、素晴らしい景色が待って
います。

リキアン ウェイ



Marmaris Marina



【トルコ】マルマリス周辺でおすすめの観光スポット11
選！お得なツアーでトルコを満喫！ - おすすめ旅行を探
すならトラベルブック(TravelBook)

マルマリスマリーナは、トルコの
ムーラ県にあるマルマリスの湾です。
マルマリスの人気観光スポット3 位に
入るほど有名な観光地で、海や山々、
街並み、お店などを一望できる場所
となっています。

港にはいくつもの船が停泊していて、
クルージングが楽しめるのもポイン
トです。

街にはレストランやバーも立ち並び、
食事やお酒が楽しめます。

夕方には海に浮かぶ美しい夕日を、
夜には停泊する船やお店のライト
アップを見ることができ、昼とは
違ったマリーナの景色が広がります。

南に突き出た港にはマルマリス城が
建っていて、お城の上から眺める海
や港も絶景です。

マルマリス マリーナ

https://www.travelbook.co.jp/topic/54402




トルコ南西部に位置する人気の街マルマリス

• 石畳の旧市街やヤシの木が並ぶ遊歩道、日光浴やウォータースポーツができる小石の多
いビーチなどで知られるリゾートタウンです。青い海と松の木が茂る山々に囲まれてい
ます

• 現代的なマリーナを散策し、美しい旧市街でオスマン帝国時代の城を見学。長く延びる
ビーチではウォータースポーツが楽しめます。

• 人々が世界中を観光するようになるずっと前から、この港町はエーゲ海と地中海の貿易
の要衝として栄えました。15 世紀半ばまでには、街一帯はオスマン帝国の支配下に入っ
ていました。何世紀もの歴史を持つ建物が建ち並ぶ旧市街は、港周辺の現代的なエリア
とは対照的です。

• 旧市街にそびえるように建つマルマリス城。スレイマン 1 世によって 1522 年に建てら
れました。歴史的な文化財や出土品が収蔵されています。

• 観光に疲れたら、水着でマルマリス アーバン ビーチへ。きれいで透明な海で海水浴がで
きます。

• マルマリス アーバン ビーチにはマルマリスロングビーチが隣接しています。約 10 km 
に渡って続くこのビーチを縁どるように、カフェやバーが並ぶ遊歩道が続いています。



2021年 Marmaris Marina - 行く前に！見どころをチェッ
ク - トリップアドバイザー (tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298033-d300593-Reviews-Marmaris_Marina-Marmaris_Marmaris_District_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html#/media-atf/300593/43982102:p/?albumid=-160&type=0&category=-160


GRAND YAZICI CLUB MARMARIS PALACE - Google 
マップ

https://www.google.com/maps/@36.8267255,28.2436322,3a,66.1y,313.57h,89.68t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPAmmhjWuHLw2j6tkjiWm_udsh5hXshyuNiz-Sd!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPAmmhjWuHLw2j6tkjiWm_udsh5hXshyuNiz-Sd%3Dw203-h100-k-no-pi-5.289389-ya250.01608-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Eren Topuz - Google マップ Sedir Island 海水浴場

https://www.google.com/maps/@36.9929273,28.2033399,3a,81.4y,6.83h,87.58t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMl7ti5qyeSQ1LMcMnBYtQ7p1T441AhYUWX0vZL!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMl7ti5qyeSQ1LMcMnBYtQ7p1T441AhYUWX0vZL%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya344.11548-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


8 Ulusal Egemenlik Cd. - Google 
マップDancing Fountain

2021年 Dancing Fountains - 行く前に！見どころを
チェック - トリップアドバイザー (tripadvisor.jp)

https://www.google.com/maps/@36.8544448,28.270895,3a,75y,339.81h,88.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4eOSEJZP4VsW4B-dI-bdAw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298033-d3569102-Reviews-Dancing_Fountains-Marmaris_Marmaris_District_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html#/media-atf/3569102/416536140:p/?albumid=-160&type=0&category=-160


2021年 Grand Bazzar - 行く前に！見どころをチェック -
トリップアドバイザー (tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298033-d552758-Reviews-Grand_Bazzar-Marmaris_Marmaris_District_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html#/media-atf/552758/492149307:p/?albumid=-160&type=0&category=-160


2021年 Rhodes - 行く前に！見どころをチェック - ト
リップアドバイザー (tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298033-d552763-Reviews-Rhodes-Marmaris_Marmaris_District_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html


マルマリス城 - Google マップ
古代都市カリアの一部分だったと考えられて
いる。歴史家のヘロドトスによると、紀元前
3000年からマルマリスには城があった。
ヘレニズム期にカリアはアレクサンドロス3
世（大王）によって侵略され、城は包囲され
た。600人いた町の住人達は、軍隊に対抗す
ることを諦め、城内の貴重品を焼き払って、
女、子供とともに丘に逃げた。
城の戦略的な重要性を認知していた侵略者達
は、帰還前の兵士200～300人を収容するた
めに、城の破壊された箇所を修理した。
そのおよそ2000年後の15世紀中頃、オスマ

ン帝国のスルタンメフメト2世が、アナトリ
アの種族や王族達を、1つの軍旗の下で統一
して、征服することに成功した。
しかしドデカネス諸島を占領していたロドス
島騎士団には悩まされた。騎士団はロドス島
を拠点とし、数年にわたりメフメト2世と
戦った。

https://www.google.com/maps/@36.8506381,28.2742763,3a,90y,4.41h,101.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNTDsdIBVRKveUIdAuNduIh_j7DB7SfX1FXytl3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNTDsdIBVRKveUIdAuNduIh_j7DB7SfX1FXytl3%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya195.48709-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


マルマリス城 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%B9%E5%9F%8E/@36.8483414,28.2622167,6732m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1z44Oe44Or44Oe44Oq44K544CA44Oe44Oq44O844OK!3m5!1s0x14bfbddda0cba181:0x7181ccd60c5680d9!8m2!3d36.8505642!4d28.2744068!15sCh7jg57jg6vjg57jg6rjgrnjgIDjg57jg6rjg7zjg4qSAQZtdXNldW0




2021年 Dalyan Nehri - 行く前に！見どころをチェック -
トリップアドバイザー (tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298033-d552749-Reviews-Dalyan_Nehri-Marmaris_Marmaris_District_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html




ボドルム
Myndos Gate - Google マップ

https://www.google.com/maps/@37.0375929,27.4135657,3a,90y,176.07h,84.77t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOcX26It-E_fKUQbjXWRZF-xVYJ1FU5txZ-PzBt!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOcX26It-E_fKUQbjXWRZF-xVYJ1FU5txZ-PzBt%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya95.77017-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Gümbet Beach - Google マップ

Diamond of Bodrum Hotel - Google マップ

https://www.google.com/maps/@37.0312424,27.4048347,3a,75y,128.5h,81.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOWq8rb49oU6GgT0Nwyg5SD9feAkqjdD_14cw99!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOWq8rb49oU6GgT0Nwyg5SD9feAkqjdD_14cw99%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya25.210617-ro-0-fo100!7i6912!8i3456
https://www.google.com/maps/@37.0282119,27.4406223,3a,75y,139.39h,89.19t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM4XieBcGeWMerzX2OHsDUJ8EhxIIVwuvbghK0n!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM4XieBcGeWMerzX2OHsDUJ8EhxIIVwuvbghK0n%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya157.2679-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Tripadvisor | ダルヤン泥風呂とボドルムからのタートル
ビーチデイトリップ、提供元：Tours in Bodrum | ボドル
ム半島 - トリップアドバイザー

https://www.tripadvisor.jp/AttractionProductReview-g298658-d11483150-Dalyan_Mud_Baths_and_Turtle_Beach_Day_Trip_from_Bodrum-Bodrum_City_Bodrum_District.html#/media-atf/11483150/-5:p/?albumid=101&type=0&category=101


ダルヤン泥風呂とボドルムからの
タートルビーチデイトリップの写真

これは長い一日の旅でしたが、それは
価値がありました。
泥風呂は、さまざまな病気を助けるた
めにさまざまな種類の泥で遊ぶ良い口
実でした。
あなたの肌はその後素敵に感じます。
古い水着の着用をお勧めします。

泥風呂からボートに乗って昼食に行き、
そこで新鮮な川のトラウトとさまざま
なメゼを食べました。
昼食後、ボートに戻って川を下り、1
時間20分続きました。

幸運にも、アカウミガメが数匹見られ
ました。タートルビーチで2時間停車
し、コーチに戻るリバークルーズの前
に泳いでリラックスします。



キメイラ山 Mount Chimaera - Google マップ

https://www.google.com/maps/@36.43148,30.4560797,3a,75y,278.9h,96.94t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN6YrLxS2R1gJ6yrETvheGEcRnFNTqaMXRig928!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN6YrLxS2R1gJ6yrETvheGEcRnFNTqaMXRig928%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya309.06927-ro0-fo100!7i8704!8i4352


ヤナルタシュ山

トルコの都市ケメルからそう遠くない「燃える
ような山ヤナルタッシュ」と呼ばれます。火は
2500年間その頂上で消火されていないので、そ
れはトルコの魅力の1つです。炎は一度にいくつ
かの場所で地面から爆発します。それが消える
とき、火はすでに他の場所に現れる時間があり
ます。火災は天然ガスによって引き起こされま
す。昔々、炎の舌は2メートルの高さまで上昇し
ましたが、今日はそれほどガスがなく、山はそ
れほど燃えていません。

しかし、昔々、地元の人々は天然ガスの存在。
したがって、彼らは火を吐く生き物キメラが古
代のリシア州でどのように現れたかについての
伝説を構成しました。ライオンの頭、ヤギの体、
そしてヘビの尻尾がありました。モンスターは
リシアの住民に多くの問題をもたらしたので、
ギリシャの英雄ベレロフォンは弓で彼を殴り、
彼の馬ペガサスはキメラを地面に踏みつけまし
た。

オリンポスの隣の村、ジラリはオリンポス
より少し高級感のあるリゾート。その山側
にキメラまたはキマエラといわれ岩の間か
ら噴出す炎があり、ヤナルタシュ（燃える
石）と呼ばれる場所がある。宿からツアー
があり食後の９時にミニバスで出かけるが
２５リラもかかる。車のため２０数キロを
走ることになるのだが海岸線をジラリまで
３キロ、そこから４キロでたどり着くこと
を考えるとツアー参加でなくともよかった
かなと考える。
ツアー参加者は１２時前には戻ったが、歩
いていった若者は３時の戻りだったと言う。
ヤナルタシュの入り口から２０分ほど坂道
を歩く



キメイラの永遠の火



Chimaera church ruins - Google マップ Mount Chimaera - Google マップ

https://www.google.com/maps/@36.431313,30.4562372,3a,72.7y,275.5h,94.5t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMFnAPUqLCYZuoKDGVWvlsP2OP6rNYS1v-7NY1U!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMFnAPUqLCYZuoKDGVWvlsP2OP6rNYS1v-7NY1U%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya159.4159-ro0-fo100!7i7680!8i3840
https://www.google.com/maps/@36.4317989,30.4557494,3a,75y,260.44h,86.9t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNEGBUl6KA6xuuFdb4qYBJLMp9CX272sPRkDKvX!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNEGBUl6KA6xuuFdb4qYBJLMp9CX272sPRkDKvX%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya203.64554-ro-0-fo100!7i7680!8i3840


トルコ
エーゲ海・地中海沿岸
地方の巻

おわり

インターネット世界旅行
令和３年８月２５日（水）

吉岡 芳夫


