ネパールに鎮守の森をつくろう

2017 山田養蜂場 宮脇式で植える！

2015.4.25
ネパール地震

ネパールを応援！

ネパール植樹ツアー

カトマンズ・チャングナラヤン6日間（4 泊 6日）2017 年

羽田空港発着
旅行代金 お一人さま
（2 名 1 室ご利用）

¥199,000

7/12

関西空港発着
旅行代金 お一人さま
（2 名 1 室ご利用）

▶7/17

¥196,000

旅行代金には燃油サーチャージ、
並びに海外空港諸税、
および日本の空港施設使用料は含まれておりません。
旅行代金とあわせて別途申し受けます。
詳しくは中面をご覧ください。

横浜国立大学名誉教授 藤原一繪先生による
タブノキの森レクチャーと散策
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2016 年 チャングナラヤン植樹活動
現地の人たちと一緒に和気あいあいと作業

植樹で支援
企画の趣旨

観光で支援

未来の子供たちに豊かな自然環境を ─ ネパールに2,000 本の植樹を実施予定

当社は豊かな自然環境がなければ成り立たない養蜂業が原点の企業です。
だからこそ、
自然環境を守る使命があると考え、
毎年国内外での植樹を行っています。1999 年の植樹開始から2016 年までに計 2,074,778 本（国内：125,159 本、
ネパー
ル：456,291 本、中国：1,493,328 本）の植樹を行ってまいりました。
今年で 19 回目となるネパールの植樹では昨年に引き続き、植樹活動の第一人者であり横浜国立大学名誉教授 宮脇昭先
生が提唱する
「宮脇式植樹」
を実施します。同大学名誉教授 藤原一繪先生に御指導をいただき、世界遺産であり最古のヒン
ズー教の寺院である
「チャングナラヤン寺院」
にて、
当社社員やボランティア参加者、現地の学生、政府関係者などを含む総勢
約 200 名で 2,000 本程度の苗木を植える予定です。
また、
ネパールの文化や歴史をボランティア参加者に理解していただくた
め、孤児院・日本語学校及び一昨年の地震で被害に遭った小学校へ訪問し、現地の方と交流を行う予定です。
今年は、
これまでの実績を踏まえ、現地の植樹活動を行いながら、
ネパール森林省をはじめとする、現地の緑化団体等に
「宮
脇式植樹」の方法を伝えます。今後、
ネパールの人達が自力で自然環境を回復させ、
自国の国民の命を守る森を作れるような
活動を目指しています。

株式会社 山田養蜂場

植樹企画：株式会社 山田養蜂場／横浜市立大学 地球の緑再生講座
旅行企画・実施

国際・地域交流部

〒261-7105 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブイースト5階
観光庁長官登録旅行業第239号（社）
日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 横山俊慈

旅行業務取扱管理者とは、
お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
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、
ご遠慮なく上記取扱管理者にお訊ねください。

●本書面は募集型企画旅行である本ツアーの内容をお知らせするためのご案内書面です。

TEL

043-350-3612
取扱営業時間

FAX

043-350-3171

月〜金 9:00〜18:00
（土・日・祝休業）

営業時間外での取消依頼は翌営業日の取り扱いになりますのでご注意ください。

担当者 ： 錠者（じょうしゃ）
・森

過去の植樹活動の様子(イメージ)

過去の植樹活動の様子
(イメージ)
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×
横浜市立大学 地球の緑再生講座
皆さんは、神々の山嶺 ( いただき)を仰ぎ見るカトマ
ンズの街を想像されたことがありますか？古い寺院が
丘の上や街中に残され、近代化とは程遠い、時間が止
まった中で人々が暮らしています。

昨年までは、計画停電が当たり前の様に毎日ありま
した。2015 年の地震後の復興もままならない寺院も
多くみうけられます。斜面は出来る限り耕され、水田や
畑に、
また、残されているカシの木は家畜の餌に刈り取
られ、
ずんぐりむっくりの人の背丈以下の高さになって
います。木々は焚き木に使われてきました。林野局は、
多くは外来マツを植林していますが、
自然林はほとんど
みられません。わずかに自然保護地や王様の狩場で
あったゴカルナの森にしかありません。
これらの森を参考にして入手出来た苗木を使い、
世界遺産の一つであるチャングナラヤンに、鎮守の森
を、皆さんの手で再生しませんか？今年で４年目の植
樹、地元のコミュニティ フォレストの方々の熱心な要請
ではじまった鎮守の森の再生は、地元の中学生や住民

ネパール

中国
ゴカルナ

カトマンズ

カトマンズにあるネパール最古の仏教寺院
スワヤンブナート
（イメージ）

インド

ネパール植樹ツアーのポイント

1

世界遺産チャングナラヤン寺院での植樹活動

2

藤原一繪先生による講演会に参加

世界遺産の寺院に、宮脇昭先生の提唱される鎮守の森をつくります。

植樹日の前日に、藤原先生による講演会に参加し、ネパールの植生と
宮脇式植樹に関して学び、植樹に向けて気分を盛り上げます。

旅行代金 お一人さま
（2 名 1 室ご利用の場合）

羽田空港発着

添乗員同行

関西空港発着

¥199,000 ¥196,000

旅行代金には燃油サーチャージ、海外空港諸税、
および日本の空港施設使用料は含まれて
おりません。旅行代金とあわせて別途申し受けます。なお、記載の海外空港諸税の金額は
変動する可能性がございますのであらかじめご了承ください。燃油サーチャージ、空港税
は増減額の場合、差額の徴収・払い戻しを行います。

エベレスト
チャングナラヤン

の方々と一緒に植林してきました。言葉は通じなくとも、
心が通じます。遠い日本を理解してもらい、森を失った
カトマンズに、
自然林の再生方法のモデルを一緒に作り
ましょう。
カトマンズで行う森林再生は、横浜国立大学
名誉教授の宮脇先生による、宮脇方式（ふるさとの木
を使った密植、混植）
です。
自然林を失った世界遺産の
チャングナラヤン寺院に、
自然林再生ができる見本と
なっています。チャングナラヤンには、沖縄と共通する
イジュ
（ヒメツバキ）
の仲間のパッチが残されています。
またチャンプとよばれるオガタマノキの仲間も、昔はた
くさんあったそうです。
日本と共通するアラカシ、
エノキ
の仲間など、
「混ぜる、混ぜる」
で植えることで、3 年で
若い自然林を再生できます。
木を植えることは、命を植えること、皆さんの心に木
を植えること、
そして、皆さんの明日に木を植えること。
植樹をされて来られた方々も植樹が初めての方々も、
子供たちとチャングナラヤンにあなたの明日を植えま
しょう。
横浜国立大学名誉教授
横浜市立大学特任教授

藤原 一繪

3

ナガルコットのクラブヒマラヤリゾートに宿泊

4

ゴカルナに宿泊し、タブノキについて学びます

5

ナガルコットの小学校を訪問した後に、近くのクラブヒマラヤリゾートに宿泊。
雨季の夏にはヒマラヤの山並みは望めませんが、森の中でゆったりとした
滞在をお楽しみいただけます。

手つかずの森林が残るゴカルナで藤原一繪先生よりタブノキや
周辺の植生についてレクチャーいただきます。

孤児院や日本語学校で交流

カトマンズで孤児院又は日本語学校を訪問します。

別途かかる費用

* 基準日 2017 年 5 月 8 日

燃油サーチャージ *
現地空港税 *
羽田空港旅客サービス施設使用料 ( 旅客保安料を含む）
関西空港旅客サービス施設使用料 ( 旅客保安料を含む）
渡航手続等代行手数料 ( 任意・希望者のみ）
ネパール査証代行取得手数料 ( 希望者のみ）
お一人部屋追加料金 ( 希望者のみ）

お申し込み
締 切 日

2017.6/9

11,000 円
8,300 円
2,670 円
3,040 円
2,160 円
9,480 円
45,000 円

※定員になり次第締切らせていただきます。
※締切日以降のお申し込みはご相談ください。
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山田養蜂場 宮脇式で植える！ネパール植樹ツアー

カトマンズ・チャングナラヤン6日間
2017 年 7/12
▶ 7/17 （4 泊 6日）
内

移動手段 現地時間

/

❷

カト マ ン ズ

/

7

ナ ガ ル コット

オプショナルツアー
専用車

午前

午後

❸

午前

/

7

ナ ガ ル コット 専用車
カト マ ン ズ

午後

❹

カ ト マ ン ズ 専用車

午前
午後

/

7

チャングナラヤン
ゴ カ ル ナ

ゴ カ ル ナ 専用車
カト マ ン ズ

❺
/

7

朝食後、
ホテル発 カトマンズへb
カトマンズ市内観光
◎ダルバール広場 世界遺産（寺院が建ち並ぶ旧王宮広場）
●タメル地区でのお買い物
◆藤原一繪先生、スベディ先生による講演会
〈カトマンズ市内泊〉 朝昼夕
朝食後、
ホテル発b
◆チャングナラヤンにて植樹活動

植樹終了後にゴカルナへ
ゴカルナ着後、
●藤原一繪先生によるタブノキの森レクチャー
〈ゴカルナリゾート泊〉 朝昼夕

朝食後、、
カトマンズへb
◎スワヤンブナート 世界遺産
（カトマンズを見下ろすネパール最古の仏教寺院）
午後 ◆カトマンズにて訪問活動
Ａコース 孤児院訪問
孤児院を訪ね、
子供たちと一緒に遊びます
Bコース ふるさと日本語学校
日本語を学ぶネパールの方との交流
午前

日本申し込み・日本支払い

主催会社：Cox ＆ Kings Nepal

最少催行人員：2 名

●行程（送迎含み所要約３時間）※天候により飛行機が休航する場合がご
ざいます。その場合、ホテル⇔空港間
５:３０ ホテル出発
の送迎代金を差し引いた額の返金とな
６:００ 空港チェックイン手続
ります。
７:００頃 カトマンズ空港発
※日本語ガイドは飛行機に同乗しません。
〜飛行機で遊覧飛行〜 ※詳細はツアーお申し込み後にお送りす
８:００頃 カトマンズ空港着
るご案内にてご確認の上お申し込みく
８:３０ ホテル着(ご朝食へ）
ださい。

トワタリ小学校にて交流のひととき
シェルパ自慢の昼食もお楽しみに！

2015 年 4 月にネパールを大地震が襲いました。その年も夏にネパールで植樹を予定しており、中止
も考えられましたが、藤原先生の現地調査の結果、予定通り植樹を行うことが決定致しました。
ただ、困っている方々に何かをしたい、
という㈱山田養蜂場の願いから地震の被害の大きかったナガ
ルコット地区のトワタリ小学校を訪問し、パソコンや衣類を寄付、地震で心に傷を負った子供たちと交
流を行うことになりました。
トワタリ小学校訪問は昨年も実施し、子供たちと一緒に昼食を食べ楽しい
時間を過ごしました。今年も再訪し子供たちと触れ合います。

/

朝
6:00

午前
8:00

午後
12:00

夜
18:00

3日目

カトマンズ観光＆ショッピング
お土産選びも支援のひとつです

地震で大きな被害を受けたカトマンズ市内も徐々に復興し、主な観光先は問題なく見学が可能です。
今回は世界遺産であるダルバール広場と5 日目にスワヤンブナートを観光予定です。

チャングナラヤンで
鎮守の森をつくる

昨年度植樹活動
（イメージ）

ゴカルナで森を学ぶ

植樹の後はゴカルナへ。
ここは王室の私
有地だったために、森林の伐採などが行
われておらず、自然のままの森が現存。
現在は５つ星高級リゾートホテル「ゴカル
ナ・フォレスト・リゾート」
となっており、
植樹後に宿泊を予定しています。自生す
るタブノキを観賞しながら藤原先生にレ
クチャーをいただく予定です。
ホテルの庭
にはサルやシカも現れます。

5日目

ゴカルナ・フォレスト・リゾート
（イメージ）

レクチャーの様子（イメージ）

最終日は選べる訪問地
Ａコース 孤児院
Bコース ふるさと日本語学校

カトマンズ市内にある孤児院またはカトマンズ郊外のパタンにある日本語学校を訪問します。
（コースをお選びください）孤児院訪問を希望される方は、小額の文房具の寄付をお願いいたします。
詳細はお申込後に改めてご案内いたします。

深夜
23:00

2 日目朝から 3 日目ホテルまでラクラク移動！

2 日目カトマンズ・チェックアウト時に 1 泊分（ナガルコット宿泊分）の荷物だけ持って移動します。
3 日目カトマンズ・チェックイン時まで身軽に行動いただけるよう手配いたします。

初期ネワール建築の姿が見て取れる貴重な世界遺産チャング
ナラヤン寺院。その地で宮脇昭先生の指導により、宮脇式での
植樹が実施されています。宮脇先生の提唱される
「鎮守の森」
づくりがまさにネパールのお寺で実施されています。

❻

早朝

前回訪問時（イメージ）

4日目

●凡例）・く 航空機 ・b＝送迎車 朝＝朝食 昼＝昼食 夕＝夕食 け＝機内食
◆植樹、講演会、訪問活動等 ◎入場観光 ●下車観光
4：00

2日目

¥２９,000

専用車、日本語ガイドの送迎付き（空港税、燃油税込み）

ヒマラヤ遊覧飛行（早朝）

05:35 香港で羽田空港行き・関西空港行きに乗り換え
香
港
着
【羽田空港】
香
港
発 航空機 08:50 香港で乗り換え、羽田空港へく〈CX548〉
13:55 (予定飛行時間：4時間05分、
羽田空港着
機内食：1回）
【関西空港】
香
港
発 航空機 09:05 香港で乗り換え、関西空港へく〈CX5６２〉
13:55 (予定飛行時間：3時間５０分、
関西空港着
機内食：1回）
到着後解散。 〜お疲れさまでした。
〜
けけ ─

時間帯の目安

遊覧飛行での眺め（イメージ）

お一人さま

朝食後、1泊分の荷物を持ってホテル発b
◆ナガルコットのトワタリ小学校訪問
学校でシェルパの作った昼食を現地児童と一緒に食べ、
交流をします。
ナガルコットのホテルへ
着後、
フリータイム
〈ナガルコット泊〉 朝昼夕

夜
夕食後に空港へ
カトマ ン ズ 発 航空機 22:55 カトマンズ空港発
空路、香港へく〈KA103〉
(予定飛行時間：4時間25分、機内食：1回）
〈機中 泊〉 朝昼夕

7

ヒマラヤ遊覧飛行

容

【羽田空港】
羽 田 空 港 発 航空機 10:35 羽田空港から空路、香港へく〈CX543〉
14:10 (予定飛行時間：4時間35分、
香
港
着
機内食：1回）
【関西空港】
関 西 空 港 発 航空機 10:00 関西空港から空路、香港へく〈CX503〉
13:00 (予定飛行時間：4時間00分、
香
港
着
機内食：1回）
※香港にて羽田発・関西発と合流
香
港
発 航空機 19:10 香港で乗り換え、
カトマンズへく〈KA104〉
21:55 (予定飛行時間：5時間00分、
カトマ ン ズ 着
機内食1回）
夜
専用車
カトマンズ到着後、専用車でホテルへb
深夜 ホテル着
（23:30頃）
〈カトマンズ市内泊〉 ─ けけ

❶

7

2日目オプショナルツアー

世界最高峰の大パノラマ

Ａコース 孤児院「OCCED ネパール」

4:00

この目安は航空機、バス等の発着時刻をもとにした時間帯でホテルの発着時刻ではありません。
航空機のスケジュール変更に伴い、時間等が変更となることがあります。

●添乗員：同行いたします。●最少催行人員：羽田空港発着 10 名 ・関西空港発着 20 名
●お食事：朝食 4 回 昼食 4 回 夕食 4 回（機内食は含みません）
●利用航空会社：ＣＸ
（キャセイパシフィック航空）、ＫＡ
（キャセイドラゴン航空）
（いずれもエコノミークラス）
●利用予定ホテル（カトマンズ・ナガルコット・ゴカルナ各ホテル共、
ツインルーム / バス・トイレ付）
カト マ ン ズ ：ホテルヤク＆イエティ または ラディソンホテルカトマンズ
ナガルコット：クラブヒマラヤナガルコットリゾート
ゴ カ ル ナ ：ゴカルナフォレストリゾート
○本ツアーの旅行条件の基準日は 2017 年 5 月 8 日です。旅行代金、燃油サーチャージ、空港諸税は同
日現在有効なものとして公示されている航空運賃・規則を基準としております。
○お一人で１部屋をご利用の方は
「お一人部屋追加代金」
を申し受けます。
○行程は 2017 年 5 月 8 日のスケジュールにて作成しており、航空会社の都合で設定便が変更になるこ
ともあります。
○交通機関などの事情により行程が変更となる場合があります。

孤児院での触れ合い(イメージ)

現在主に 5 歳 ~18 歳の 34 名の子供たちが生活してます。就
学年齢に達していない児童にはボランティアが日中教育に当
たっています。2015 年の地震の影響で施設の建物に倒壊の
おそれが出たため新しい建物に移転をしました。
訪問時には主に未就学の児童と折り紙や紙風船などで遊びな
がら交流を予定しています。

授業風景(イメージ)

1999 年以来、㈱山田養蜂場のネパールでの植樹をサポート
をするシャム先生が校長を務める日本語学校を訪問します。
学生さんの学習スピードはとても早く、学び始めて 6 ケ月程度
でも驚くほど流暢な日本語を話す方もいます。日本語学校の
学生の皆さんは植樹本番で植樹リーダーとしても活躍してい
ます。

Bコース ふるさと日本語学校

写真で見る
ネパール植樹
成長記録
1年で大きいものは
高さ2m程に成長しています。

2016 年植樹エリアの様子
着実に育っています。
（2017 年 2 月撮影）

植樹ツアー Q&A

Q 海外ははじめて。
大丈夫でしょうか？

A 添乗員が同行しますので何でもお気軽にご相談く
ださい。旅行中は添乗員が皆さまのお手伝いをい
たしますので、英語が話せなくてもご不便はありま
せん。

Q 植樹活動が初めてでも大丈夫ですか？

A 当日、グループリーダーが植樹方法をレクチャーし
ますので、初めてでも安心です。

2016 年植樹
2014 年植樹エリアは
（赤波線）
かなり育ちました
（2016 年 7 月植樹時撮影）

2014 年に植樹した木々

お申し込みについて

Q 一人でも参加できますか？

A ご参加可能です。ただし、お一人でお部屋をご利用

お申込書に必要事項をご記入いただき、
イオンコンパス宛にFAXまたは郵送にてお送り
ください。

の場合はお一人部屋追加代金が必要となります。

Q 植樹活動時の服装や持ち物は ?

お申し込みの前に必ず旅行条件（要約）
と各コースのご案内・
注意事項をご確認ください。

A 履きなれた運動靴やスニーカー、動きやすく汚れて

もよい服装でご参加ください。帽子やサングラスが
あると安心です。
また、作業時に両手が自由になる
ようなリュックサックタイプのバッグと移植コテ、
タオル、
ミネラルウォーターなどのドリンクをご持
参ください。移植コテは 100 円ショップで売ってい
るようなもので構いません。

今後の手続きのご案内書と請求書をご送付いた
します。請求書に記載の期日までに指定口座へご
入金ください。
ツアー出発の 10 日前頃を目安に最終のご案内
をご送付いたします。

『個人情報の取扱いについて』
１．個人情報の利用目的
旅行申込書にご記入いただいた個人情報の利用目的は以下の通りです。
⒜お申し込みいただいた旅行においてお客さまとの間の連絡のため
⒝お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び
それらのサービスの受領のため
⒞メールマガジンやダイレクトメールによる旅行情報等のお知らせのため
⒟お問合せ時のご本人確認ならびに対応のため
２．個人情報の第三者提供
当社は、旅行の手配等のために必要な範囲内において、宿泊施設、航空会社等へお客さまの個人情
報を提供いたします。また、当社は旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、当社の保有する
お客さまの個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポー
ト番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することに
よって提供いたします。そのほかは、法令等に基づく場合を除き、第三者に提供いたしません。
３．個人情報取扱いの委託
当社は業務の一部を外部に委託することがあります。

『旅の情報とご注意』(抜粋)

４．
グループでの共同利用
当社は、お客さまの個人情報を、イオングループ各社にて、イオングループ各社の情報をお知らせ
するために利用させていただくことがございます。共同して利用するお客さまの個人情報の項目は、
当社として保有している全てのお客さまの個人情報です。共同利用するイオングループ各社につき
ましては、イオン株式会社の以下のWebページをご参照ください。
https://www.aeon.info/company/group/
なお、イオングループでの共同利用に際してのお客さまの個人情報の管理、運用について責任を有す
る者は下記の通りです。
イオンコンパス株式会社 個人情報保護管理責任者 常務取締役
５．個人情報についての開示等の請求および苦情・相談
⑴個人情報に関するお客さまの権利
当社では、ご本人より個人情報に関する利用目的の通知又は開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消
去及び第三者への提供の停止（以下併せて「開示等」といいます。）のお申し出があったときは、法令
等に従い、誠実に対応いたします。これらのお申し出は、以下の「お問合せ窓口」へお願いいたします。

⑵お問合せ窓口
・お電話によるお問合せ イオンコンパス株式会社 個人情報保護推進事務局
電話番号：043-297-4300（受付時間10:00~17:00[土・日・祝日、休業日を除く]）
・メールによるお問合せ： jus-goiken@aeonpeople.biz
６．個人情報を提供することを拒否された時の影響
お客さまの個人情報を提供いただかない場合、旅行のお申込みをお受けできない場合もございます。
７．未成年のお客さまの個人情報について（親権者の許可を求めます。）
未成年のお客さまのご旅行の申し込みについては、親権者の方の同行の有無に関わらず、同意とと
もに親権者の方の氏名・住所・連絡先をご提供いただきます。
８．
お体の状態について
当社は適切かつ快適なご旅行の提供という利用目的の範囲内でお体の状態などに関する個人情報
を取得させていただく場合がございます。
９．管轄裁判所について
当社の個人情報の保護に関して紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所といた
します。

全文を当社ホームページ (http://www.aeoncompass.co.jp/) でもご確認いただけます。

【安全な旅行のために特にご注意ください】
【旅行サービスについて】
航空機その他の交通機関について ○航空機のお席に関しては、前方・後方・窓側・通路側また禁煙・ 旅行先の法令、習慣の尊重について ○渡航先国によっては、その国の法令、習慣により、日本とは
違った行動規制がある場合があります。日本では些細なことでも国によっては厳罰に処せられること
喫煙席等､座席の指定はできません｡又、航空会社からの座席割り当て状況により､グループ､カップ
もありますので、現地係員の案内、指示にご注意ください。
ルの方でも隣り合わせとならない場合がありますのであらかじめご了承ください｡
旅券（パスポート）の保管についての注意 ○旅券は旅行中の身分を証明する大切なものです｡お客
宿泊について ○ホテルの部屋の割り振りに関しては、できるだけ公平を期しておりますが、特にお
さま自身の責任で管理いただくようお願いします｡当社又は当社の係員､添乗員がお客さまの旅券を
約束した場合を除き現地の事情により、階層、部屋の向き、タイプ、調度品などかならずしも同一でな
お預かりすることはありません｡
い場合があります。○グループでご参加の場合でも、隣りまたはお近くの部屋をご用意できない場合
クレジットカード・トラベラーズチェック利用のおすすめ ○海外では、日本国内に比べ盗難事故等
があります。
が多いため、所持する現金は最小限にして、クレジットカード、
トラベラーズチェックの利用をお勧め
【お客さまの希望による旅行内容の変更等】
いたします。※クレジットカード利用の際は必ず明細書をご確認ください｡
○当社は、お客さまの希望による旅行内容の変更､追加手配等は､予め旅行条件に定められたもの以
【その他、重要なご注意事項について】
外お受けしません｡
海外危険情報、保健衛生情報について ○渡航先の国又は地域により外務省が「海外危険情報」を出
【個人的な費用及び用件について】
す場合がございます。最新の情報については下記にてお客さまご自身でご確認の上、お申し込みくだ
○個人的な費用は旅行代金には含まれておりません。その一部を例示します。
さい。
・オプショナルツアー等にかかる諸費用・電話・クリーニング等、個人で受けたサービスにともなう対
※外務省海外安全センター 03−3580−3311
価およびボーイ、メイド、運転手等へのチップ。
・傷害、疾病に伴う治療費・おみやげ代
http://www.anzen.mofa.go.jp/
○添乗員、旅行先のガイド、係員にお客さまの個人的な用件を申し付けることはご遠慮ください。

○渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症」ホームページでご確認ください。
http://www.forth.go.jp/
お買い物について ○お客さまの便宜を図るため､ご旅行中にお土産店へご案内することがあります。
尚これは､お土産店への入店や購入を強制するものではありません｡当店はお土産店の選定には万
全を期しておりますが､ご購入はお客さまの責任でお願いいたします｡
○日程表等に記載のお土産店への案内回数には､休憩場所･レストラン･観光施設等に併設されたお
土産店や販売コーナーは含みません。尚、これらの施設への立ち寄りは休憩･食事･観光等が目的で
ありお土産への入店や土産物品の購入を強制するものではありません。
○観光時間の関係上､お土産店に案内できないことがありますが､この場合は旅程保証の変更補償
金の支払対象とはなりません｡
その他 ○本書面等に掲載の写真は､訪問先や食事のイメージを表すものであり､お客さまにその
イメージをつかんでいただく為に載せております。ツアーにご参加いただいても必ずしも同じ角度､
同じ高度からの風景・様子をご覧いただけるとは限りませんのでご承知おきください。
○ご旅行開始後に、旅行サービスに関して契約書面に記載された内容と異なると認識された場合、速
やかに当社､当社の手配代行者､旅行サービス提供者にお申し出ください。現地にて速やかに対応さ
せていただきます。ご帰国後のお申し出につきましては､対応いたしかねる場合もございます。

『ご旅行条件
（要旨）』全文を当社ホームページ(http://www.aeoncompass.co.jp/)でもご確認いただけます。
■募集型企画旅行契約
この旅行はイオンコンパス株式会社 [ 観光庁長官登録旅行業第 239 号 （
] 以下「当社」と
いいます。）が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当
社と「募集型企画旅行契約」
（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
■最少催行人員
羽田空港発 10 名、関西空港発 20 名（参加者数が左記人員未達のため旅行が実施され
ない場合は出発の 24 日前 (ピーク期の場合は 34 日前）までにご連絡いたします｡）
■添乗員
添乗員が全行程同行して旅程管理業務を行います。
■基本旅行代金に含まれる費用
旅行日程に明示した次の費用は旅行代金に含まれます。
●利用運送機関の運賃・料金 特に記載がない限りエコノミークラスを基準とします｡
●宿泊料金（二人部屋にお二人ずつの宿泊）●食事料金（税・サービス料を含む。）
●視察・観光料金（入場料・ガイド料）●手荷物運搬料金（航空会社の規定重量、容積、
個数の範囲内。また、一部の空港、ホテルではお客さまご自身で運搬していただく場合
があります。）●添乗員同行コースの同行費用 ※これらの費用はお客さまの都合によ
り、一部利用されなくても原則として払戻しいたしません。
■基本旅行代金に含まれない費用
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
●一人部屋利用追加代金●運送機関が課す燃油サーチャージ ( ご出発までに､増額・
減額･廃止があった場合は追加徴収及び返金をいたします｡)●超過手荷物料金
●クリーニング代､電報電話料､ホテルのボーイメイド等に対する心付けその他追加飲
食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料●渡航手続き関係諸費用
●空港施設使用料、空港税・出国税等運送機関が政府その他の公的機関に代わって収
受しているもの●日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通
費・宿泊費●査証代金●出入国書類作成料
■お支払と旅行契約の成立
○申込金：30,000 円を申込書の提出時にお支払ください。
○旅行契約の成立：当社の承諾と申込金の受理をもって契約の成立となります。
○旅行代金残金：旅行代金から申込金を差し引いた残金を旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって２１日目にあたる日までにお支払ください。
※申込金・旅行代金の振込先は右記記載の口座までお願いいたします。

旅行企画・実施

■旅券・査証について
○旅券（パスポート）
：査証（ビザ）申請時に有効期間が入国日より6 ヶ月以上必要。
○査証（ビザ）
：必要
日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館にお問い合わせください。
■お申し込み条件
大人１名様以上でお申込みください。18 歳未満の方はお問い合わせください。宿泊の
際、奇数人数でお申し込みの場合、相部屋で希望を承ります。但しご希望に添えない場
合はお一人部屋料金を申し受けます。障害をお持ちの方、現在健康を損なっていらっ
しゃる方、妊娠中の方はその旨をお申し出ください。団体行動に支障をきたすと当社が
判断する場合は、お申込みをお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせてい
ただく場合があります。
■取り消しについて
お客さまのご都合で、旅行契約を解除する場合は、下記の取消料をお支払いただきます。
お取消の連絡は営業時間内でお申し込み箇所のみにて受付いたしております。尚､取消
料の対象となる代金とは､｢旅行代金 ( 基本旅行代金 )｣及び｢追加代金」と表示した各種
追加プラン代金の金額です。
旅行契約の解除期日

取消料（お一人様）

[1] 旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 40 日目に当たる日から31 日に当たる日まで

旅行代金の 10％

[2] 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる
日以降（[3][4] に掲げる場合を除く）

旅行代金の 20％

[3] 旅行開始日の前々日以降（[4] に掲げる場合を除く）

旅行代金の 50％

[4] 旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100％

■特別補償
当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体また
は手荷物に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支
払います。
■確定日程表
確定した主な航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定日程表は、旅行開始前
日までに交付します。ただし、旅行開始日の７日前以降にお申し込みがあった場合は旅
行開始日当日に交付することがあります。
■当社の責任とお客さまの責任
当社は､当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたと
きはその損害を賠償いたします。
（手荷物の賠償はお一人 15 万円を限度とします｡）又
当社は､お客さまの故意又は過失により当社が損害をこうむったときはお客さまから損
害の賠償を申し受けます。
■旅行条件要旨基準日
この旅行条件要旨の基準日は 2017 年 5 月 8 日です。旅行代金･燃油サーチャージ・空
港諸税はは 2017 年 5 月 8 日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規
則を基準として算出しています。
■海外旅行保険への加入について
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅
行傷害保険に必ずご加入なさることをおすすめいたします。

※この書面は募集型企画旅行契約である本ツアーの内容を
お知らせするための書面です。

※ピーク期 :4/27~5/6､7/20~8/31､12/20~1/7
■旅行契約内容・代金の変更
事務局様との打合せを経て旅行内容を変更する場合があります。又、天災地変､戦乱､
暴動､運送･宿泊機関等のサービス提供の中止､官公署の命令等当社の関与しえない事
由が生じた場合､契約内容を変更する場合があります。その変更に伴い､旅行代金を変
更することもあります。

申込金・旅行代金のお振込先

イオンコンパス
（株）みずほ銀行 神田支店
普通

国際・地域交流部 TEL 043-350-3612

〒261-7105 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブイースト5階
観光庁長官登録旅行業第239号（社）
日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 横山俊慈

取扱営業時間

1８８４５５４

お振込手数料はお客さま負担となります。予めご了承ください。

FAX

043-350-3171

月〜金 9:00〜18:00
（土・日・祝休業）

営業時間外での取消依頼は翌営業日の取り扱いになりますのでご注意ください。

担当者 ： 錠者（じょうしゃ）
・森
お申し込み締切日

2017.

6/9

※定員になり次第締切らせていただきます。
※締切日以降のお申し込みはご相談ください。

