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※大人お１人様・２名１室利用・航空機エコノミークラス利用

※お一人部屋追加代金(4泊）：50,000円

※空港税、燃油サーチャージは含まれておりません。

出出出出 発発発発 日日日日

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金 210,000210,000210,000210,000円
募集募集募集募集人員人員人員人員30303030名名名名 最少催行最少催行最少催行最少催行人員人員人員人員15151515名名名名

アンコールワット／イメージ

アンコールトム／イメージタ・プローム／イメージ

バンテアイ・スレイ／イメージ



【募集要項】

◆ 出 発 日

◆ 旅 行 代 金

◆ ご 利 用 航 空 会 社

◆ご利用予定ホテル

◆ 食 事 条 件

◆ 添 乗 員

◆ 募 集 人 員

◆ 最 少 催 行 人 員

2018年3月2日(金) 4泊6日

大人お１人様 210.000円（関西空港発着）

※２名１室利用・航空機エコノミークラス利用

※お一人部屋追加代金(4泊）：50,000円

※空港税(約8,440円)、燃油サーチャージ(約3,500円)は含まれておりません。

ベトナム航空(VN)

<シェムリアップ>ケラマアンコールホテル又は同等クラス

(ツイン/バス･トイレ付)

朝食: 4回、昼食: 4回、夕食: 4回 (機内食を除きます)

関西空港より同行いたします。

３０名

１５名

◎参加お申し込み

添付申込書に必要事項をご記入の上、日本旅行へFAXもしくは郵送にてお申し込みください。

【申込締切日】は2018201820182018年年年年1111月月月月22222222日日日日((((月月月月))))です。

今回の通信教育同窓会海外研修旅行は、カンボジアはシェムリアップのアン

コール遺跡群を中心としたコースに決まりました。世界遺産のアンコールワッ

トや、バンテアイスレイ遺跡はもちろんですが、遺跡修復団体JASAによるア

ンコールトムの遺跡修復現場をご覧いただきます。

また、3月の平均気温30度のシェムリアップを観光頂く関係で、日程の合間

には休憩時間(フリータイム)を設け、それぞれの過ごし方ができるコース内容

とさせていただきました。

是非、同窓会員の皆様や有縁の方々のお申込みをお待ちしております。

催行確定後、弊社よりお申込金(50,000円)ご請求書並びにビザ取得書類一式、

海外旅行傷害保険、お土産のご案内などをお送り致します。

※ご旅行契約は申込書を当社が承諾し、申込金を受領した時点で成立します。

※※※※ビザのビザのビザのビザの取得取得取得取得にはパスポートがにはパスポートがにはパスポートがにはパスポートが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。

パスポートのパスポートのパスポートのパスポートの原本原本原本原本もももも同封頂同封頂同封頂同封頂くことになりますのでくことになりますのでくことになりますのでくことになりますので、、、、ごごごご用意用意用意用意おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

2222月月月月2222日日日日((((金金金金))))までにまでにまでにまでに、ビザ取得書類とパスポートのパスポートのパスポートのパスポートの原本原本原本原本を弊社宛に送り下さい。

【お申し込みからご出発までの手続きの流れ】

★ご請求書･パスポート･最終日程表「旅のしおり」を発送致します。(2月16日頃)

ご旅行代金残金は、2月23日(金)までにお振込みください。



日

次

月

日

都市名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝 昼 夜

１１１１

3/23/23/23/2

((((金金金金))))

関西国 際 空港発

ハ ノ イ 着

ハ ノ イ 発

シェムリアップ着

10:30

13:40

15:10

16:55

VN331

VN837

専用バス

空路、ハノイ乗り継ぎシェムリアップへ。

乗り継ぎ。

空港到着後、市内レストランにて夕食。

夕食後ホテルへ。

＜シェムリアップ泊＞

＜ケマラアンコールホテル又は同等クラス＞

｜

機



内

○

２２２２

3/33/33/33/3

((((土土土土))))

シェム リ アップ

09:00頃

午後

18:00頃

専用バス

専用バス

専用バス

巨大7段ピラミッド型寺院 コーケー遺跡を

ご見学。(移動時間は約2時間)

道中お弁当を召し上がっていただきます。

密林に佇む、ベンメリア遺跡をご見学。

(移動時間は約1時間)

シェムリアップ市内レストランにてアプサラ

ダンスショーを見ながら、クメール料理を

お召し上がりいただきます。

夕食後、ホテルへ。

＜シェムリアップ泊＞

＜ケマラアンコールホテル又は同等クラス＞

○○○

３３３３

3/43/43/43/4

((((日日日日))))

シェム リ アップ

午前

午後 専用バス

フリータイム

前日の疲れをお取りください。

※マッサージ等のオプショナルツアーをご用意します。

(別途有料)

世界遺産 バンテアイ・スレイをご見学。

(移動時間は約1時間)

見学後、市内レストランで夕食。

＜シェムリアップ泊＞

＜ケマラアンコールホテル又は同等クラス＞

○○○

４４４４

3/53/53/53/5

((((月月月月))))

シェム リ アップ

08:30頃

午後

専用バス

専用バス

世界遺産 アンコールトムをご見学。

ＪＡＳＡによる遺跡修復工事現場へご案内

させていただきます。

世界遺産 アンコールワットをご見学。

デヴァター像、レリーフも併せてご見学いた

だきます。アンコールワットを見学後、世界

遺産 タ･プローム遺跡をご見学いただきます。

見学後、市内レストランで夕食。

＜シェムリアップ泊＞

＜ケマラアンコールホテル又は同等クラス＞

○○○

５５５５

3/63/63/63/6

((((火火火火))))

シェム リ アップ

シェム リ アップ

シェムリアップ発

ハ ノ イ 着

午前

12:00頃

20:30

22:15

専用バス

ＶＮ834

フリータイム

※12時までお部屋は利用できます。

世界最大規模で水上生活者が生活している

トンレサップ湖をご見学。

見学後、オールドマーケットにて

ショッピングをお楽しみください。

空路、ハノイ乗り継ぎ帰国の途へ。

○○

機



内

6666

3/73/73/73/7

((((水水水水))))

ハ ノ イ 発

関 西 国 際 空 港

00:35

06:40

VN330 乗り継ぎ

空港到着後、解散

機



内

××

ご旅行日程表

この日程表は最新の資料に基づき作成していますが、航空会社及び発着時間が変更になる場合がございます。

出発、到着時間の目安：朝6:00～8:00 午前8:00～12:00 昼12:00～13:00 午後13:00～17:00 夕刻17:00～19:00 夜19:00～23:00

<VN：ベトナム航空>



コーケー遺跡

世界
遺産 アンコールワット
アンコールワットは12世紀前半にアンコール朝の

富と技術をかけて建設された、東南アジア最大級

の石造建築。1.3㎞×1.5㎞の濠に囲まれた、褐色

の巨大な寺院が緑あふれるカンボジアの大地に聳

えたっています。

精密で美しいリーフが続く回廊や、ヒンズーの

神々が住む山をかたどった中央祠堂など、その美

しさや雄大さに圧倒されるばかりです。

アンコールトムの修復工事を見学
遺跡修復の専門家によ

る案内のもと、通常は

非公開となっている

日本国政府アンコール

遺跡救済チーム

(JASA)による遺跡修

復工事を見学します。

アンコールトム
「大きな都」を意味するアンコ

ールトムは、アンコールワット

の約５倍の大きさ。中央に位置

するバイヨン寺院には「クメー

ルの微笑み」と称される四面仏が林立。南大門や当時の

生活が描かれた第一回廊のレリーフも必見です。

世界
遺産

シェムリアップから片道1時

間、「女の砦」という意味の

バンテアイ・スレイは「東洋

のモナリザ」と称される美し

いデヴァター像で有名。紅い

砂岩に彫られたレリーフの深

さと緻密さはクメール美術の

最高峰とされています。

※2017年7月現在遺跡保護の為、

一部にロープが張られ「デヴァター

像」は間近からご覧いただけない状

況となっております。

世界
遺産 バンテアイ・スレイ

世界
遺産 タ･プローム

ガジュマルの根が遺跡の間に入り込んで、遺跡を破壊

しつつも、同時に遺跡を支えている。ガジュマルの根

が強烈な印象を与える人気の遺跡。映画「トゥームレ

イダー」のロケ地にもなりました。

観光・ホテルご案内

ベンメリア

シェムリアップから片道1.5時間。アンコール

ワットと構造上の類似点が多く、東のアンコー

ルワットと呼ばれています。鬱蒼とした木々の

中に佇む遺跡はまだ修復なされていない為発見

された当時の姿を残す貴重な遺跡です。

ケラマアンコールホテル

シェムリアップから

北東へ約120㎞、928

年から944年頃までの

わずか16年間だけ、

王都だったコーケー。

王の死後、再びアン

コールに王都は戻さ

れ、その後ずっと放

置されていました。

密林を抜けて７段ピラミッドの プラサット･トムが

現れる様は圧倒的です。

立地抜群！シェリムアップ中心部と空港に近く、観光

スポットへのアクセスも大変便利です。観光にもビジ

ネスにもおススメのホテルです。

遺跡修復作業/イメージ/ⓒJASA

アンコールワット/イメージ

バイヨン観世音菩薩/イメージ

アンコールトム/イメージ

バンテアイ・スレイ/イメージ

タ･プローム/イメージ

タ･プローム/イメージ

デヴァター/イメージ

ベンメリア/イメージ

イメージ

イメージ
外観/イメージ



ご旅行条件 （要約）

※このパンフレットは、旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び

同法第１２条の５に定める契約書面の一部になります。

この旅行は、㈱日本旅行京都四条支店（以下「当社」といいます）が企画･実施する

旅行であり、この旅行に参加されるお客様は以下の募集型企画旅行契約を締結し

ていただくことになります。

1. 1. 1. 1. おおおお申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法とととと契約契約契約契約のののの成立成立成立成立

①当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、弊社にご提出ください。

お申込み金5０，０００円は下記口座へお振り込み願います。

（但し、旅行者名で お振り込みください）。 お申込み金は、旅行代金、取消

料、または違約金の一部または全部として繰り入れます。

②募集型企画旅行契約は、当社が契約の当社が契約の締結を承諾し、申込金

を受理した時に成立いたします。

③旅行開始前に75歳以上の方、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、

妊産婦の方、補助犬使用の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申

し出ください。当社は、可能な範囲でこれに応じます。なお、お申し出に基づき

講じる特別な措置に対する費用は、お客様の負担とします。

④旅行代金は旅行出発日の２１日前までにお支払いいただきます。

2. 2. 2. 2. おおおお申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法とととと契約契約契約契約のののの成立成立成立成立

ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当

社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって２３日前に当たる日より前に連絡させていただき、お預かり

している旅行代金の全額をお返しします。

3. 3. 3. 3. 旅券旅券旅券旅券・・・・査証査証査証査証についてについてについてについて（（（（日本国籍以外日本国籍以外日本国籍以外日本国籍以外のののの方方方方はははは、、、、自国自国自国自国のののの領事館領事館領事館領事館・・・・渡航先国渡航先国渡航先国渡航先国のののの領事領事領事領事

館館館館、、、、入国管理事務所入国管理事務所入国管理事務所入国管理事務所におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください））））

○旅券：この旅行には、有効期限が出国時３ヵ月以上の旅券が必要です。

現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお

客様の責任で行ってください。これらの手続の代行は、渡航手続手数料をいた

だいてお引き受けいたします。

4.4.4.4.旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれるまれるまれるまれるものものものもの

（（（（含含含含まれるまれるまれるまれる費用費用費用費用にににに係係係係るるるる消費税消費税消費税消費税・・・・諸税相当額諸税相当額諸税相当額諸税相当額をををを含含含含みますみますみますみます））））

①パンフレットに記載された旅行日程に明示された、航空運賃（エコノミークラ

ス）及び貸切バスなどの利用運送機関の運賃・料金

②手荷物の運搬料金（お一人様スーツケース等１個２０㎏以内が原則ですが、

クラス・方面によって異なります。また利用航空会社によって別途受託手荷物

運搬料金が必要となる場合がございます）

③ご旅行日程に明示した宿泊施設の基本宿泊料金及び

サービス料金（２人部 屋に２人ずつの宿泊を基準とします）

④旅行日程に明示した食事の料金及びサービス料金

⑤旅行日程に明示した観光の入場料・拝観料・ガイド料

5. 5. 5. 5. 旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれないものまれないものまれないものまれないもの

①旅券印紙証紙代（１０年有効１６，０００円・５年有効１１，０００円）

②超過手荷物料金

③個人的費用（飲物、通信費等）

④日本国内移動に関する諸費用

⑤任意の旅行保険（旅行出発前までにお支払いください）

⑥1人部屋を使用される場合の追加代金

（4泊：5０，０００円）

⑦日本国内の空港施設使用料及び日程中の外国の空港税及び出入国税

⑧燃油サーチャージ

⑨ビザ申請代行費用(10,000円)

※⑥～⑧は旅行代金と併せてお支払いいただきます。

6. 6. 6. 6. 募集人員募集人員募集人員募集人員 …関西空港発着３０名

（但し、満員になり次第締切ります）

7. 7. 7. 7. 最少催行人員最少催行人員最少催行人員最少催行人員 …関西空港発着１５名

8. 8. 8. 8. 申込締切日申込締切日申込締切日申込締切日 …２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（月月月月））））

9. 9. 9. 9. 取消料取消料取消料取消料

お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することが

できます。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する

旨をお申し出いただいた日とします。

10. 10. 10. 10. 免責事項免責事項免責事項免責事項

お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負

いません。

・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しく

は旅行中止

・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変

更若しくは旅行の中止

・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難

・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目

的地・滞在時間の短縮

11. 11. 11. 11. 特別補償特別補償特別補償特別補償

お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の

損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定め

るところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。

《海外旅行保険加入のおすすめ》

安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で保険をおかけになることを

おすすめいたします。

12. 12. 12. 12. おおおお客客客客様様様様のののの責任責任責任責任

お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集

型企画旅行契約の内容について理解する様に努めなければなりません。また、

お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて記載内

容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社お手配

代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

13. 13. 13. 13. 旅程保証旅程保証旅程保証旅程保証

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型

企画旅行契約の部第29条別表）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に

定めるところにより変更補償金をお支払いします。

14. 14. 14. 14. このこのこのこのパンフレットにパンフレットにパンフレットにパンフレットに記載記載記載記載のののの旅行日程等旅行日程等旅行日程等旅行日程等のののの旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件はははは、、、、２０１２０１２０１２０１7777年年年年11111111月月月月30303030日日日日現在現在現在現在をををを

基準基準基準基準としていますとしていますとしていますとしています。。。。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、ご確認ください。

■個人情報の取扱いについて…当社は申込書に記載された個人情報について

お客様との連絡、運送・宿泊関係などの提供するサービスの手配に必要な範

囲で利用させていただきます。また、旅行先でのお買い物などの便宜のために、

お客様の個人データを土産物店に提供することがあります。土産物店への個

人データの提供停止を希望される場合は、旅行出発までにお申し出ください。

この外、当社では、当社や当社グループ会社、販売店の提供するサービス、

キャンペーン、統計資料の作成などにお客様の個人情報を利用させていただく

ことがあります。なお当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については

Ｗｅｂサイト（http://www.nta.co.jp）をご覧ください。

■海外危険情報について…渡航先（国または地域）によっては「外務省危険情

報」等の渡航に関する情報が出されている場合があります。その場合、お申し

込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。

また「外務省海外安全ホームページ（http//www.pubanzen.mofa.go.jp）」、もしく

は「外務省海外安全情報センター（TEL.(03)5501-8162/受付時間：外務省の閉

庁日を除く9：00～12：30・13：30～17：00）」でもご確認いただけます。

■渡航先の保健衛生について…渡航先の衛生に状況については「厚生労働省

検疫所ホームページ（http//www.forth.go.jp/）」でご確認ください。

（振込先）

みずほ銀行 十五号支店 口座番号：（普）３１０5052

口座名： 株式会社日本旅行

取　消　日　区　分 取　消　料

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって31日前に当たる日まで

旅行代金が50万円以上：10万円

〃が30万円以上50万円未満：5万円

〃が15万円以上30万円未満：3万円

〃が10万円以上15万円未満：2万円

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって14日目にあたる日の

15日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日、前日及び当日 旅行代金の50％

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

無　　料

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって30日前に当たる日以降

15日目にあたる日まで

旅行代金の20％

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施：

株式会社日本旅行株式会社日本旅行株式会社日本旅行株式会社日本旅行 京都四条支店京都四条支店京都四条支店京都四条支店

観光庁長官登録旅行業第２号/(社)日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者：三道 俊宏／担当：高須 淳

Ｔｅｌ．（Ｔｅｌ．（Ｔｅｌ．（Ｔｅｌ．（０７５０７５０７５０７５））））２２３２２３２２３２２３ ---- ２３１１２３１１２３１１２３１１

Ｆａｘ．（Ｆａｘ．（Ｆａｘ．（Ｆａｘ．（０７５０７５０７５０７５））））２２１２２１２２１２２１----１７２６１７２６１７２６１７２６

（（（（営業時間営業時間営業時間営業時間：：：：平日平日平日平日9999：：：：30303030～～～～17171717：：：：30/30/30/30/土土土土・・・・日日日日・・・・祝休業祝休業祝休業祝休業））））

〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬町西入

ニッセイ四条柳馬場ビル２階

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。この旅行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下さい。

西日本西日本西日本西日本１７１７１７１７----２５３２５３２５３２５３



姓

姓 名

電話番号　０７５－２２３－２３１１電話番号　０７５－２２３－２３１１電話番号　０７５－２２３－２３１１電話番号　０７５－２２３－２３１１

ＦＡＸ　　　　０７５－２２１－１７２６ＦＡＸ　　　　０７５－２２１－１７２６ＦＡＸ　　　　０７５－２２１－１７２６ＦＡＸ　　　　０７５－２２１－１７２６

担当者担当者担当者担当者 髙須 淳 / 窪田 恵美髙須 淳 / 窪田 恵美髙須 淳 / 窪田 恵美髙須 淳 / 窪田 恵美

（渡航手続きのためのお伺い書兼用）

ツ

ア

ー

名

中央佛教学院通信教育同窓会中央佛教学院通信教育同窓会中央佛教学院通信教育同窓会中央佛教学院通信教育同窓会

世界遺産アンコールワット遺跡世界遺産アンコールワット遺跡世界遺産アンコールワット遺跡世界遺産アンコールワット遺跡

クメール王国の歴史をめぐる旅クメール王国の歴史をめぐる旅クメール王国の歴史をめぐる旅クメール王国の歴史をめぐる旅

海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行おおおお申込書申込書申込書申込書

FAX（　　　）　　　　　- 携帯（　　　）　　　　　-

西暦　　　　　　年　　　　月　　　日生 未婚　既婚

名

パスポート番号

□１人部屋希望　（１人１室使用の追加料金が別途必要となります）

ローマ字氏名（パスポート記載<予定>同じにて）

婚姻　 日本　・その他（　　　　　　　）国  籍

＊パスポート残存期間はカンボジア入国時6ヵ月以上必要です。＊パスポート残存期間はカンボジア入国時6ヵ月以上必要です。＊パスポート残存期間はカンボジア入国時6ヵ月以上必要です。＊パスポート残存期間はカンボジア入国時6ヵ月以上必要です。

フリガナ

氏　名

現

住

所

フリガナ

これらの事業者への個人データーの提供の停止を希望される場合は、担当者まで出発前までにお申し出下さい。

（　　　　　　　）　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　

【個人情報の利用について】【個人情報の利用について】【個人情報の利用について】【個人情報の利用について】

□２人部屋希望

〔　 　〕 携帯電話〔　　　〕その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　）

同室希望

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の手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

電　話

連絡先

住　 所

お よ び

同室希望者

　（数字で記入。不可のところは×）

郵便番号　　　　　　－

職業･役職

住　所

電話（　　　）　　　　　-

申込書は1月22日（月）までにご提出下さい。申込書は1月22日（月）までにご提出下さい。申込書は1月22日（月）までにご提出下さい。申込書は1月22日（月）までにご提出下さい。

　　　　　　　　ニッセイ四条柳馬場ビル２Ｆ

お問い合わせ窓口は支店長・横出利之までお願いします。情報の送付を希望されない場合は右へチェックをつけてください。

株式会社　日本旅行株式会社　日本旅行株式会社　日本旅行株式会社　日本旅行 京都四条支店京都四条支店京都四条支店京都四条支店

□無職□主婦□会社員□会社役員□団体職員□自営業□公務員□学生 □ その他（　　　　　　　　　　）

様  と  の

部屋割り

尚、この他当社らでは（１）サービス、キャンペーンのご案内（２）特典サービスの提供にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

□　情報の送付を希望しない

〒600-8006　京都市下京区四条通り柳馬場西入

国

内

連

絡

先

※当社から連絡する際の優先順位

貴方と

の続柄

フリガナ

当社は旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、

また、当社は旅行先でのお買い物などの便宜のため、個人データーを百貨店・お土産店に提出することがあります。

〔　 　〕ご自宅 　 〔　　　〕国内連絡先

パンフレットや旅行条件書に記載の旅行条件及び、旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供につい

て同意の上、右記の旅行を申し込みます。

有効期間満了日

郵便番号　　　　　　－

氏　名

生年月日

性

別

男　女

　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

E-mail @


