
旅行企画・実施

〒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

総合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。

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、
国際観光旅客税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。

学校で勉強ができる喜びを広げていきたい
（公財）イオンワンパーセントクラブが学校建設を支援

2019. 3.28［木］ ~3.31［日］ │2泊4日│成田空港発着

一人部屋追加料金 21,000円

企画協力

『旅の情報とご注意』(抜粋) 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。

『個人情報の取扱いについて』

『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。

イオンコンパス（株） みずほ銀行 神田支店
普通　1８８４５５４

申込金・旅行代金のお振込先

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。

【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｡
【個人的な費用及び用件について】
○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。
・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
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
○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
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ください｡
【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さま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
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。

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
⒝お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等、土産品店（主要な運送・宿泊機関等について
は当パンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載
されています。）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、旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険
の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範
囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び
搭乗される航空便名等に関る個人データを、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
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。

※ピーク期:4/27~5/6､7/20~8/31､12/20~1/7

[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

[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）

[4]旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100％

[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％

旅行代金の 20％

旅行代金の 10％

取消料（お一人様）旅行契約の解除期日

※掲載の写真はすべてイメージです。

TEL 043-350-3612 FAX 043-350-3171
取扱営業時間　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。

Q

A

海外ははじめて。大丈夫でしょうか？

・小学4年生以上の方が対象のツアーとなります。(小学4年生未満はお申込みいただけません)
・小学4年生～中学生までの方は保護者(20歳以上)の同伴が必要です。
・高校生以上の方はお一人でもご参加いただけます。但し、保護者の同伴のない未成年の方のご参加には保護者の参加同意書が必要です。

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

A

3月のミャンマーの気候と服装は？

3月のミャンマーは乾季にあたり雨は少ないものの、平均
最高気温が36℃、平均最低気温が22℃にもなり東京の
8月を凌ぐ暑さになります。日本の真夏の服装、且つ汗を
かいても着替えができるように余分に着替えを持って行っ
たほうが良いでしょう。
開校式参加の際も改まった服装は不要ですので、動きや
すいカジュアルな服装でご参加ください。

Q

A

ミャンマーの治安はどうですか？

熱心に仏教を信仰している人が多く、外国人が行くような
観光先やショッピングモールなどでも治安は比較的良好
です。
それでも人の多いところでは、スリやひったくりがおります
ので、貴重品には十分お気をつけください。

ミャンマー学校開校式 Q&A

ミャンマー学校開校式お申込みについて

¥168,000旅行代金　お一人さま（2名1室ご利用）

※詳しくは中面をご覧ください。

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。

写真はイメージです。

担当者 ： 姜（きょう）・上野・石田

国際・地域交流部

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

2019.2/4 月お申込み締切日

〒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

総合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。

TEL 043-350-3612 FAX 043-350-3171
取扱営業時間　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 ： 姜（きょう）・上野・石田

こちらからも
申し込み　　▶
いただけます。※定員になり次第締切らせていただきます。

※締切日以降のお申込みはご相談ください。

2019.2/4 月お申込み締切日

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。下段掲載のQRコードか
らもお申込みいただけます。
お申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。

1
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。
またクレジットカードでお支払い希望
の方は後日カード情報を伺います。

2 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。3

ミャンマー学校開校式ツアー
2019

※（公財）イオンワンパーセントクラブがすすめている支援事業での「開校式」です。※参加条件は2019年3月時点で小学4年生以上となります。

¥68,000旅行代金 お一人さま（2名1室ご利用）

小学4年生 ～ 高校生

（公財）イオンワンパーセントクラブより小学4年生～高校生の方 先着50名に
 補助金［お一人さま］100,000円があります。➡

はじめての
海外旅行に １人で行かせたい 子供と行きたい

※高校生以上 ※小4以上

旅行企画・実施 国際・地域交流部

未成年の方のご参加について 2019年3月時点での学年を基準とします。

国内空港からのお乗継は便利な全日空乗継便をご手配いたします。
（追加代金につきましてはお申込みの際にお問い合わせください。）

■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
　25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。

■旅券・査証について
　〇旅券(パスポート)：入国時に有効期間が6か月以上必要。
　〇査証(ビザ)：日本の一般旅券所持者は不要
　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。
■お申込み条件
　未成年の方は上記「未成年の方のご参加について」に記載の条件に従いお申込みくださ
い。大人(20歳以上)は1名様以上でお申込みください。宿泊の際、奇数人数でお申込
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。

■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2018年12月1日です。旅行代金･燃油サーチャージ・
空港諸税はは2018年12月1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。

由紀さおりさん安田祥子さんも
開校式に参加予定です。

（諸事情により参加を見送る場合もございます）

BANK

10日前頃  



ヤンゴン

ミャンマー

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。

時間帯の目安  早朝 朝 午前 午後 夜 深夜
4：00 6:00 8:00 12:00 18:00 23:00 4:00

曜日 訪問都市 移動手段 現地時間 内　容

全
日
空
乗
継
便（一例
）

成田空港発着

お一人さま・親子でご参加の方が多い、国際交流体験ツアーです。

※（公財）イオンワンパーセントクラブがすすめている支援事業での「開校式」です。※参加条件は2019年3月時点で小学4年生以上となります。

簡易な造りだった旧校舎

イオンワンパーセントクラブが支援する新校舎
イメージ（写真は過去開校した同等タイプ）

¥168,000

¥68,000
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、国際観光旅客税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。

旅行代金 お一人さま（2名1室ご利用の場合）

ヤンゴンから北へ約70kmの「タイチー Taikkyi地区」に位置して
います。学校には97名の児童と５名の教師が在籍しています。

シン サ カン 第一小学校

校舎だけではなく机や文房具、
運動器具なども支援しています。

子供たちとの交流を通して世界を知る旅。

✓通常の海外旅行にはない貴重な体験ができます。
町をあげての開校式・交流会が開かれます。

✓ミャンマーの歴史・文化を体験する充実の観光ができます。
1200年以上の歴史を持つ古都バゴー、托鉢体験などを予定しております。

✓（公財）イオンワンパーセントクラブの補助金で
　対象者の方は参加しやすくなります。
学校で勉強ができる喜びをお互いに分かり合う貴重な旅です。

シュエダゴン・パゴダ 写真提供：日本アセアンセンター
ⒸASEAN-Japan Centre

写真提供：日本アセアンセンター
ⒸASEAN-Japan Centre

写真提供：日本アセアンセンター
ⒸASEAN-Japan Centre

旅行代金 お一人さま（2名1室ご利用）

2019.2/4 月お申込み締切日

〔２日目〕
開校式・交流会

シン サ カン 第一小学校

写真はすべてイメージです。

小学4年生 ～ 高校生

*基準日2018年12月1日

燃油サーチャージ*(2019年2月以降） 13,200円
現地空港税* 3,020円
旅客サービス施設使用料 (旅客保安料を含む） 2,610円
国際観光旅客税 1,000円
渡航手続等代行手数料 (任意・希望者のみ） 2,160円
お一人部屋追加料金 (希望者のみ） 21,000円

別途かかる費用

ミャンマー最大の仏塔として、国民から憧れの聖地として、崇拝されています。仏塔は
ヤンゴン市街を見下ろすシングッダヤの丘の上に位置し、黄金に輝く建造物は、圧倒
的な存在感。国内外から大勢の人たちが参拝にやってきます。

ヤンゴンから約70kmの距離にあり、13
世紀~16世紀にかけてモン族の王都が
あった古都。歴史ある仏教遺跡、寺院巡
りが魅力の一つです。古くから受け継が
れているミャンマーの仏教文化・伝統文
化を体験していただくことができます。

訪問活動

観光

屋根がある学校、
机で勉強する事。
それが当たり前だと
昨日まで思ってた。

イオンはお客さまとともに、２０００年より教育施設が足りないアジア地域の学校建設を支援す
る活動をNPO、各国政府と連携し行っております。
毎年春に行う開校式では、現地の子どもたちと日本から参加したボランティアの方々と一緒に
開校の喜びを分かち合い、交流を深めております。

開校式ツアーのおすすめポイント

Sin Sa Khan (1) primary School

※成田空港で乗り継ぐ場合のフライト案になります。
※往路にて羽田空港着便をご利用の場合、乗継時間が不足するためお乗り継ぎはできません。
※羽田空港発着便ご利用に伴う前泊および羽田空港⇔成田空港の移動費用はお客さまのご負担
となります。
※国内線部分はツアーお申込み後の手配になり、ご希望に添えない場合もございます。
※片道だけのご手配も可能です。その他、ご不明な点はお問い合わせください。

 札　幌 NH2152 新千歳 7:45 く 成 田 9:25 NH2153 成 田 10:10 く 新千歳 11:55
 名古屋 NH338 中　部 7:40 く 成 田 8:50 NH337 成 田 17:00 く 中　部 18:10
 大　阪 NH2176 伊　丹 7:50 く 成 田 9:05 NH2177 成 田 16:40 く 伊　丹 18:00
 福　岡 NH2142 福　岡 7:20 く 成 田 9:05 NH2141 成 田 10:15 く 福　岡 12:25

発地 往路　便名と発着時間 復路　便名と発着時間
地方発も全日空乗継便をご手配いたします。 各都市からご参加いただけます。追加代金についてはお問い合わせください。

◎乗継便の料金は空席状況により変動いたします。

シュエターリャウン寝仏

全長55メートルの巨大な寝釈迦仏

新校舎の授業風景（イメージ）

シュエターリャウン（イメージ）

開校式の様子（イメージ）

学校訪問時の様子（イメージ）

ミャンマーの旧首都で最大の都市ヤンゴン
ビルマの竪琴の舞台バゴーを巡ります。

アウンサンマーケット●
シュエダゴン・パゴダ◎

バゴー・

•ホテル

◆シン サ カン
　第一小学校

空港

ヤンゴン川

く

古都・バゴー

●添乗員：成田空港より成田空港まで同行いたします。 
●最少催行人員：25名
●お食事：朝食2回 昼食2回 夕食3回（機内食は含みません）
※2日目の昼食は軽食になる場合がございます。 
●利用航空会社：NH（全日空）（エコノミークラス）
●利用ホテル：パラミホテル（ツインルーム/バス・トイレ付）
○本ツアーの旅行条件の基準日は2018年12月1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2018年12月1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。 
○天候や交通機関その他現地の事情により行程が変更となる場合があります。　

●凡例）・く 航空機 ・b＝専用車  　◆訪問活動　◎入場観光　●下車観光
朝＝朝食　昼＝昼食　夕＝夕食　　軽＝軽食　け＝機内食

成田空港集合
成 田 空 港 発

ヤ ン ゴ ン 着

ヤンゴン市内

タ イ チ ー

ヤンゴン市 内

ヤンゴン市内

バ ゴ ー 着

バ ゴ ー 発

ヤンゴン市 内

ヤ ン ゴ ン 発

成 田 空 港 着

航空機

専用車

専用車

専用車

航空機

9:00
11:00

16:30

夜
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各地から成田空港へ各自ご集合ください。
成田空港から空路、直行便にてヤンゴンへく 〈NＨ813〉
(予定飛行時間：8時間0分、機内食：１回）
ヤンゴン到着
専用車でレストランへb
市内レストランで夕食

◎シュエダゴン・パゴダ
（金色に輝くミャンマー最大の寺院）
その後ホテルへ、チェックイン
 〈ヤンゴン：パラミホテル　泊〉 　─ け夕

朝食後、ホテル発　開校式開催地タイチーへb
(ヤンゴンから約3時間）

 ◆ミャンマー学校開校式・交流会

昼食は車内にてパン、飲み物等の軽食となります。

◆過去開校地を訪問予定
（現地の事情により受入れができない場合は
ヤンゴン市内にてサンセットクルーズ
〔約90分／乗船観光〕を予定しております)

市内レストランで夕食
その後ホテルへ

 〈ヤンゴン：パラミホテル　泊〉 　朝軽夕

朝食後、ホテル発　バゴーへb
（ホテルから約2時間）
「ビルマの竪琴」で有名な古都バゴー見学
●チャッカワイン僧院（僧侶修業の場で托鉢体験）
昼食

◎シュエターリャウン寝仏
（ミャンマースタイルのお祈り体験）
●モン族の機織り見学

●アウンサウン・マーケット
（ヤンゴン最大のマーケット。お土産探しに最適）

市内レストランにて夕食
夕食後、ヤンゴン空港へ

空路、直行便にて成田空港へく〈NＨ814〉
(予定飛行時間：6時間５分、機内食：１回）
 〈機中 泊〉 　朝昼夕

成田空港着　～お疲れさまでした。～

a a け ─ ─

2019. 3.28［木］ ~3.31［日］ │2泊4日│成田空港発着
ミャンマー学校開校式ツアー

シン サ カン 第一小学校にて開催〜


