
木を植えています
私たちはイオンです

イオンコンパス株式会社 法人第一営業部
観光庁長官登録旅行業第２３９号

旅行企画・実施 ☎０４３-３５０-３６１２
取扱営業時間 月～金 9：00～18：00（土・日・祝休業）

担当
山田・阿比留

プノンペン：内戦や生活伐採によって
　　　　　　　　 荒廃した森林再生に向けて
ヤンゴン：水源涵養殖機能を取り戻し
　　　　 　　　　貯水量の安定化を図るために
植樹活動にご参加いただきます。

〔A-1〕成田空港発着

成田空港発着

129,000円 燃油サーチャージ・
諸税別
   

（　　　）
〔A-2〕中部国際空港発着

プノンペン植樹と
ポルポト政権の爪痕をたどる
2016年
6月9日（木）～6月12日（日）2泊4日

ヤンゴン植樹と古都バガンをめぐるヤンゴン植樹と古都バガンをめぐる
2016年
7月15日（金）～7月19日（火）3泊5日

179,000円 燃油サーチャージ・
諸税別
   

（　　　）〔D-1〕
ヤンゴン植樹と気軽に旧首都ヤンゴンヤンゴン植樹と気軽に旧首都ヤンゴン
2016年
7月15日（金）～7月18日（月）2泊4日

109,000円 燃油サーチャージ・
諸税別
   

（　　　）〔D-2〕

カンボジア
プノンペン植樹ツアー

ミャンマー
ヤンゴン植樹ツアー

写真提供：日本アセアンセンター（王宮・イメージ）写真提供：日本アセアンセンター（王宮・イメージ）

写真提供：日本アセアンセンター（バガン・イメージ）写真提供：日本アセアンセンター（バガン・イメージ）

基本ご旅行代金
お一人様（2名1室利用）

基本ご旅行代金
お一人様（2名1室利用）

134,000円 燃油サーチャージ・
諸税別
   

（　　　）基本ご旅行代金
お一人様（2名1室利用）

基本ご旅行代金
お一人様（2名1室利用）

『旅の情報とご注意』(抜粋)
※全文を必要な方はお問い合わせください。
【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・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｡
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
きない場合があります。
お客さまの希望による旅行内容の変更等
●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外お受けしません｡ 
●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。
【安全な旅行のために特にご注意ください】
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

『ご旅行条件（要旨）』
お申込みの際は別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りになり、ご確認の上お申込みください。
当社ホームページ（http://www.aeoncompass.co.jp/）でもご確認頂けます。
【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。

【お支払と旅行契約の成立】

旅行代金の１０％
[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
40日目に当たる日から31日目に当たる日まで

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もありますので、現地係員の案内、指示にご注
意ください。
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｡お客さま自身の
責任で管理頂くようお願いします｡当社又は当社の係員､添乗員は､お
客さまの旅券をお預かりすることはありません｡ 
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
確認下さい｡
【その他、重要なご注意事項について】
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様ご自身でご確
認の上、お申込みください。
※外務省海外安全センター　03－3580－3311
URL　http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
●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
ページでご確認下さい。
URL 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致します｡
●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下さい。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。

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
に含まれる費用

最少催行人員

添乗員

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日前までにご連絡いたします｡

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致します｡)●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当集合・解散地
点までの交通費・宿泊費●出入国書類作成料

取消料（お一人様）旅行契約の解除期日

旅行代金の５０％[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１００％[４]旅行開始後の解除または無連絡不参加

カンボジア：査証（ビザ）が必要です。
ミャンマー：査証（ビザ）が必要です。

カンボジア：入国時 6ヶ月以上有効な旅券が必要です。
ミャンマー：入国時 6ヶ月以上有効な旅券が必要です。

【旅券・査証について】（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館に直接お問い合わせ下さい）

旅行業取扱管理者とは、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。

【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から｢割引代金｣として表
示した金額を引いた金額です。

【お申込み条件】　
お申し込み時点で20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は
特定コースに参加する場合を除き保護者の同行が必要です。慢性疾患、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、その他特別な配慮が必要な方はその旨をお申し出ください。当社
は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書等を提出していただく場合があります。ま
た、現地事情等により介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、ご参加をお断りさせてい
ただく場合があります。なお、お客さまのお申し出に基づき、当社がお客さまの為に講じた特別な措置
に要する費用は、お客さまのご負担となります。

【旅行契約内容・代金の変更】観光先順序に関しては、現地事情により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。
【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2016年2月23日です。旅行代金･空港諸税は
2016年2月23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。

旅行代金の２０％[２]旅行開始日の前日から起算して30日目に当たる日以降
（［3］［4］に掲げる場合を除く）

申込金 30,000円を申込書の提出時にお支払下さい。
お振込先：イオンコンパス（株）みずほ銀行 神田支店 普通預金 1884554

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。旅行代金残金

『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。
a）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
b）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
c）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
d）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。

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
５．個人情報についての開示等の請求および苦情・相談
（１）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。

（２）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。

A-1：添乗員が全行程同行して旅程管理業務を行います。
A-2：A-1の添乗員がホーチミン空港より同行いたします。
D-1：添乗員が全行程同行して旅程管理業務を行います。
D-2：2日目の植樹活動まで添乗員が同行して旅程管理業務を行います。

各コース10名

査証（ビザ）

旅券（パスポート）

※ピーク期:4/27～5/6､7/20～8/31､12/20～1/7

営業時間：平日9時00分～18時00分（土・日・祝日は休業）

【お申込み・お問合せ先】
 観光庁長官登録旅行業第２３９号

イオンコンパス株式会社 

総合旅行業務取扱管理者：横山　俊慈

法人第一営業部

電話：043－350－3612　担当者：山田（やまだ）・阿比留（あびる）
〒261－7199 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６ ＷＢＧマリブイースト１９Ｆ



ベトナム戦争後カンボジアの政権を握ることになったのが、ポル・ポト率いるクメール・ルージュでした。
ポル・ポトは、「紙幣は貧富の差を生む」、「農業国家を目指す」、「自国に指揮者は不要」といった世界政
治史上に特筆されるほどの“特殊な思想”を持っており、知識人の殺戮といった偏った政策を次 に々実
行しました。
この政権下でカンボジアの国民は約７００万人のうち２００万人以上が虐殺されたと推定されており、ポル
ポト政権から解放された時には、人口の85％以上を14歳以下の子どもが占めるまでに至っていました。
今回のツアーは今から30年前に実際に起きていた、世界にとっても悲劇的な歴史を見つめるツアーです。

現在もバガンには、約2000のパゴダ（仏塔）が点在しており、その様子は、荘厳ともいえる風景を作り
出しています。世界にも類を見ないこれらの遺跡群は、カンボジアのアンコール・ワットやインドネシアの
ボロブドゥールとともに「世界三大仏教遺跡」に数えられています。バガンは観光客にとっては”遺跡”
として有名になっていますが、現地の人々にとっては今もなお信仰の対象であり、生きた遺跡とも言
われています。ヒンドゥー教の影響がうかがえる装飾や、バガン王朝時代（11世紀～13世紀）の暮ら
しぶりをうかがい知ることのできる壁画などが残されている考古学的にも貴重な遺跡群です。

ヤンゴン郊外にあるローガー湖の水は、生活用水とし
て利用されています。しかしながら、長年の伐採によっ
て湖周辺の森が荒廃し、水源涵養機能が低下してい
ます。それらの機能を取り戻し、書水量の安定化を図
るために森の再生に取り組んでいます。
※水源涵養機能：森林の土壌が降水を貯留し、河川や湖沼に流れ込
　む水量を平準化して洪水や渇水を防ぐ機能のこと。

〔D-1〕バガンについて

ミャンマー ヤンゴン植樹ツアー
～新政権のミャンマーは今～ 

キリングフィールドとはポル・ポト政権下のカンボジアで、大量虐殺が行われた場所
の俗称です。「ポルポト政権の悲劇」を”知る”には避けることのできない場所です。

見どころ1 キリングフィールド 見どころ2 トゥールスレン博物館

ポル・ポト政権時に人々が
次々に捕えられ、拷問や尋
問を受けた場所。現在は博
物館となっており、当時の
様子をご覧いただけます。

水源涵養機能※を取り戻すために

植樹について
植樹について森林を再生し憩いの場に

カンボジア プノンペン植樹ツアー
～ポルポト政権の爪痕をたどる～

ポイントオ ス ス メ

2016年6月9日(木)～6月12日(日) 2泊4日
〔A-1〕成田空港発着　〔A-2〕中部国際空港発着 〔D-1〕古都バガンをめぐる

〔D-2〕気軽に旧首都ヤンゴン
2016年7月15日(金)～7月19日(火) 3泊5日
2016年7月15日(金)～7月18日(月) 2泊4日

旅行代金・燃油サーチャージ・空港税は2/23現在有効なものとして公示されているものを基準としております。増減額の
場合、差額の徴収払い戻しを行います。旅行代金には燃油サーチャージ、海外空港税及び国内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、記載の燃油サーチャージ・海外空港諸税の金額は変動する場合
がございますので予めご了承ください。

旅行代金・燃油サーチャージ・空港税は2/23現在有効なものとして公示されている
ものを基準としております。増減額の場合、差額の徴収払い戻しを行います。旅行代
金には燃油サーチャージ、海外空港税及び国内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、記載の燃油サーチャージ・海外
空港諸税の金額は変動する場合がございますので予めご了承ください。

※時間の目安： 早朝(04:00～06:00)､朝（06:00～08:00)､午前
　(08:00～12:00)､午後(12:00～18:00)､夜(18:00～23:00)､
　深夜(23:00～04:00)
※利用航空会社：大韓航空（KE）：エコノミークラス利用／
　ミャンマーゴールデン航空：エコノミークラス利用
※ミャンマー国内の交通機関の事情又は気象情況により、旅程が
　変更になる場合がございますのでご了承ください。
※利用予定ホテル：
　ヤンゴン…グリーンヒルホテル（ツインルーム/バス・トイレ付）　
　バガン…トレジャーリゾートバガン（ツインルーム/バス・トイレ付）
※食事回数： (D－１)朝３回、昼３回、夕3回(機内食は除く)／
　(D－２)朝２回、昼1回、夕1回(機内食は除く)　
※見学場所：◎入場観光、●下車観光、○車窓観光、◇自由視察
※ご同行者以外の相部屋のご希望はお受けしておりません。　
※その他：天候・気候、交通機関及び現地の諸事情により、訪問先・
　順序が変更になる場合があります。予めご了承ください。
※最少催行人数：(D－１)10名 (D－2)10名

aKE702　成田→仁川(所要時間：2時間30分／機内食1回)
仁川到着
aKE471　仁川→ヤンゴン(所要時間：5時間50分／機内食1回)
ヤンゴン到着
ホテルチェックイン

12:45
15:15
18:45
22:05

2016年
7月15日
（金）

ローガー湖の周辺にて植樹活動にご参加ください。
☆昼食

朝

7月16日
（土）

1

2

月日（曜日）時 間 概 要

午 前

午 後

午 前
　
午 後

23:30

 7:50
 9:05

11:35

7月17日
（日）3

4

（機中 泊） お食事：ABC

バガン観光
◎シュエズィーゴン・バゴダ
　バガンで１番最初に作られたバガン最大の
　パゴダです。 
◎ダマヤンジーパゴダ
　バガンでも最も細工が細かく、最も形が変
　わったパゴダ。建設途中に王が暗殺された
　ため、工事が中断し現在も未完成です。
☆昼食
◎西ファーソー村見学
　バガンの村の生活について、現地の方と交流を
　したり、民芸品の製作を見ることができます。
空路、ヤンゴンへ
☆夕食

ヤンゴン市内観光
◎シュエタゴン・パゴダ
☆昼食
◎チャウタッジー・パゴダ
　釈迦の足の裏には仏教宇宙観図絵が書か
　れています。
◇シティマート
☆夕食
aKE472　ヤンゴン→仁川
(所要時間：5時間50分／機内食1回)

仁川到着
aKE701　仁川→成田
(所要時間：2時間30分／機内食 軽食)
成田到着

7月18日
（月）

7月19日
（火）5

植樹活動

〔D-1〕バガンコース（添乗員が同行いたします。）〔D-2〕ヤンゴン市内コース（添乗員は同行いたしません。）

午 後午 後

午 前

23:30

午 後

 7:50
 9:05

11:35

◎チャウタッジー・パゴダ
　ヤンゴンで一番大きな寝釈迦仏。寝釈
　迦の足の裏には、仏教宇宙観図絵が書
　かれています。
●ボージョー・アウンサン・マーケット
　ミャンマーで一番有名なマーケットで
　あり、宝飾品、少数民族の雑貨や衣装、
　日用品、漆器、藤製品が売られています。
◎シュエタゴン・パゴダ
☆夕食

空路、バガンへ

☆夕食

自由行動
オプショナルツアー等でお楽しみください。
①バゴーコース
　ヤンゴン市内から約3時間
②ヤンゴン市内コース
※オプショナルツアーは別途ご料金が
　発生いたします。
※お申込み後にご案内致します。

aKE472　ヤンゴン→仁川
(所要時間：5時間50分／機内食1回)

仁川到着
aKE701　仁川→成田
(所要時間：2時間30分／機内食 軽食)
成田到着

日
本
語
ガ
イ
ド
が
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

～お疲れ様でした～

～お疲れ様でした～

時 間

ポルポト政権について

写真提供：日本アセアンセンター写真提供：日本アセアンセンター 写真提供：日本アセアンセンター写真提供：日本アセアンセンター

〔D-2〕オプショナルツアー

※時間の目安：早朝(04:00～06:00)､朝（06:00～08:00)､午前(08:00～12:00)､午後(12:00～18:00)､夜(18:00～23:00)､
　深夜(23:00～04:00)
※利用航空会社：ベトナム航空（VN）：エコノミークラス利用　
※利用予定ホテル：プノンペンホテルもしくはカンボジアナホテル（ツインルーム/バス・トイレ付）　
※食事回数：朝２回、昼２回、夕1回(機内食は含みません)　※見学場所：◎入場観光、●下車観光、○車窓観光、◇自由視察
※ご同行者以外の相部屋のご希望はお受けしておりません。　
※その他：天候・気候、交通機関及び現地の諸事情により、訪問先・順序が変更になる場合があります。予めご了承ください。
※最少催行人数：（A-1）10名 （A-2）10名

ホテル出発
◎キリングフィールド
◎トゥールスレン博物館
☆昼食
◎JICAプラザギャラリー訪問　
　JICA事業に関する資料、カンボジア政府、援助機関、NGOが発行
　している報告書をご覧いただけます。
◎プノンペン国立博物館　
　カンボジア全土から出土した彫像や青銅器をはじめ、考古学的に
　も貴重なクメール芸術の至宝が収蔵されています。
◇イオンモール
　カンボジア初出店のお店が並ぶイオンのカンボジア1号店。専門店だけで
　なく、フードコートやレストラン、エンターテイメント施設も充実しています。
ホテル着

植樹活動

〔A-1〕
aVN301　
成田→ホーチミン
(所要時間：6時間／機内食1回)
ホーチミン到着

aVN920　ホーチミン→プノンペン
(所要時間：45分／機内食0回)
プノンペン着
●王宮

☆夕食
ホテル着

〔A-2〕
aVN341　
中部国際空港→ホーチミン
(所要時間：5時間30分／機内食1回)
ホーチミン到着

☆昼食
●クラタペッパーショッピング
　1960年代まで「世界一おいしい」と言われていたカンボジアの
　胡椒。しかし、内戦によって生産量は激減しました。その胡椒を
　もう一度「世界一」呼ばれるよう日本人オーナーが伝統的な農法
　にこだわり、現地の人々と胡椒を栽培しています。
aVN920 プノンペン→ハノイ（ビエンチャン経由）
(所要時間：3時間10分／機内食 軽食)
ハノイ到着
〔A-1〕
aVN310 ハノイ→成田
(所要時間：4時間30分／機内食1回)
成田到着

〔A-2〕
aVN346 ハノイ→中部国際空港
(所要時間：4時間25分／機内食1回)
中部国際空港到着

 9:30

13:30

10:15

13:45
16:15

17:00

2016年
6月9日
（木）

午 前

午 後

6月10日
（金）

1

2

月日（曜日）時 間 時 間概 要 概 要

朝
午 後

 1:05

 7:35

 0:30

 6:55

18:00

21:10

6月11日
（土）

3

4 6月12日（日）

（プノンペン 泊） お食事：HHC

（ヤンゴン 泊） お食事：HHH

（プノンペン 泊） お食事：ABH

（機中 泊） お食事：ABH

～お疲れ様でした～ ～お疲れ様でした～

バゴーコース

ミャンマーで人気Ｎo.１の見学スポット。
仏塔にはダイヤやルビーなど、約6,000
個の宝石が埋め込まれており最も大きい
宝石は76カラットのダイヤモンドだと言わ
れています。この高さ約100mを誇る巨大
なパゴダが大小66個のパゴダに囲まれ
て建つ姿は圧巻です。

〔D-１〕〔D-2〕コース共通の見どころ シュエタゴンパゴダ
厳しい
民族区分家族解体 識者の

抹殺

物々交換を強制 人民の強制移住

13世紀～16世紀にかけてモ
ン族の王都として栄えた古代
都市です。四面座仏のある
チャイプンパゴダや、チャカワ
イン僧院を訪れます。

パゴダは神聖な場所です。
訪問時は露出の多いタンクトップ、
半ズボン等はお避けください。
また裸足での参拝となります。

バガンの地元の村を訪れます！
西ファーソー村の自給自足の
生活をご覧いただけます。

全行程添乗員付きの安心ツアー
百聞は一見に如かず
ポルポト政権時代の負の遺産である
キリングフィールド・トゥールスレン博物館を
じっくりご覧いただけます。
2014年にオープンしたカンボジアで最大規模となる
ショッピングモール、イオンモールプノンペンにて、
お買い物をお楽しみいただけます。

2
1

3

ポイントオ ス ス メ

ヤンゴン市内コース2

1

バガンの村では
現地の方と交流します。
生きた遺跡”バガン”の
絶景をお楽しみいただけます。

2

1D-1

普段お仕事でお忙しい方にも
ヤンゴンをお楽しみいただける
4日間の行程
2日目は自由行動です。ご自身の
目的に合わせてお過ごしください。

2

1D-2

カンボジア最大の動物保護施設
「プノンタマウ野生生物保護セン
ター」では、現在、絶滅の危機にあ
る種を含む1,200もの動物を保護
しており、また市民の憩いの場にも
なっています。内戦や生活伐採に
よって荒廃した保護センター内の
森林再生に向けて実施します。

（バガン 泊） お食事：ABC

（機中 泊） お食事：AHH

（ヤンゴン 泊） お食事：ABC

（ヤンゴン 泊） お食事：ABC

2日目の植樹活動まで（D-1）と合同で添乗員がご案内いたします。
午後の観光より、現地日本語ガイドがご案内いたします。ご帰国の
際は、お客さまご自身で仁川空港にてお乗り継ぎをお願いします。

写真はすべてイメージです。写真はすべてイメージです。

■料金表

一人部屋追加代金（お一人様・2名1室ご利用の場合）基本旅行代金
129,000円 13,000円

燃油サーチャージ 空港施設利用料・保安料
2,610円

海外空港税
11,490円 2,820円

申込締切 2016年4月20日（水）

〔A-1〕成田空港発着（目安：2/23現在）

〔A-2〕中部国際空港発着（目安：2/23現在）
一人部屋追加代金（お一人様・2名1室ご利用の場合）基本旅行代金

134,000円 13,000円
燃油サーチャージ 空港施設利用料・保安料

2,570円
海外空港税

11,490円 2,820円

■料金表

一人部屋追加代金（お一人様・2名1室ご利用の場合）基本旅行代金
179,000円 25,000円

燃油サーチャージ 空港施設利用料・保安料
2,610円

海外空港税
6,000円 4,270円

申込締切 2016年5月18日（水）

〔D-1〕古都バガンをめぐる（目安：2/23現在）

〔D-2〕気軽に旧首都ヤンゴン（目安：2/23現在）
一人部屋追加代金（お一人様・2名1室ご利用の場合）基本旅行代金

109,000円 18,000円
燃油サーチャージ 空港施設利用料・保安料

2,610円
海外空港税

6,000円 4,270円

熱気あふれるヤンゴンにて、地元で人気のスーパーマー
ケットやショッピングセンターにご案内します。

バガン

ヤンゴン

ミ
ャ
ン
マ
ー


