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2023
ゴールデンウィークの旅 Ⅱ

アジア

東京発

心に残る高品質な旅

■ ベトナムの古都フエとホイアンの旅 【5日間】
■ ハロン湾2泊クルーズとハノイの旅 【5日間】
■ ベトナム北部の山岳少数民族とサパの旅 【5日間】
■ ゴージャスな不思議の国　ブルネイ王国の旅 【5日間】
■ ムンバイ名門ホテルとエローラ・アジャンタの旅 【8日間】
■ 南インド・コモリン岬と水郷地帯の旅 【8日間】
■ ダイヤモンドプリンセスでゆく　日本周遊と釡山の船旅 【9日間】 ヨーロッパ編、アフリカ／ニュージーランド編もございます。

●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加
代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又は船会社が予め定めております。ま
た、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合がありま
す。 当社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、各
地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

（2）可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払戻しはございません。
●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光 ◯＝下車観光 i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食 h＝昼食 y＝夕食 k＝機内食 s＝食事なしl＝軽
食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝航空機 B＝バス D＝列車 K＝自動車 F＝船 R＝ロー
プウェイ
●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内
容・条件の他、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年12月1日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
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21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

海外旅行「安心」への取り組み

万が一のコロナウィルス罹患に備えて

全参加者が3回のワクチン接種済
ご出発の15日前までに3回目の新型コロナワクチン接種を
完了された方だけがツアーにご参加いただけます。
※PCR検査の必要はありません。事前にお住まいの自治体が発行す
る英文の「ワクチン接種証明書」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

【新サービス】ワールド航空・安心サポート
万が一、ご旅行先でコロナに罹患した場合、ワールド航空の社
員または現地パートナー会社のスタッフが速やかに駆けつけ、
滞在中から帰国の手続きまでサポートいたします。
※当面、2022年10月1日～ 2023年1月31日の間に出発するツアー
が対象です。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になっ
た場合、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のための航空券代が補償されます。また国によっては
加入が義務づけられているところもあります。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない
事情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャン
セル料金の70%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、2席以上をご用意
バスの乗車率を50%以下に。1名様につき2席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保
観光の際にはイヤホンガイドシステムを利用し、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。
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フォーン河を遊覧しながらフエの見どころを訪ねます
漢字では「香河」と記され穏やかに流
れるフォーン河は、王宮のあるフエ
旧市街と新市街を二分しています。
フエ新市街の南郊外の川沿いには、
歴代皇帝の廟があり、なかでもフエ
屈指の美しさといわれる中国式のミ

ンマン帝廟や中国とフランスの影響
を受けた折衷様式のカイディン帝廟
は異色の存在です。フエでの観光
はフォーン河のクルーズをお楽しみ
いただきながらカイデン帝廟やミン
マン帝廟などご案内致します。

ホイアン　©Ancient townVODP

フエはベトナム最後の王都が置かれた古都で、今も城壁に囲まれた
王宮が残り、阮王朝の栄華を伝えています。風格のある建物が点
在するこの町はユネスコのアマドウ・マボウ氏に「賞賛すべき建築上
の詩」と称され、落ち着いた佇まいを今に残しています。ホイアンは
かつて朱印船貿易の時代の日本人街として栄え、その後に中国人
商人が住みついたことにより、他のベトナムの街とも違う、どこか懐
かしさと異国情緒を感じさせます。南北に長いベトナムでは、地域
によって気候が違い、ホイア
ンやフエなどは２～６月が、雨
が少ない好適シーズンです。
この度はホイアンの歴史や
伝統を演じる「ホイアン・メモ
リーズ」も楽しむプログラムと
しました。古き良きベトナムを
ゆっくりと味わってください。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ フォーン河を遊覧しながらフエの見どころを訪ねます。
❷ 歴史と風情溢れる港町ホイアンでは話題のホイアン・メモリーズを鑑
賞します。

❸ 宮廷音楽と共にディナーを楽しみます。

ゴールデンウイークの旅
中国とフランス文化が溶けあうベトナムの古都フエと独特な雰囲気を持つホイアンへ

ベトナムの古都フエとホイアンの旅 5日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

フエ王宮

ミンマン帝廟

ラオス

ベトナム

ダナン

ハノイ

フエ（2泊）

ホイアン（1泊）

H

H

H

H

装飾の美しいカイデン帝廟内部

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食3回、昼食2回、夕食3回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：入国時6か月以上※ベトナム出国日から30日以内に
ベトナムに再入国する場合は、査証が必要となりますのでお申し出ください。■パスポート査証未使用欄：２ペー
ジ以上必要　■ベトナム観光文化省からの指示により、新型コロナ感染症の治療費をカバーする10,000USD以上
の補償額がある海外旅行保険の加入 が必要となります。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1

成田09:15発H 
ハノイ13:10着H 
ハノイ19:50発 H
ダナン21:10着B 
フエ23:30着

午前、成田空港より航空機にてハノイへ。

着後、航空機を乗り継ぎダナンへ向かいます。
着後、バスにてフエへ向かいます。
 【2連泊】（フエ泊）sks

2

フエ 午前、世界遺産の古都フエの観光。●王宮の見学へご案内します。
午後、フォーン河のクルーズとミンマン帝廟やカイディン帝廟など
へご案内します。
夕食は、伝統的な宮廷音楽とともにお楽しみください。
 （フエ泊）ahy

3

フエBホイアン
（ホイアン・メモリーズ）

午前、日本人町のあった古都ホイアンへ。
午後、シクロを利用してホイアンの旧市街の観光へご案内します。
夜、ホイアンの歴史や伝統を演じる「ホイアン・メモリーズ」へご
案内いたします。
 （ホイアン泊）ahy

4
ホイアンB
ダナン17:50発H 
ハノイ19:10着

午前、自由行動です。のんびり街並みの散策をお楽しみください。
午後、ダナンへ。チャム博物館を見学し、ダナン空港へ。
ダナンより航空機にてハノイへ。
 （機中泊）asl

5 ハノイ00:10発H成田07:00着
深夜、航空機にて帰国の途へ。
朝、成田空港に到着。到着後、解散。  kss

※上記日程は成田発着、バンブーエアウェイズ利用の場合のものです。他の便を利用した
場合は利用空港、発着時間、日程は異なります。

※星の数は、ベトナム政府観光局の基準に基づきます。

■ フエ：エルドラ ★★★★
■ ホイアン：エンシエントハウス・ビレッジ ★★★★

地方発着追加代金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

歴史と風情溢れる港町ホイアンでは
話題のホイアン・メモリーズを鑑賞
「海のシルクロード」の中継貿易の港
として栄えたホイアン。かつては多
くの日本人も居を構え、街並みに
も懐かしさを感じられる旧市街をシ
クロを利用して観光にご案内致しま
す。また、夜はホイアン旧市街の前
を流れるトゥーボン川の中州で、美

圧巻のステージをお楽しみください（イメージ）

ご宿泊ホテル

利用予定航空会社：バンブーエアウェイズ ツアーコード：SC104T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・5日間】
5月3日（水）

エコノミークラス利用

¥318,000
ビジネスクラス利用

¥518,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥30,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間のみの適用となります。
燃油サーチャージ別途目安：￥38,000：12月1日現在

しい民族衣装や伝統的な音楽を利
用してモダンな感覚を取り入れなが
ら歴史や文化を紹介するホイアン・
メモリーズショーをご覧いただきま
す。500名近いパフォーマーによる
大迫力のステージをお楽しみくださ
い。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

宮廷音楽と共にディナーを楽しみます
日本人の口にも合うベトナム料理は
人気ですが、地方ごとに特色もあり
ます。フエはベトナム最後の王朝が
あったため、フランス文化のエッセ
ンスが加わった料理は見た目も美し
く、あっさりとした味付けが人気で
健康に配慮された材料を使われてい
ます。2日目のご夕食は宮廷音楽と
共にお楽しみください。

華やかな踊り（イメージ）

宮廷音楽の鑑賞も楽しみます（イメージ）

どこか懐かしいホイアンの町並み

「ホイアン・メモリーズ」（イメージ）
ホイアンの町はシクロでご案内します
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ハロン湾（イメージ）

「海の桂林」と讃えられ、世界遺産に登録されたベトナムを代表する
絶景ハロン湾をとびきりエレガントなクルーズ船「オウコー号」で巡りま
す。通常のツアーでは日帰りや、1泊2日のクルーズが一般的ですが、
この度は2泊3日とすることであまり訪れることのできない絶景スポッ
トを訪ねたり、船内での充実した特別プログラムなどの合間にドリン
ク片手にデッキで優しい風を感じたりとクルーズライフを優雅にお過ご
しいただくことができます。また、フランスの薫り漂うハノイでは、仏
領インドシナだった当
時を偲ばせるコロニ
アル建築が数多く残
されているフレンチク
オーターでのぶらり散
歩を楽しんだり、世
界遺産にも指定され
ているタンロン遺跡も
訪れます。

ツアープランナーより

朝日に輝く穏やかなハロン湾

2泊3日のクルーズでは時間帯によって異なる
ハロン湾の表情を楽しみます

朝霧の中、無数の奇岩がぼんやりと
浮かび上がるハロン湾は、まるで水
墨画の世界のようです。一面がオレ
ンジ色に染まる夕刻のハロン湾と、
奇岩や黒い影が織りなすコントラス
トもまた美しい絵画のようです。日
帰りでは見ることのできない時間帯
によって表情を変える穏やかなハロ
ン湾の絶景を、2泊3日のクルーズ
で贅沢に楽しみます。

時間帯によって移り変わるハロン湾の絶景（イメージ）

H

BB

H

ハノイ
（1泊）

ハロン湾クルーズ（2泊）

ベトナム

ここにご注目。旅のポイント

❶ フランス統治時代の香り漂う町ハノイの歴史建築散歩を楽しみます。
❷ 2泊3日のクルーズでは時間帯によって異なるハロン湾の表情を楽し
みます。

❸ 数あるクルーズ船の中でもとびきり優雅なオウコー号でハロン湾クルー
ズを楽しみます。

ゴールデンウィークの旅　
とびきりエレガントな「オウコー号」で行く
ハロン湾2泊クルーズとハノイの旅 5日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

フランス統治時代の香り漂う町
ハノイの歴史建築散歩を楽しみます
かつてフランス領であったベトナム。
ハノイ中心部には当時を偲ばせるコ
ロニアルな建物や、卸問屋のような
店が軒を連ね、地元の人々の日常
が垣間見える旧市街や憩いの場とも
なっているホアンキエム湖周辺をぶ
らり散策します。また、北京の紫禁
城と同じ形式で造営され、世界遺産

コロニアル建築の代表ハノイのオペラ劇場

数あるクルーズ船の中でもとびきり優雅なオウコー号で
ハロン湾クルーズを楽しみます
ハロン湾の数あるクルーズ船の中でも、モダンでフランスのエッセンス
も加えられた船内の雰囲気のよさ、そしてホスピタリティに溢れたスタッ
フのサービスに定評のあるオウコー号で、2泊3日のクルーズをのんびり
と優雅にお楽しみください。また、オウコー号のレストランで提供される
食事は、ベトナム料理とフレンチを融合させた見た目にも美しい創作料
理として毎回好評です。

世界遺産タンロン遺跡

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食3回、昼食2回、夕食3回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：入国時6か月以上　※ベトナム出国日から30日以内
にベトナムに再入国する場合は、査証が必要となりますのでお申し出ください。　■パスポート査証未使用欄：2
ページ以上必要　■ベトナム観光文化省からの指示により、新型コロナ感染症の治療費をカバーする10,000USD
以上の補償額がある海外旅行保険の加入が必要となります。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田09：15発H
ハノイ13：10着

午前、成田空港より、バンブーエアウェイズ直行便にてハノイへ。
着後、ハノイの観光にご案内します。旧ハノイ（タンロン）遺跡
の観光へ。その後、ハノイ市内ホテルヘ。
 （ハノイ泊）sky

2

ハノイ08：00発B
ハロン湾12：00着

午前、専用バスにて世界遺産のハロン湾へ。
着後、ハロン湾の女王と言われるラグジュアリーシップ「オウコー
号」に乗船。日帰りや、1泊2日の行程では訪問できないルート
をお楽みいただきます。クルーズプログラムの合間に船内スパで
寛いだり (実費 )、デッキで優しい風を感じたりと、とびきりエレ
ガントなクルーズライフをお楽しみください。
 （オウコー号泊）ahy

3
ハロン湾 朝、船上からハロン湾にのぼる日の出をお楽しみください。(注 )

終日ハロン湾クルーズです。絶景のハロン湾のクルージングをお
楽しみください。  （オウコー号泊）ahy

4

ハロン湾B
ハノイ

船上でのティーセレモニーを楽しみ、船を下船。
バスにてハノイへ戻ります。着後、ハノイ国家大学 (旧インドシナ
大学 )やホアンキエム湖など町の散策にご案内します。
最後の夕食は高級フレンチレストラン「Press Club」にてお召し
上がりいただきます。
夕食後、専用バスにて空港へ。  （機中泊）aly

5 ハノイ00：10発H成田空港07：00着
深夜、ロイヤルブルネイ航空にて帰国の途へ。
朝、成田空港に到着。  kss

(注 )天候によってはご覧いただけない場合があります。予めお含みおきください。
※日程表の時刻は成田空港発着のバンブーエアウェイズの便を想定したものです。他の便を
利用の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。

利用予定航空会社：バンブーエアウェイズ ツアーコード：SC024T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・5日間】
4月30日（日）

エコノミークラス利用

¥378,000
ビジネスクラス利用

¥578,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥50,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間のみ適用となります。
燃油サーチャージ別途目安：￥38,000：12月1日付

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

地方発着追加代金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

にも登録されているタンロン遺跡に
も訪れます。

ドリンク片手にハロン湾の絶景を

船内では充実の特別プログラムも楽しみです

こだわりの食事も楽しみです

※星の数はベトナム政府観光局の基準に基づきます。クルーズ船は未登録または未申請です。
※クルーズ船はシャワーのみのキャビンとなります。

■ ハノイ：シルクパス ★★★★
■ ハロン湾クルーズ：オウコー号

ご宿泊ホテル
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ファンシーパン山へのロープウェからサパの美しい棚田がご覧いただけます（イメージ）

中国国境に近いベトナム北西部の山岳地帯に位置するサパ。周辺の村々には色とりどりの民族衣装を着
た多くの少数民族が暮らしており、植民地時代からフランス人が避暑地として開発された山のリゾート感
と昔ながらの素朴な風景がうまくミックスされ異国情緒を醸し出しています。これまで観光客が訪れにくい
地域でしたが、ハノイ～サパ間の高速道路が開通、訪れやすくなったため短期間のツアーでも見どころを
しっかりご覧いただけるようになりました。
この度は標高1,600mに位置する高原のリゾート・サパにてゆっくりと3連泊。サパの散策や周辺に住む多
くの少数民族の文化に触れていただきます。充実した滞在をお楽しみください。

ツアープランナーより ここにご注目。旅のポイント

❶ フランス人が愛した高原の
避暑地サパのリゾートで3
連泊。快適な滞在をお楽し
みください。

❷ 少数民族ザオ族の暮らす「タ
ヴァン村」や伝統集落の雄
「ドンラム村」へ。
❸ ケーブルカーとロープウェイ
に乗ってインドシナ最高峰
のファンシーバン山の展望台
へ。

ゴールデンウイークの旅

ベトナム北部の山岳少数民族とサパの旅 5日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

サパ周辺には少数民族の村と棚田が点在し、
昔ながらののどかな風景がご覧いただけます

ラオチャイ村は多くのモン族が暮ら
し伝統衣装である藍染の衣裳の姿
を目にしたり文化を守り続ける姿を
垣間見ることができます。更に奥地
であるタヴァン村には若い娘が前髪
や眉毛を剃る習慣のあるザオ族が暮
らし民族衣装を纏った人も散見され
ます。また、集落を池や水田が取り

囲むベトナム北部の代表的な農村集
落でベトナムの国指定文化遺産であ
るドンラム村。レンガの街並みで知
られ、入り組んだ道が迷路のよう。
少数民族の文化だけでなくタイムス
リップしたように、古きベトナムの暮
らしぶりもツアーを通して体験して
いただきます。

モン族やザオ族の暮らしを垣間見れます 赤ザオ族の少女たち ドンラム村の寺院

フランス人が愛した高原の避暑地サパに3連泊。
リゾートで快適な滞在をお楽しみください
創業 1998 年、フランス統治時代の別荘地跡に建設された「BB
サパ・リゾート＆スパ」。美しく手入れされた中庭を囲むように建
つ、自然と調和のとれたコロニアル風の建物。室内はフローリン
グの床に深い木目調の家具が配され、落ち着いた雰囲気を醸し
出しています。正統派フレンチとベトナム料理との融合を図った
独特の料理も評判です。※星の数は、ベトナム政府観光局の基準に基づきます。

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食3回、昼食3回、夕食4回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：入国時6か月以上※ベトナム出国日から30日以内に
ベトナムに再入国する場合は、査証が必要となりますのでお申し出ください。■パスポート査証未使用欄：２ペー
ジ以上必要　■ベトナム観光文化省からの指示により、新型コロナ感染症の治療費をカバーする10,000USD以上
の補償額がある海外旅行保険の加入 が必要となります。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田09:15発H 
ハノイ13:10着B 
サパ19:30着

成田空港より航空機にてハノイへ。
着後、高速道路を利用し、ラオカイ経由でサパへ。
夜、サパに到着。「BBサパ・リゾート＆スパ」に3連泊です。
 【3連泊】（サパ：BBサパ・リゾート＆スパ泊）sky

2

サパB 午前、ミニバスでザイ族、黒モン族が暮らす○タヴァン村へ。そ
の後、○ラオチャイ村へ。田園風景の中を散策します。
午後、サパ市内に戻り、自由行動。ご希望の方は、フランス人
が避暑地として別荘を建てたサパの町並み散策にご案内します。
 （サパ：BBサパ・リゾート＆スパ泊）ahy

3
サパB（ファンシー
パン山観光）

本日はインドシナ最高峰のファンシーパン山へご案内。列車や
ケーブルカーを利用して○展望台へ。3143mの高さを誇るファ
ンシーパンの展望台からは、晴れていれば周囲の棚田が一望でき
る絶景を望みます。  （サパ：BBサパ・リゾート＆スパ泊）ahy

4

サパ08:00発B
ハノイ17:00着

午前、専用バスでハノイに戻ります。
途中、○ドンラム村に立ち寄ります。
夕刻、ハノイに到着。夕食は、メトロポールのフレンチレストラン
「ル・ボリュー」にて。
その後、空港へ。  （機中泊）ahy

5 ハノイ00:10発H成田07:00着
深夜、航空機にて帰国の途へ。
朝、成田空港に到着。着後、解散。  kss

※日程表の時刻は成田空港発着のバンブーエアウェイズの便を想定したものです。他の便を
利用の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。

地方発着追加代金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

ケーブルカーとロープウェイに乗って
インドシナ最高峰のファンシーバン山の展望台へ
インドシナの屋根と呼ばれるインド
シナ最高峰のファンシーバン山は標
高3143mあります。健脚の登山者
ですら山頂まで訪れるのに日を要し
た3000m級の山に、2016年に長
さ6㎞にも及ぶロープウェイが、そ
して2018年にはサパの町とロープ
ウェイ乗り場を結ぶケーブルカーが
運行し、旅行者でも気軽に登れるよ
うになりました。
ロープウェイからもサパらしい棚田
の景色を一望できます。天気が良

利用予定航空会社：バンブーエアウェイズ ツアーコード：SCC11T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・5日間】
5月3日（水）

エコノミークラス利用

¥358,000
ビジネスクラス利用

¥558,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥30,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間のみの適用となります。
燃油サーチャージ別途目安：￥38,000：12月1日現在

ければ山頂の展望台からの景色を
お楽しみいただけます。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

ファンシーパン山へのロープウェイ

ご希望の方はスパでのリラアグゼーショ
ンもお楽しみ下さい

標高1,600mの高原のリゾート、サパではゆっくりとお過ごしください

木目調の家具など落ち着いた雰囲気の客室

フラワーバスでリラックス。スチームバ
ス、サウナも楽しめます

サパ：BBサパ・リゾート＆スパ ★★★★

サパ
（3泊）

ラオカイ

H

H

B

B

ハノイ（1泊）
ベトナム

ラオス

ハノイ

ハノイでの夕食はメトロポールのフレンチレストラン「ル・ボリュー」にて
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ボルキア国王が私財で建設したボルキアモスク（外観見学のみ）

世界で3番目に大きな島ボルネオ島。大部分をマレーシアとインドネ
シアが領有するこの島に、ポツンと位置するのがブルネイ王国です。
日本ではあまり知られていませんが、産油国であるため豊かな経済に
潤い近代的な国である反面、敬虔なイスラム教国であり、アジア最
大規模のモスクや水上集落
などの昔ながらのアジアの
風景も見られる不思議な国
です。ロイヤルブルネイ航
空直行便の成田就航以来、
多くのお客様にご参加いた
だいております。かつて国
王の賓客を招くために建て
られた迎賓館ホテル「ザ・エ
ンパイア」に最後は宿泊し、
ブルネイ国民の生活にも触
れながらブルネイの自然・文
化に触れていただきます。

ツアープランナーより

贅を尽くしたブルネイ王族の財宝や建築
世界一の富豪としてギネス・ワールドレコーズに掲載されたこともある世界有
数の富豪、ボルキア国王が私財で建設したボルキアモスクをはじめ、王族の
財宝を展示するロイヤル・レガリアなど、産油国ブルネイらしい贅を尽くした
建築を巡ります。夜のライトアップも壮麗で美しいものです。

ライトアップされたボルキアモスク

国王即位時に利用された御座車（ロイヤルレガリア）

ボートに乗って水上集落へ

伝統的な生活を守る水上集落カンポン・アイルも訪問
絢爛な建築のすぐ脇には、昔ながら
の生活を守る素朴な水上集落が今
でも残ります。生活水準が上がった

現在でも変わらぬ伝統の生活を続け
る人々の暮らしをご覧ください。

通学や通勤もボートを利用

ここにご注目。旅のポイント

❶ 最後の宿泊は7つ星と称されるアジア屈指の迎賓館ホテル「ザ・エン
パイア」です。

❷ アジア最大の水上村カンポンアイルの見学や民家訪問など、ブルネ
イの生活にふれるプログラムもご用意しました。

❸ 贅を尽くしたブルネイ王族の財宝や建築に加え、ブルネイが誇る大
自然もお楽しみいただきます。

ゴールデンウィークの旅　豊かな自然と資源に恵まれた平和な国

ゴージャスな不思議の国
　　　　　　　 ブルネイ王国の旅 5日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

ロイヤルブルネイ航空利用
燃油サーチャージ込み

ブルネイの大自然も満喫　ジャングルサファリ
少し郊外へと足を延ばすと、ボルネ
オ島の手つかずの大自然が広がりま
す。ウルテンブロン地区を訪れ、ジャ
ングルウォークや素朴なマーケット
の散策なども楽しめます。また、運
が良ければ川辺のテングザルをご
覧いただけるチャンスもございま
す。 川辺に暮らすテングザル（イメージ）

ブルネイの多様な食をお楽しみください
ブルネイではスパイシーな味付けのマレー料理、中華料理、インド料理、
海鮮料理などが多く食されています。そんな中でブルネイのジャングル
に住む先住民たちが古くから主食としてきた
のが「アンブヤ」。これはサゴヤシの澱粉に熱
湯を加えながら混ぜたもので、ボウルに入っ
たアンブヤを割り箸のような棒で、クルクル
と巻き付け、チリソースやカレーにつけて食
べます。 アンブヤ（イメージ）

バンダルスリブガワン

H

H

マレーシア インドネシア
ブルネイ王国

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食3回、昼食2回、夕食3回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：入国時6か月以上　■パスポート査証未使用欄：2
ページ以上必要

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田空港11:45発H
バンダルスリブガワン
16：45着

午後、成田空港よりロイヤルブルネイ航空にてバンダルスリブガ
ワンへ。着後、ホテルへ。
 【2連泊】（バンダルスリブガワン /リズクン・インターナショナル泊）sky

2

バンダルスリブガワン 午前、ブルネイの首都バンダルスリブガワンの観光へ。●ロイヤ
ル・レガリアなどをご覧いただきます。
その後、アジア最大の水上村（カンポン・アイル）をボートと徒歩
で巡ります。豊かなブルネイの人々の生活ぶりが見られる、民家
訪問も楽しみです。
午後は自由行動です。市民の生活が垣間見られる、近代的なショッ
ピング・モールなどを訪ねてみてはいかがでしょう。
 （バンダルスリブガワン /リズクン・インターナショナル泊）ahs

3

バンダルスリブガワン 終日、太古の森ウルテンブロン地区へ小旅行。
手つかずの原始熱帯雨林の中、ボルネオの大自然を満喫します。
また、先住民族イバン族の伝統食などをご紹介します。
午後、再びバンダルスリブガワンに戻りホテルへ。
7つ星と讃えられる、「ザ・エンパイア」にて宿泊です。
 （バンダルスリブガワン：ザ・エンパイア泊）ahy

4

バンダルスリブガワン 午前、自由行動。チェックアウトまでのんびりとお過ごしください。
午後、〇ボルキア・モスク（ニューモスク）、〇オマル・アリ・サ
イフディン・モスク（オールドモスク）の見学 (外観 )。
その後、ブルネイ川を南下するマングローブ・ジャングルクルー
ズを楽しみます。テングザルやワニに遭遇することもあります。
夕食は、「ザ・エンパイア」ホテル内のレストランにて。
夕食後、空港へ。モスクのライトアップを見ながら空港へと向か
います。  （機中泊）asy

5
バンダルスリブガワン
00：35発H
成田空港07：30着

深夜、ロイヤルブルネイ航空にて帰国の途へ。
朝、成田空港に到着。
 kss

（注）現在（11月1日）観光客はモスク内への入場が認められておりませんので、外観のみ
の見学となります。

利用予定航空会社：ロイヤルブルネイ航空 ツアーコード：SE279T
集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・5日間】
5月3日（水）

エコノミークラス利用

¥398,000
ビジネスクラス利用

¥678,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥60,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間のみ適用となります。
燃油サーチャージ込みの旅行代金です。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

地方発着追加代金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

当初はブルネイ国王が親しい人を招待する迎賓館として建てられました。
広い吹き抜けのロビーには大理石や金がふんだんに使われており、ゴル
フ場やボーリング場、映画館、プライベートビーチなどを備えたアジア
のトップリゾートホテルです。客室の広さは60平方メートル。自由行動
の際はホテル見学もお楽しみください。

The Empire Hotel & Country Club

ザ・エンパイア ホテル
バンダルスリブガワン（3日目）

■バンダルスリブガワン（1, 2日目）：リズクン・インターナショナル　
　ショッピングセンターに隣接したホテル。※シャワーのみの客室となります。

7つ星と称されるアジア屈指の迎賓館ホテルで
最終日の滞在をお楽しみください

広々とした客室（イメージ）内装も豪華です

豪華な吹き抜けとロビーからは美しい夕日が
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エローラ石窟群のひとつ、カイラーサナータ寺院

このたびはオーランガバードを3連泊としましたので、インド石窟芸術
の最高峰アジャンタとエローラ石窟では観光客の少ない時間帯に専
門ガイドの解説でご案内したり、石窟のみならず、旧市街のバザー
ル、近郊の村の暮らしぶり、そしてアジャンタ全景の展望台からの
俯瞰など通常の観光とは一線を隠したこだわりのプログラムもご用意
しました。高い芸術性で「世界遺産の中の世界遺産」ともいわれる、
アジャンタ、エローラへとお考えの方には絶好のチャンスです。旅の
締めくくりは、誰しもが憧れるインドを代表するムンバイの最高級ホテ
ル、タージマハル・パレスに宿泊します。ムンバイでは、目の前のア
ラビア海に浮かぶエレファンタ島の世界遺産石窟も訪ねます。

ツアープランナーより

ムンバイの歴史とともに歩んできた高級ホテル、
タージ・マハル・パレス

インド近代工業の父、タタグループ
の創始者ジャムセット・タタは当時ボ
ンベイで最大のホテル・ワトソンズ
に入ろうとして、白人でないという
理由で断られました。そこでジャム
セットは一念奮起、西洋の新古典主
義とインドの伝統様式を混合したホ
テルを造り開業したのが1903年。
1973年には新館(タワー )も完成し、
現在でもインドを代表する高級ホテ
ルとして世界中のお客様を出迎えて

ここにご注目。旅のポイント

❶ 旅の締めくくりはム
ンバイを代表する高
級ホテル、タージマ
ハル・パレスに宿泊
いたします。

❷ アラビア海に浮かぶ
エレファンタ島の石
窟寺院へもムンバイ
連泊中にご案内いた
します。

❸ アジャンタ、エロー
ラの各石窟の見学は
専門ガイドの解説で
詳しくご案内いたし
ます。

ゴールデンウィークの旅
インド仏教芸術の精髄に出会う　
ムンバイ名門ホテルとエローラ・アジャンタの旅 8日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

タージ・マハル・パレス（ ご宿泊は右側の新館タワーウィング）

インド

オーランガバード
（3泊）ムンバイ

（2泊）

HH

H

エローラ

アジャンタ

クルダーバード村
ダウラタバード城塞
オーランガバード

デリー

ムンバイ

おります。インド門の前に建ち、世
界中のVIPを迎えてきた実績と建築
の美しさ、洗練されたサービス洗練
されたサービスは、インドを代表す
るホテルとして知られています。
※ご宿泊は新館タワーウィングのシ
ティービュールームです。
※ハリウッドツイン、シャワーのみ
の客室となります。

世界遺産の傑作エローラ、アジャンタ石窟を
ゆっくり時間をかけて見学します。
数多い世界遺産の中でも、その芸
術性の素晴らしさで知られる、エ
ローラとアジャンタ。エローラには、
合計で32の石窟があり、仏教、ヒ
ンドゥー教、ジャイナ教の石窟が混
在しています。特にその代表ともい
われるカイラーサナータ寺院は、巨
大な一枚岩を彫刻しながら掘り下げ
完成させたという、見事な彫刻寺院

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食5回、夕食5回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：申請時6カ月以上　■パスポート査証未使用欄：2
ページ以上　■査証代実費:3,750円（2022年11月現在）　■査証取得手数料:6,600円（税込）　■査証用写
真:1枚(縦5cm×横5cm。裏にサインはしないこと。カラー写真、背景は白色。顔の縦（頭からあごまで）サイズ
が2.5cm～3.5cm。目の位置から写真の底面までは2.9cm～3.5cm。 正面向き、顔や背景に影の無いもの。ス
ナップ写真およびデジタル加工されたものは不可。3カ月以内に撮影されたもの。肩のライン（肩から上）がはっ
きりしたもの）。（滋賀、三重、京都以西にお住まいの方は）査証手続きに運転免許証のコピー（表・裏面の両面
コピー）または住民票が必要となります。　■パスポート本体をお預かりします。　■日本出発前の準備について 
： お住まいの自治体が発行する英文の「ワクチン接種証明書」および、エア・スヴィダ自己申告書のオンライン
登録（自己申告フォームのオンライン提出）が必要となります。 ※手続きの詳細に関しては出発の30日前前後に
ご案内させていただきます。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田空港10：20発H
クアラルンプール
16：45着　19：45発H
ムンバイ22：25着

成田より航空機にてクアラルンプールへ。
着後、航空機を乗り継ぎムンバイへ。
ムンバイ着後、ホテルにチェックインします。
 【2連泊】（ムンバイ泊）skk

2
ムンバイ
（世界遺産エレファンタ島）

午前、少し遅めに出発し、●エレファンタ島の石窟群を見学。(注1)
午後、●プリンス・オブ・ウェールズ博物館を訪れます。
 （ムンバイ泊）ahy

3

ムンバイ07：00発H
オーランガバード08：10着

朝、国内線にて、オーランガバードへ。
着後、オーランガバードの観光へ。〇ビービー・カ・マクバラー、
●オーランガバード石窟を観光します。
午後、早目にホテルへ。
 【3連泊】（オーランガバード泊）lhy

4
オーランガバード
(世界遺産アジャンタ石窟）

終日、●アジャンタ石窟の見学を楽しみます。専門解説員とともに、
アジャンタ石窟をじっくり見学します。（注2）
 （オーランガバード泊）ahy

5

オーランガバード
（世界遺産エローラ石窟）
（クルダバード村）

午前、●エローラ石窟へ。着後、世界最大規模の石彫寺院●カ
イラーサナータ寺院など、仏教・ヒンドゥー教・ジャイナ教の寺院
を巡ります。
午後、○クルダーバード村に立ち寄り、オーラングゼーブ帝の墓
所や町の散策を楽しみます。  （オーランガバード泊）ahy

6

オーランガバード
08：50発H
ムンバイ10：00着

午前、オーランガバードより航空機にてムンバイへ。
着後、〇チャトラパティー・シヴァージー・ターミナスなどを見学
します。
午後、インドを代表する名門ホテル「タージマハル・パレス」へ
チェックイン。ごゆっくりお過ごしください。
 （ムンバイ「タージマハル・パレス」泊）ahy

7
ムンバイ13：15発H
クアラルンプール
21：05着　23：30発H

午後、マレーシア航空にて、クアラルンプールへ。
着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
 （機中泊）akk

8 成田空港07：40着 朝、成田空港に到着。  sss

※日程表の時刻は成田空港発着のマレーシア航空の便を想定したものです。他の便を利用
の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。
（注1）海上の波の状態によっては、船が欠航する場合がございます。その場合は、日程を
入れ替えるか、代替えの観光をご案内いたします。
（注2）アジャンタ石窟は、一部の石窟が閉鎖している場合もございます。

利用予定航空会社：マレーシア航空 ツアーコード：IN057T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・8日間】
4月29日（土）

エコノミークラス利用

¥398,000
ビジネスクラス利用

¥878,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥80,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：国際線全区間適用【成田～クアラルンプール～ムンバイ、ムンバイ～クアラルンプール～成田】
燃油サーチャージ別途目安：￥57,900：12月1日現在

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

地方発着追加代金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

※ 星の数は、インド政府観光局またはホテル・レストラン選定委員会の定める基準に基づきます。
星のないホテルは未登録または未申請です。
※ムンバイのホテルはシャワーのみかつハリウッド・ツインベッドの客室となります。ハリウッ
ド・ツインベッドとは、ベッドマットが2つに分かれたひとつのキングサイズ・ダブルベッド
を意味します。

■ ムンバイ：ザ・オーキッド ★★★★★
■ オーランガバート：ウエルカムホテル・ラマインターナショナル ★★★★★
■ ムンバイ：タージ・マハール・パレス（新館／タワーホテル） ★★★★★

ご宿泊ホテル

エローラ、アジャンタだけでない、
オーランガバードの魅力を紹介
オーランガバードの魅力は、エロー
ラ、アジャンタだけではありません。
街の周辺にはミニタージ・マハルと
呼ばれる廟、ビビ・カ・マクバラーや、
彫刻の美しさで知られるオーランガ
バード石窟など、多くの見どころが
あります。ほかにもご覧いただきた
いのがデカン高原に生きる人々の
姿。郊外のクルダーバード村は、名
産のヒムロー、バイタニ織りの工房

がある織物の村で、素朴な工房が
並びます。

クルダーバード村の織物工房（イメージ）

ミニタージ・マハルと呼ばれる廟、ビビ・カ・マクバラー

で、その浮彫の素晴らしさは圧巻で
す。アジャンタ石窟群で注目いただ
きたいのは、その壁画の素晴らしさ。
28の石窟は仏教窟で、中には見事
な壁画と仏像が残り、その芸術性の
高さで知られています。アジャンタ、
エローラともに専門ガイドの解説で、
じっくりと時間をかけて見学します。
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南インドらしいのどかな風景が広がるバックウォータークルーズ（イメージ）

広大なインド亜大陸最南端コモリン岬にも宿泊し、南インドの中でも
特に緑豊かな旅情の感じられるケララ州を中心に、8日間のコンパク
トな日程にまとめました。 南インドは民族、風俗、芸術、文化、料
理、そして歴史が北インドとは全く異なる独特な世界です。スパイス
貿易の中継地として栄えたコチンはポルトガルやオランダ、イギリス、
さらにかつてのユダヤ人街など海のシルクロードの雰囲気を彷彿させ
る港町です。コチンでは南インド特有の舞踊「カタカリダンス」の鑑賞
もお楽しみください。アレッピーではスパイス交易のために複雑に張
り巡らされた水路をゆく水郷旅情たっぷりのバックウォータークルーズ
で、美しい南インドの風情と心地よい風を五感で感じてみてください。

ツアープランナーより

水郷旅情を満喫
バックウォーターをのんびりクルージング

ケララ州の海岸線は無数の川と入江が複雑なデルタ地帯を形成しておりま
す。かつて香料貿易の内陸水路として利用されたバックウォーター（水郷地帯）
をハウスボートで巡る旅情溢れるプログラムをお楽しみください。

バックウォータークルーズ（イメージ）

ここにご注目。旅のポイント

❶ 椰子の木々の生える無数の入江と川が作り上げた複雑なデルタ地帯
をハウスボートにて楽しみます。

❷ コチンは、ポルトガル、オランダ、イギリスの統治時代の面影が残
る建物を眺めながらの散策もお勧めです。

❸ インド最南端のコモリン岬では朝の祈りが感動的です。人々が早朝
岩場に集まり沐浴し、ベンガル湾から昇る太陽に祈りを捧げる姿は
まさに感動的です。

ゴールデンウィークの旅
北にはない、南インドならではの風情が魅力です

南インド・コモリン岬と水郷地帯の旅 8日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

インド最南端コモリン岬で
感動的な夕景と朝の祈りを見学
インド大陸の最南端コモリン岬は、ガンジス河から遠く離れた南インドにおけ
る、ヒンドゥー教徒の聖地の一つになっています。日没時、そして早朝、人々
がここで祈りを捧げる姿はまさに厳かで感動的な一瞬です。

神秘的なコモリン岬の日の出（イメージ）

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食5回、夕食5回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行いたします。　■パスポート必要残存有効期間：申請時6 カ月以上　■パスポート査証未使用欄：
2 ページ以上　■査証代実費:3,750円（2022年11月現在）　■査証取得手数料:6,600円（税込）　■査証用写
真:1枚(縦5cm×横5cm。裏にサインはしないこと。カラー写真、背景は白色。顔の縦（頭からあごまで）サイズ
が2.5cm～3.5cm。目の位置から写真の底面までは2.9cm～3.5cm。 正面向き、顔や背景に影の無いもの。ス
ナップ写真およびデジタル加工されたものは不可。3カ月以内に撮影されたもの。肩のライン（肩から上）がはっ
きりしたもの）。（滋賀、三重、京都以西にお住まいの方は）査証手続きに運転免許証のコピー（表・裏面の両面
コピー）または住民票が必要となります。　■パスポート本体をお預かりします。　■日本出発前の準備について 
： お住まいの自治体が発行する英文の「ワクチン接種証明書」および、エア・スヴィダ自己申告書のオンライン
登録（自己申告フォームのオンライン提出）が必要となります。 ※手続きの詳細に関しては出発の30日前前後に
ご案内させていただきます。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
成田空港10：20発H
クアラルンプール
16：45着　22：00発H
コチン23：10着

成田空港より、航空機にてクアラルンプールへ。
着後、航空機を乗り継ぎ、コチンへ。
着後、ホテルへ。
 【2連泊】（コチン泊）skk

2
コチン
（ダッチ・パレス）
（ユダヤ人街）

終日コチンの市内観光。●ダッチ・パレス、○シナゴーグ、ユダ
ヤ人街、○聖フランシスコ教会、●ケララ・カタカリ・センターな
どへご案内します。
 （コチン泊）ahy

3
コチンBアレッピー
（バックウォータークルーズ）

午前、バックウォーター (水郷地帯 )の中心地、アレッピーへ。
着後、「ハウスボート」にて、南インド旅情満点のバックウォーター・
クルーズをお楽しみください。  （アレッピー泊）ahy

4

アレッピ
09：00発B
コモリン岬15：00着 
（夕陽見学）

朝、インド亜大陸の最南端、アラビア海､ インド洋､ ベンガル湾
が出会うコモリン岬へ向かいます。
着後、コモリン岬周辺の漁村を散策します。
夕刻、アラビア海に沈む夕陽を鑑賞します（注）。
 （コモリン岬泊）ahy

5
コモリン岬08：00発B
トリヴァンドラム
12：00着　13：40発H
チェンナイ15：05着

朝、ベンガル湾から昇る日の出を鑑賞します（注）。
その後、トリヴァンドラムへ。
午後、航空機にてチェンナイへ。着後、ホテルへ。
 【2連泊】（チェンナイ泊）ahy

6

チェンナイ
（カーンチプラム）
（マハーバリプラム）

午前、専用バスにてカーンチプラムへ。
着後、●カイラーサナータル寺院、●エーカンバラナータル寺
院の見学。
午後、マハーバリプラムへ向かい、○海岸寺院、クリシュナのバ
ターボール、ファイブラタ、アルジュナの苦行の観光。
 （チェンナイ泊）ahy

7
チェンナイ11：45発H
クアラルンプール
18：20着　23：30発H

午前、マレーシア航空にて、クアラルンプールへ。
着後、航空機を乗り換え帰国の途へ。
 （機中泊）akk

8 成田空港07：40着 朝、成田空港に到着。  sss

(注 )天候によってはご覧いただけない場合があります。予めお含みおきください。
※日程表の時刻は成田空港発着のマレーシアの便を想定したものです。他の便を利用の場
合には、発着空港および時刻、日程は異なります。

利用予定航空会社：マレーシア航空 ツアーコード：IN152T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・5日間】
4月30日（日）

エコノミークラス利用

¥398,000
ビジネスクラス利用

¥878,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥60,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：全区間の国際線区間に適用【成田空港～クアラルンプール～コチン/チェンナイ～クアラルンプール～成田空港】
燃油サーチャージ別途目安：￥57,900：12月1日現在

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

地方発着追加代金 大阪・名古屋～東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌～東京　片道･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

※星の数は、インド政府観光局またはホテル・レストラン選定委員会の定める基準に基づきます。
星のないホテルは未登録または未申請です。
※ハリウッド・ツインベッドとは、ベッドマットが2つに分かれたひとつのキングサイズ・ダ
ブルベッドを意味します。
※アレッピー、コモリン岬のホテルはシャワーのみの客室となります。

■ コチン：トライデント ★★★★★
コチンのウィリングトン島に位置する、設備の整ったホテルです。

■ アレッピー：ラマダ・バイ・ウィンダム ★★★★
シャワーのみ、ベッドはハリウッドツインタイプです。

■ コモリン岬：スパルシャ ★★★
■ チェンナイ：コネマラ ★★★★★

ご宿泊ホテル

古の海のシルクロードに思いを馳せながら2連泊します
コチンは天然の良港に恵まれ、古く
から地中海やアラビア、アジアとの
交易で栄えました。特にこの地で取
れる胡椒をはじとするスパイスは大
変貴重なものであり、現在のスパイ

スマーケットは観光客の集まる賑や
かな通りになっていますが、スパイ
スで栄えた当時のことを想像しなが
ら歩くのも楽しいものです。

ケララ州の伝統芸能の粋を集めた
不思議なパントマイム劇「カタカリ・ダンス」
複雑怪奇な顔の表情とムドラーと呼
ばれる魔術的な指の動きからなるパ
ントマイム劇。華美な王冠と原色を
多用するメーキャップ、さらに巨大
なスカートなど、その奇抜な姿は見
る者を圧倒します。

香辛料の専門店には軒先にもスパイスが並びますユダヤ教の公的な祈祷・礼拝の場所（シナゴーグ）

インド4大舞踊のひとつカタカリ・ダンス（イメージ）

コチン（2泊）

H

H
H

B

アレッピー（1泊）

コモリン岬（1泊）トリヴァンドラム

カーンチープラム
マハーバリプラム

チェンナイ（2泊）

デリー

ムンバイ

デリー

ムンバイ（2泊）
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非日常を味わうクルーズ。気軽な雰囲気でありながらも、優雅さも味
わえる人気のプリンセスクルーズを利用して日本を巡ります。添乗員
が同乗しますので広い船内を巡るオリエンテーションや終日航海日の
おすすめの過ごし方、アクティビティを一緒に楽しむなど、初めての
方でも快適な船旅をお過ごし頂けるようご提案します。またワールドオ
リジナルの下船観光もご用意。さくらまつりが開かれる弘前や世界遺
産・三内丸山遺跡、長崎の軍艦島クルーズなどへご案内します。国
際航路をゆく船旅ですので、日本の各地を巡りながらも、外国人スタッ
フが皆様を出迎え、海外のエンターテイメントやカジノ体験が楽しめ
るなど、船内は海外旅行を味わえます。ゴールデンウィークの喧騒
や混雑から離れ、のんびりと日本を巡る旅へ出かけませんか。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ さくらまつりが開かれる
弘前へ。

❷ 長崎では世界遺産の軍艦
島見学クルーズへご案内
します。

❸ 韓国・釡山に寄港。チャ
ガルチ市場へご案内しま
す。

ダイヤモンドプリンセス号

ダイヤモンドプリンセス号

海側（イメージ）

■就航：2004年（2014年改装）　総トン数：115,875トン　乗客数：2,706名

ゴールデンウイークの旅　春爛漫の弘前・函館に寄港

ダイヤモンドプリンセスでゆく
　　　　　　日本周遊と釡山の船旅 9日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

横浜に停泊中のダイヤモンドプリンセス

海側バルコニー（イメージ）

外国籍の大型客船の中でも、日本人向けのサービスを充実させて
おり、船内イベントの日本語通訳や日本食の提供、日本人向けの設
備や、大浴場を完備し、日本語が分かるスタッフも多く安心して船旅
をお楽しみ頂く事ができるでしょう。添乗員も、皆様の快適なクルー
ズライフをお過ごし頂けるようお手伝い致します。

ダイヤモンドプリンセス号　アトリウム

■最少催行人員：10名様　■食事：朝食8回、昼食7回、夕食8回　■添乗員： 横浜港ご出発時から横浜港ご到着時
まで同行いたします。　■パスポート必要残存期間：到着時6か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以上
■旅行代金にはクルーズ関連諸税￥41,525は含まれておりません。　■旅行代金には船内チップ（1泊あたり
14.5米ドル）は含まれておりません（船内での精算となります）。
■利用予定バス会社：弘南バスまたは同等クラス

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール 宿泊地・食事

1
横浜港　集合
横浜港17：00発F

午後、横浜港にご集合。
夕刻、8泊9日の船旅の出発です。
 【8連泊】（船中泊）ssy

2 終日クルーズF 終日クルーズをお楽しみください。
 （船中泊）ahy

3
青森07：00着
23：00発F

朝、青森港に到着。
午前、バスにてさくらまつりが開かれる○弘前公園を訪ねます。
午後、世界遺産●三内丸山遺跡を訪れます。
深夜、青森港を出港。  （船中泊）ahy

4
函館07：00着
17：00発F

朝、函館港に到着。
終日、自由行動。（※「ダイヤモンドプリンセスの寄港地観光（別料
金）」でお楽しみください。）
夕刻、函館港を出港。  （船中泊）ahy

5 終日クルーズF 終日クルーズをお楽しみください。
 （船中泊）ahy

6
釡山08:00着
18:00発F

午前、韓国の釡山港に到着。
バスにて○チャガルチ市場など市内観光へご案内します。
夜、釡山港を出港。
 （船中泊）ahy

7
長崎07:00着
16:00発F

朝、長崎港に到着。
午前、軍艦島クルーズにご案内します。
夕刻、長崎港を出港。  （船中泊）ahy

8 終日クルーズF 終日クルーズをお楽しみください。
 （船中泊）ahy

9 横浜港午前着 午前、横浜港に到着。着後、解散。  ass

※天候、港湾事情及び不測の事態により寄港地、航路、日時の変更及び寄港を中止する場
合があります。
※4日目の寄港地観光は株式会社カーニバル・ジャパンが実施します。また、内容や旅行代
金は後日ご案内します。
※例年の桜の一般的な見頃に合わせてツアーを設定しておりますが、その年の気候に左右さ
れるため、必ずしも「見頃」をご覧いただけるわけではございません。予めお含みおきくだ
さい。

 ツアーコード：RC183T
集合・日数・出発日 旅行代金

【横浜港集合・9日間】 4月29日（土）

海側キャビン（海側・シャワー、約17 ～ 19㎡） ￥398,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥260,000にて承ります）

バルコニーキャビン（海側・バルコニー、シャワー、約22 ～ 29㎡） ￥448,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥310,000にて承ります）

日本の古代史を塗り替えた三内丸山遺跡
三内丸山遺跡は、東京ドーム7個分
といわれる日本最大級の縄文遺跡で
す。本格的な調査から約30年の時
を経て2021年に世界遺産に登録さ
れました。大型掘立柱建物の跡をは
じめ、様々な発掘調査が進められて
いく中で、当時の暮らしがよくわかっ
てきました。驚くべきは、縄文人が
定住していたことを物語る遺跡であ
ること。狩猟採集の暮らしを特徴と 三内丸山遺跡　©青森県観光連盟

する、それまでの縄文人像を覆すも
のでした。

日本韓国 横浜

青森

函館

釡山

長崎

F

F

F

F日本海

太平洋

長崎では明治日本の産業革命遺産、軍艦島へ
長崎沖に位置する、世界遺産・軍艦
島。この島の海底炭鉱が日本の近
代化を支えました。岸壁に囲まれ、
高層鉄筋コンクリートが並ぶ様子は
まさに軍艦。最盛期には約5300人
もの住民がいた島は、1974年の閉
山を機に廃墟となり、現在ではその
独特の雰囲気が人々を惹きつけま
す。海から眺めるだけでなく、上陸

して明治日本を支えた島内にもご案
内します。(天候により、上陸できな
いこともございます)。

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

軍艦島　©長崎県観光連盟

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって74日目に当たる日以降45日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって44日目に当たる日以降30日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって29日目に当たる日以降15日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降5日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって4日目に当たる日以降当日に当たる日までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不参加のとき

旅行代金の7.5％
旅行代金の12.5％
旅行代金の25％
旅行代金の37.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

MSC

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降61日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降31日目に当たる日までに解除するとき
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当日に当たる日までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不参加のとき

旅行代金の25％
旅行代金の37.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

シルバー

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって89日目に当たる日以降57日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって56日目に当たる日以降29日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日目に当たる日以降15日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降当日に当たる日までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不参加のとき

旅行代金の10％
旅行代金の25％
旅行代金の37.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

プリンセス 7泊以上

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降76日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって75日目に当たる日以降61日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降31日目に当たる日までに解除するとき
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当日に当たる日までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不参加のとき

旅行代金の12.5％
旅行代金の25％
旅行代金の37.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

沿岸急行船 Hutiguten

当社では「クルーズ旅行取消費用担保特約」をご用意しておりますので、ツアー申し込みと必ず同時に海外旅行傷害
保険に、取消料の特約を加えて加入されますことをお勧め申し上げます。

■ 取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
旅行契約の解除期日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって150日目に当たる日以降91日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降46日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって45日目に当たる日以降当日に当たる日までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不参加のとき

旅行代金の25％
旅行代金の37.5％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

フリチョフナンセン 南極 Hutiguten

賑やかなチャガルチ市場を訪ねます（イメージ）

さくらまつりが開かれる弘前へ
約2,600本の桜がある日本屈指の桜の名所、弘前。2023年4月21日(金) ～
5月5日(金)にかけて「弘前さくらまつり」が開催されます。青森港より専用バス
にて弘前公園を訪ねます。弘前城と桜の美しいコラボレーションをお楽しみく
ださい。
※例年の桜の一般的な見頃に合わせてツアーを設定しておりますが、その年の気候に左右され
るため、必ずしも「見頃」をご覧いただけるわけではございません。予めお含みおきください。

韓国・釡山に寄港。チャガルチ市場へご案内します
函館から終日クルーズを経て韓国・釡山に寄港します。新鮮な海産物が揃うチャ
ガルチ市場へご案内します。

 桜とのコラボレーションが美しい弘前城 （イメージ）


