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冬 海外

OMCホームページにてWEBパンフレット掲載中！ https://www.omca.or.jp/travel/tour.html
※こちらは正式なパンフレットではございません。
お申込みの際は必ず各社パンフレットをご請求いただき、内容をご確認の上お申し込みください。
旅行会社より詳しい資料と旅行条件書をお送りいたしますので、
必ず詳細をご確認くださいますようお願いします。
※協同組合へのお申込みのご依頼をいただきますと、
※運送機関等の運賃・料金が値上げされた時は、その差額をいただく場合もございますのでご了承ください。 ※掲載の写真は全てイメージです。

このツアーは、大阪府医師協同組合、京都府保健事業協同組合、神戸医師協同組合、岐阜県医師会協同組合、
滋賀県医師協同組合、
奈良県医師協同組合、
和歌山県医師協同組合による共同企画です。
■大阪府医師協同組合旅行係 TEL.06-6768-2047 ■京都府保健事業協同組合旅行係 TEL.075-223-1493 ■神戸医師協同組合旅行係 TEL.078-241-8819 ■岐阜県医師会協同組合旅行係 TEL.058-274-1116
■和歌山県医師協同組合旅行係 TEL.073-422-2678
■奈良県医師協同組合旅行係 TEL.0742-34-7991
■滋賀県医師協同組合旅行係 TEL.077-516-8660

11-1〈受注型企画旅行〉

カンボジア
4日間

日本旅行企画 担当：弥永

〜深い森の中に佇むクメール芸術の宝箱〜

一生に一度は行きたい!感動の世界遺産・アンコールワット ４日間
ルワット
クメールの至宝・アンコー

映画の舞台にもなった タ・プロム

美しいバンティアイ・スレイの彫刻

旅行スケジュール
（食事：朝2回・昼2回・夕3回）※機内食は2回
関西空港（10：30頃発） （所要時間約5時間10分） （ハノイ乗継）
1
11/22 （所要時間約1時間45分） シェムリアップ空港（16：55頃着）
（木） 到着後、
クメール料理の夕食後、
ホテルへ。
〈アンコールパレス リゾート＆スパ〉

日次

月日

日目

朝食後、世界遺産・アンコールトム観光（城壁に囲まれた宗教都城。南大門、
バイヨン、
バブーオン、
ビミアナカス、
ライ王のテラス、
象のテラスなど）

タ・プロム寺院観光（映画の舞台にもなった自然と共存する遺跡。遺跡を覆い尽くす
2

旅 の Point

ル建築の最高傑作！）

一度は訪れたい人気の世界遺産・アンコール遺跡群を、ベストシーズン
にたっぷりご案内するコースです。美しいクメール建築・彫刻・壁画を
是非、目の前でご堪能ください。

♪観光途中にホテルにて休憩時間をご用意♪
☆夕食：カンボジア伝統舞踊・アプサラダンスディナーショー（ビュッフェ）
〈アンコールパレス リゾート＆スパ〉

日本とカンボジア・ベトナムの時差は2時間です。

旅行代金

早朝、
アンコールワットから日の出観賞。
ホテルに戻り朝食と休憩。
午前、ベンメリア遺跡観光（アンコールワットより古い遺跡で修復されていない

平成30年11月22日
（木）
〜25日
（日）
お一人様 168,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

3

日目

旅行期間

※シングル利用の場合、30,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃、査証代等（概算25,000円）
別途必要
※ビジネスクラスご希望の場合はお問い合わせください。
募集人数 14名
添乗員 同行いたします
（最少催行人数8名）
宿泊施設

旅行企画
・実施

れる美しい女神の浮き彫りが有名）

ベトナム航空
シェムリアップ／アンコールパレス リゾート＆スパ（デラックスルーム・2連泊）

コース番号

11-1、
A-1〜A-20

コース番号 A-21
コース番号 A-22

11/25 （所要時間約1時間15分） （ホーチミン乗継） （所要時間約4時間45分）
（日） 関西空港（7：00頃着）

0120-34-5252

梅田支店
〒530-0027 大阪市北区堂山町 3-3 日本生命梅田ビル10 階

ロイヤルロード銀座大阪店
（旧

4

0120-06-1131

〒556-0016 大阪市浪速区元町 1-2-2 井上難波ビル 3 階

㈱

為、
ジャングルに浮かぶ真の遺跡の姿が見られます）

11/24 郷土料理の昼食後、バンティアイ・スレイ遺跡観光（ 宝石箱 と言われるほ
『東洋のモナリザ』
と称さ
（土） ど、建築美・彫刻美ともに最も格調高い美しさを誇る遺跡。
フランス料理の夕食後、
空港へ＝シェムリアップ空港（21：35頃発）
〈機中泊〉

日目

利用航空会社

ほどに成長したガジュマルの樹が壮大）

11/23 クメール料理の昼食後、世界遺産・アンコールワット観光（クメールの輝か
（金・祝）しい時代に造られ、カンボジア国旗にも描かれている世界最大級の石造寺院。クメー

日目

まるで天空の城ラピュタの世界

ANTA 正会員
※年末年始は12月31日12時〜1月3日が休みとなります。
山本
JATA 正会員
中沢和雄

中井

64号 JATA 正会員
11：00〜19：00 休業日：無休（但し12/30〜1/3は休業）
大田

ロイヤルプラザ大阪）

〒530-0057 大阪市北区曽根崎 2-11-5 梅田ＯＳホテル

1

A-1〈受注型企画旅行〉

日本旅行企画 担当：弥永

〜青い空と白い街並が織りなす絶景〜

スペイン 憧れの宮殿ホテルに泊まる
7日間

魅惑の アンダルシア・マドリッド ７日間
スペインの至宝・アルハンブラ
宮殿

宮殿敷地内のパラドール

断崖絶壁の上にある古都 ロンダ

月日
旅行スケジュール
（食事：朝4回・昼4回・夕4回）※機内食は5回
1 12/29
関西空港（19：15頃発） （所要時間約4時間25分） （香港乗継）
（土）
〈機中泊〉

日次

日目

日目

（所要時間約14時間35分） マドリッド空港
（8：00頃着）
到着後、
スペイン新幹線ＡＶＥにてコルドバへ（ゆったり一等車にご乗車）
2
12/30 昼食と 世界遺産 コルドバ観光（世界でただ一つ、イスラム教とキリスト教の文
グラナ
（日） 化が共存するメスキータ、ローマ橋、ユダヤ人街・花の小径など） 観光後、
ダへ。♪ご希望の方は夕食後
『洞窟フラメンコ』
へご案内
【別途料金】
♪
〈パラドール デ グラナダ〉
朝食後、
グラナダ 世界遺産 アルハンブラ宮殿・ヘネラリーフエ離宮観光

白い村 フリヒリアナ

毎年大人気のスペイン、今回は独特の文化が残るアンダルシア地方と
マドリッドへご案内。
アルハンブラ宮殿をはじめ映画の舞台になったロ
ンダ、世界遺産コルドバ、美しい古都トレドなど見どころ多数です。

旅 の Point

日目

日本とスペインの時差は8時間です。
（日本と香港の時差は1時間です）

旅行代金

4

『スペイン一美しい村』
に選ばれたフリヒリアナへご案内（白壁の
12/31 昼食後、
（月） 家々が美しい可愛らしい村を散策）
☆夕食：ホテルにて ガラディナー （大晦日に供される特別なディナー）
〈パラドール デ グラナダ〉

朝食後、
断崖絶壁に立つ古都ロンダ観光（闘牛場・ヌエボ橋・白壁の旧市街を散策）
パラドールにて昼食後マラガ駅へ移動し、
スペイン新幹線ＡＶＥにてマド
1/1 リッドへ（ゆったり一等車にご乗車）
（火・祝）
到着後、
トレドへ移動し、
お泊りはパラドールにて。
〈パラドール デ トレド〉

日目

旅行期間

（スペインにおける最後のイスラム王国が築いた宮殿、イスラム建築の華と称される最高傑作）

3

ホテルにもこだわり、
グラナダではアルハンブラ宮殿内にある
『パラドール デ グラナ
ダ』、
トレドでは世界遺産の街並みを見渡す絶景の『パラドール デ トレド』
にてご宿泊い
ただきます。
（※パラドールとは、中世の古城や王侯貴族の邸宅や別荘、修道院など歴
史的建造物を利用したホテルです）

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月4日
（金）
お一人様 578,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

※シングル利用の場合、100,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算30,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金280,000円
★先着10名様ビジネスクラス確約！★
募集人数 14名
（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします

日目

5

日目

6

キャセイパシフィック航空
宿泊施設 グラナダ／パラドール デ グラナダ
（2連泊）
トレド／パラドール デ トレド
マドリッド／メリア マドリッド プリンセサ

利用航空会社

日目

7

朝食後、世界遺産 トレド観光（エルグレコの最高傑作があるサント・トメ教会、
1/２ スペインカトリックの総本山・カテドラルなど）
マドリッド観光（世界三大美術館のひとつプラド美術館、王宮、スペイン広場など）
（水） 昼食後、
☆夕食：高級スペイン料理を♪
〈メリア マドリッド プリンセサ〉
空港へ。
1/3 朝食後、
（木） マドリッド空港（11：20頃発） （所要時間約12時間45分）
1/４ （香港乗継） （所要時間約3時間35分） 関西空港（12：35頃着）
（金）

A-2〈受注型企画旅行〉

オーストリア
7日間

〈機中泊〉

日本旅行企画 担当：弥永

にご案内〜
〜人気のウィーン交響楽団「第九コンサート」
煌めく 音楽の都 ウィーンとザルツブルグが奏でる優雅なお正月 ７日間

人気の第九コンサートへ

オペラ座そばで３連泊
美しい冬のザルツブルグ

日次

2

ウィーン空港（6：05頃着）到着後、
列車にてザルツブルグへ（ゆったり一等車にて）
12/30 昼食後、世界遺産 ザルツブルグ観光（サウンドオブミュージックの舞台となっ
（日） たミラベル庭園・モーツァルトの生家・旧市街など）
〈ブリストル〉

日目
日目

年末年始の特別なコンサートやオペラを目当てに人々が集まる、
１年で最
も煌めくウィーンにご滞在。毎年恒例の ベートーベン・第九コンサート
（ウィーン交響楽団）
をお楽しみいただきます。

日本とオーストリアの時差は8時間です。
（日本と台湾の時差は1時間です）

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月4日
（金）
お一人様 748,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

フリータイム 〜美術館めぐりや素敵なカフェなどお楽しみください〜
1/2 昼食後、
（水） ♪夕食のご予約やオペラ・コンサートのご希望がございましたら、お申
し付けください【別途料金】♪
〈リング ホテル〉

6

朝食後、空港へ。
1/3 ウィーン空港（11：00頃発） （所要時間約11時間50分） （台北経由）
（木）
〈機中泊〉

チャイナエアライン
ザルツブルグ／ブリストル
ウィーン／リング ホテル（3連泊）

7

日目

宿泊施設

2

朝食後、
ウィーンの森観光（エリザベートの息子・ルドルフ皇太子の悲劇の舞台
マイヤーリンク、
ヨーロッパ最大の地底湖ゼーグロッテなど）

5

日目

※シングル利用の場合、160,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算30,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金300,000円
★先着10名様ビジネスクラス確約!★
募集人数 14名
（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
利用航空会社

シェーンブルン宮殿、
ニューイ
朝食後、
終日ウィーン観光（ハプスブルグ家夏の離宮、
ウィーンのシンボル・シュテファン寺院、
ベルベデーレ宮殿など）
1/1 ヤーマーケットへもご案内、
（火・祝）☆夕食：楽師の奏でる音楽に耳を傾けながらホイリゲにて
〈リング ホテル〉

日目

旅行代金

朝食後、
ザルツカンマーグート地方観光（世界の湖岸で最も美しい街と言われる
12/31 世界遺産 ハルシュタット散策）
一路ウィーンへ。♪コンチェルトハウスにて、恒例の第九コンサートへご案内♪
（月） 昼食後、
オペラ座すぐそばのラグジュアリーなホテルで３連泊〈リング ホテル〉

日目

4

夏とは違う幻想的な白い景色が見られる世界遺産ザルツブルグやハルシュタットへも
ご案内。
ウィーンでは３連泊いたしますので、優雅な休日をお過ごしください。

旅行期間

（食事：朝4回・昼4回・夕3回）※機内食は5回

12/29 関西空港（19：00頃発） （所要時間約3時間20分） （台北経由）
（所要時間約13時間30分）
〈機中泊〉
（土）

3

旅 の Point

旅行スケジュール

1

日目

シェーンブルン宮殿

月日

最も美しい街・ハルシュタット

1/4
（金）

（所要時間約2時間30分）

関西空港（11：40頃着）

A-3〈受注型企画旅行〉

イタリア
7日間

日本旅行企画 担当：中尾

世界遺産 アマルフィ海岸

〜まばゆい陽光と紺碧の地中海へ…〜
感動の南イタリア 世界遺産の美しい街々と
地中海の絶景をめぐる 7日間

マテーラ・中世の洞窟住居群

月日
旅行スケジュール
（食事：朝5回・昼5回・夕4回）※機内食は4回
1 12/29 関西空港（9：10頃発） （所要時間約1時間50分） （仁川乗継）
（土） （所要時間約13時間10分） ローマ空港（17：15頃着）
〈ローマ〉

日次

日目

2

日目

ホテルレストランからの景色（ナポリ）

アルベロベッロの可愛らしい街

貴重な史跡や中世の街並が残る南イタリアの世界遺産へご案内。
一度は
写真に収めたいアマルフィの絶景やポンペイの古代遺跡。
活気あふれる
ナポリの旧市街、
穏やかなアルベロベッロの散策など南イタリアの魅力たっぷりの旅です。
ゆったりと滞在いただけるように、
アルベロベッロとナポリでは2連泊いたします。

利用航空会社

5

※シングル利用の場合、68,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算30,000円）
別途必要
※ビジネスクラスご希望の場合はお問い合わせください。

14名（最少催行人数10名）

同行いたします
アシアナ航空
ローマ／ローマ・マリオット・パークホテル
アルベロベッロ／グランド・ホテル・オリンポ（2連泊）
ナポリ／ベストウエスタンホテル・パラディソ（2連泊）

6

添乗員

7

日目

宿泊施設

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月4日
（金）
お一人様 568,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

募集人数

世界遺産 アマルフィ 観光（ドゥオーモ、天国の回廊、アマルフィ海岸ドライブ、

＝ホテル
1/1 昼食：魚料理）
（火・祝）☆夕食：ホテル内展望レストラン
ナポリ湾を望む景色のよいホテル〈ナポリ〉

日目

旅行代金

世界遺産 アルベロベッロ 観光（三角屋根の可愛らしい町並を散策、ポポロ広
トゥウリ建築のサントニオ教会、昼食：肉料理）
＝世界遺産 マテーラ 観光
12/31 場、
＝ホテル
（月） （洞窟住居群が続く町並を散策、展望台より街を一望）
☆夕食：ガラディナー
〈アルベロベッロ〉

日目

4

日本とイタリアの時差は8時間です。
旅行期間

3

日目

旅 の Point

12/30 世界遺産 ガゼルタ宮殿（ナポリ王国時代に築城の18世紀最大の王宮）＝アルベロベッロ
（日） ☆夕食：ホテル内レストラン
〈アルベロベッロ〉

1/２
（水）

朝食後、世界遺産 ポンペイ遺跡 （ヴェスヴィオ火山の噴火により忽然と消え
た都市、
モザイクや赤の壁画が美しい秘儀装見学、昼食：魚料理）
＝世界遺産 ナ
ポリ歴史地区 （車窓観光）
＝ホテル
☆夕食：港のレストラン
「トランスアトランティコ」
にて

1/3 レビの泉、真実の口など）
（木）
ローマ空港（19：05頃発）

6日間

〈機中泊〉

1/４ （所要時間約11時間30分） （仁川乗継） （所要時間約1時間55分）
（金） 関西空港（19：05頃着）

A-4〈受注型企画旅行〉

インド

〈ナポリ〉

ト
朝食後、
一路ローマへ。
ローマ半日観光（昼食：肉料理、世界遺産・コロッセオ、

日本旅行企画 担当：秋本

〜ベストシーズンに行くインドへの旅〜
全日空で行く悠久の流れガンジス川とタージ・マハル

インド 6日間

ル
世界遺産 タージ・マハ

インド料理

日次

1

日目

ガンジス川

世界遺産 ファテプール・シクリ

過ごしやすいシーズンに訪れるインド！その中でもガンジス川のほとり
バラナシとデリー・アグラを訪れます。
タージ・マハルをはじめとした
数々の世界遺産やガンジス川でも沐浴で有名なバナラシも訪れます。
通常夜行列車を使うバラナシ⇔アグラ間では航空機を利用するらくらくプランです。
日本とインドの時差は3時間30分です。

旅行代金

3

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月3日
（木）
お一人様 448,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

※シングル利用の場合、58,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃、
査証代等
（概算42,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金398,000円（成田⇔デリー間）
※プレミアムエコノミー追加代金148,000円
（成田⇔デリー間）
★先着各クラス6名様ビジネスクラス・プレミアムエコノミー確約！★
募集人数 12名
（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします

4

早朝、
インドの母なる大河ガンジス川でボートに乗り、沐浴風景を見物。
バザールを散策しながら黄金寺院（外観のみ）見学。
12/31 バラナシ空港（12:15頃発） （所要時間約1時間10分） アグラ空港（13:25頃着）
（月）
到着後、世界遺産 アグラ城塞を見物。
☆夕食：ホテル内でガラディナー
〈アグラ〉

ムガール帝国第5代皇帝シャージャハーンが愛妻の死を悼み22年間か
1/1 けて完成した霊廟 世界遺産 タージ・マハルと郊外の 世界遺産 ファ
（火・祝）テプール・シクリを見物。
☆夕食：市内レストランにて中華料理
〈アグラ〉

5

日目

宿泊施設

〈機中泊〉

日目

利用航空会社

（食事：朝4回・昼4回・夕4回）※機内食は2回

12/29 伊丹空港（14：10頃発） （成田乗継） （所要時間約10時間20分）
（土）

デリー空港（0：05頃着）到着後、空港近くのホテルへ。
空港からほど近い便利なホテル〈ニューデリー〉
2
空港へ。
デリー空港 （所要時間約1時間20分） バラナシ空港
12/30 朝食後、
（日） 四大仏跡の一つサルナート観光（ダメークストゥーパ・アショカ王の石柱・ビルマー僧院など）
☆夕食：ホテル内レストランにてブッフェ
日本人観光客の利用も多く、サービスにも定評がある
〈バラナシ〉
日目

旅行期間

旅行スケジュール

日目

旅 の Point

月日

全日空・エアインディア（インド国内線）
ニューデリー／フォーポイントバイシェラトン・ニューデリー
バラナシ／ラマダ プラザ バラナシ
アグラ／フォーポイント バイ シェラトン・アグラ（2連泊）

日目

6

〜同等クラスになる場合がございます〜

3

朝食後、
デリーへ。到着後、 世界遺産 のクトゥブミナール、
フマユーン
1/２ 廟、
レッドフォート、
聖地ラージガート、
インド門、
大統領官邸など見物。
（水）
インド料理の夕食後、
空港へ。
〈機中泊〉
1/3 デリー空港（1：25頃発） （所要時間約7時間50分） （成田乗継）
（木） 伊丹空港（18:20頃着）

A-5〈受注型企画旅行〉

ネパール
6日間

日本旅行企画 担当：弥永

〜2018年10月グランドオープンの山岳ホテルに泊まる〜
雄大な山々と出会う 美しき秘境 ネパール・ヒマラヤ 6日間
朝日に照らされるヒマラヤ

世界遺産 パタンの街並み

旅行スケジュール
（食事：朝4回・昼4回・夕4回）※機内食は4回
関西空港（10：00頃発） （所要時間約4時間25分） （香港乗継）
1
12/29 （所要時間約5時間20分） カトマンズ空港（22：05頃着）到着後、
ホテルへ。
（土）
森の中に位置する緑豊かなホテル〈ゴカルマ・フォレスト・リゾート〉

日次

月日

日目

ペワ湖から見上げる名峰

日目

2

朝食後、
ゆっくりのご出発。
国内線にて空路ポカラへ。
到着後、
昼食とネパール屈指のリゾート地ポカラ
12/30 観光（デヴィズ・フォール、
グプテシュワール、
マハーデヴ洞窟、
タシリン・チベット村など）
（日）
観光後、
サランコットの丘頂上に建つ、
オープンしたばかりのホテルへ。
素晴らしい眺望のホテルで連泊〈ホテル アンナ・プルナビュー〉
★ホテルの敷地から朝日に照らされるヒマラヤの名峰をお楽しみください★
朝食後、サランコットの丘頂上までのミニハイキングへご案内（ネパール

こだわりのホテル ドゥワリカ

日目

3

世界最高峰・エベレストを代表とする8,000ｍ級の山々を有するネ
旅の
パールへ。2018年10月にグランドオープンを迎える、
日本人が建設
したことでも話題のラグジュアリーホテルに連泊。
ヒマラヤの名峰をホテルから、ハイ
キングから、湖上からと様々な姿でご堪能いただけます。

Point

〈ホテル アンナ・プルナビュー〉

世界遺産カトマンズやパタンの観光にもご案内し、
ネパール名物料理もご用意しております。

4

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月3日
（木）
お一人様 468,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）
5

日目

（天気が良ければ世界最高峰・エベレストなどヒマラヤの絶景が目の前に！飛行時間約50分）
午前、世界遺産 カトマンズ観光（ネパール最古の仏教寺院・スワヤンブナート）
1/２ 昼食後、世界遺産 パタン観光（ゴールデンテンプル、クンベシュワール寺院、
（水） マハブッダ寺院など）

夕食後、
空港へ。
カトマンズ空港（23：15頃発） （所要時間約4時間20分）
〈機中泊〉

キャセイパシフィック航空（関空⇔香港間）
キャセイドラゴン航空（香港⇔カトマンズ間）
カトマンズ／1日目：ゴカルマ・フォレスト・リゾート 4日目：ドゥワリカ
ポカラ／ホテル アンナ・ブルナビュー（2連泊）

6

日目

宿泊施設

1/1 （ダルバール広場、少女の生き神クマリが暮らす・クマリの館、地元の市場通りインドラ
（火・祝）チョーク、アサン散策など）
☆夕食：ネパールダンスディナーショーを見ながらネパール料理
伝統的なネワール建築で建てられ、内部もネパール製品で統一されたこだわりのホテル
〈ドゥワリカ〉
★早朝：ご希望の方は
『ヒマラヤ遊覧飛行』へご案内【別途料金】★

※シングル利用の場合、100,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃、
査証代等
（概算35,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金230,000円
★先着10名様ビジネスクラス確約！★
募集人数 14名
（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
利用航空会社

★ホテルの敷地から朝日に照らされるヒマラヤの名峰をお楽しみください★
国内線にて空路カトマンズへ。
到着後、
昼食と 世界遺産 カトマンズ観光

日目

旅行代金

12/31 ※ミニハイキングをされない方は、ホテル近辺にてゆっくりお過ごし
（月）
いただく事も出来ます
昼食後、ペワ湖周辺観光（湖面に映るヒマラヤの名峰を楽しめる絶景ポイント、
ボートに乗って湖上から見上げる山々は格別）

日本とネパールの時差は3時間15分です。
（日本と香港の時差は1時間です）
旅行期間

のマッターホルンと呼ばれる マチャプチャレ など8,000ｍ級のアンナプルナ山峰
の大パノラマを眺望/標高差約30ｍ・片道約30分）

1/3 （香港乗継） （所要時間約3時間30分）
関西空港（12：25頃着）
（木）

A-6〈受注型企画旅行〉

タイ

5日間

日本旅行企画 担当：橋本

〜タイでお正月 カウントダウン花火観賞!! JAＬ直行便利用〜
エキゾチックな
「微笑みの国」
スイートルームで優雅なタイランド 5日間

」
院 ワット・アルン「暁の寺
バンコクの華やかな寺

バンコク郊外 水上マ−ケット風景
日本ともゆかりのある地「アユタヤ遺跡」

日次

日目

1

最新鋭JAL機材で快適な空の旅

2

活気溢れる黄金都市バンコク、世界遺産にも登録された神秘のアユタヤ。有名レスト
ランでの高級タイ料理、
シーフード料理、
タイ風中華料理など多彩なグルメをご用意。
親日国で安心・快適なタイランドへ。
日本とタイの時差は2時間です。

旅行代金

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年１月3日
（木）
お一人様 276,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

の3王を祭る
「ワット・プラ・シー・サンペット」
、
木に絡まれた仏像
「ワット・マハタート」
、
高さ60m

12/31 の仏塔がシンボル「ワット・ヤイ・チャイ・モンコン」観光。別途料金で
「象乗り」
も体験可能）
（月）
＝バンコク市内にて昼食:飲茶＝ホテル（早目にチェックイン）
＝夕食:高級タイ料理
＝夕食後、
ご希望のお客様をカウンントダウン花火観賞へご案内＝ホテル
バスタブ＆温水洗浄トイレ付
〈グランデセンタ−ポイントスクンビット55〉
朝食後、
ダムヌンサドアック水上マーケット観光とメークロン駅市場散策。
黄金の都市・バンコク市内観光（バンコクの歴史と美術が凝縮された「王宮・エメ

1/1 ラルド寺院」、暁の寺の異名を持つ「ワット・アルン」
「涅槃寺」
など）
（火・祝）☆昼食:タイスキ料理 ☆夕食:タイ舞踊ショー観賞付シーフードバーベキュー

プール、
ジムも完備〈グランデセンターポイントスクンビット55〉

※シングル利用の場合、35,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算15,000円）
別途必要
※ビジネスクラスご希望の場合はお問い合わせください。

4

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
日本航空
バンコク／グランデセンタ−ポイントスクンビット55（2連泊）

5

日目

宿泊施設

3

日目

募集人数
利用航空会社

（食事：朝3回・昼2回・夕3回）※機内食は2回

12/30 関西空港（22:50頃）ご集合
（日）

日目

旅行期間

旅行スケジュール

関西空港（0:50頃発） （所要時間約5時間45分） バンコク空港（5:00頃着）
＝アユタヤへ移動（途中、朝食）
＝世界遺産の遺跡群・アユタヤ観光（アユタヤ王朝

2016年オ−プンの真新しいホテルで「エグゼクティブスイートルーム
（70㎡）」
に滞在。

日目

旅 の Point

月日

4

朝食後、
フリータイム ★オプショナルツアーなどお手配いたします。

1/2 【お申込み後に詳細ご案内／別途料金】※お部屋は12：00までご利用いただけます。
（水）
夕食: タイ風中華料理＝バンコク空港（22：55頃発）
〈機中泊〉
1/3
（木）

（所要時間約5時間30分）

関西空港（6：10頃着）

A-7〈受注型企画旅行〉

カンボジア
4日間

日本旅行企画 担当：橋本
圧巻の世界遺産 アンコールワ
ットから初日の出

〜アンコ−ルワット遺跡から眺める朝日で初詣〜
悠久の時を越えて蘇る世界遺産アンコールワット 4日間

遺跡を侵食する樹木に生命力を感じる
「タ・プロム寺院」

旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼2回・夕3回）※機内食は3回
関西空港（9：00頃発） （所要時間約4時間05分） （広州乗継）
1 12/30 （所要時間約2時間50分） シェムリアップ空港（17：20頃着）
（日） ☆夕食：カンボジア料理
〈ソカシェムリアップリゾート＆コンベンションセンター〉

日次

月日

日目

リゾートホテルにご宿泊

Point

世界最大の宗教建築と言われる遺跡群で、寺院、宮殿、霊廟のすべての
役割を果たしており、
クメールの小宇宙と称される世界遺産アンコール
ワット。根強い人気で、何度見ても圧巻の遺跡群を巡る旅。

2

日目

旅の

朝食後、世界遺産タ・プロム寺院（発見当初の様子に近い形で保存されてい

る、歴史を感じることのできる遺跡）

蓮の楽園「ロータスフィールド」

日本とカンボジアの時差は2時間です。
旅行期間

募集人数
宿泊施設

※シングル利用の場合、45,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃、
査証代等
（概算22,000円）
別途必要
※ビジネスクラスご希望の場合はお問い合わせください。

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
中国南方航空
シェムリアップ／
ソカシェムリアップリゾート＆コンベンションセンター（3連泊）

4

日目

利用航空会社

★2019年 早朝 アンコールワットからの初日の出鑑賞にご案内★
朝食後、
トレンサップ湖観光（カンボジアの心臓と呼ばれる、東南アジア最大の
湖の水上村を見学）、
蓮の楽園「ロータスフィールド」へご案内
3
1/1 午後：ベンメリア遺跡（現在も修復されないまま森の中に眠る巨大寺院）
（火・祝）
★ご希望の方はプレループ遺跡でジャングルに沈む夕日鑑賞へご案内★
☆昼食：日本食 ☆夕食：フランス料理
〈ソカシェムリアップリゾート＆コンベンションセンター〉

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年1月2日
（水）
お一人様 288,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

旅行代金

午後:世界遺産アンコールトム遺跡（バイヨン寺院、ライ王のテラス、南大門な
ど クメールの微笑み に守られた城塞都市をご見学）、
世界遺産・アンコール
12/31 ワット遺跡（西参道、聖池、第一・二回廊、中央祠堂、壁画、
レリーフなどをご見学）
（月）
☆昼食：中華料理
☆夕食：ホテル内にて伝統舞踊 アプサラ舞い の観賞ディナー
★ご希望の方にはカウントダウン花火鑑賞へご案内★
〈ソカシェムリアップリゾート＆コンベンションセンター〉

朝食後、空港へ。
1/2 シェムリアップ空港（11：10頃発） （所要時間約2時間35分）
（水） （広州乗継） （所要時間約3時間40分）
関西空港（20:30頃着）

A-8〈受注型企画旅行〉

ベトナム
5日間

日本旅行企画 担当：羽山

〜年末年始を格式高くフランスの薫り漂うホテルに優雅に2連泊〜
ハノイ最高峰の名門ホテルとハロン湾世界遺産クルーズ 5日間

トロポールハノイ
ソフィテルレジェンド・メ

ベトナム風フレンチ

世界遺産 ハロン湾クルーズ

旅 の Point

旅行期間
旅行代金

（食事：朝3回・昼3回・夕4回）※機内食は2回

朝食後、
終日ハノイ市内観光（ホーチミン廟・ホーチミンの家・一柱寺・文廟・ホア
12/31 ンキエム湖｢シクロ｣体験乗車）
＝昼食：飲茶＝ホテル
（月）
☆夕食：ホテルにてガラディナー
〈ハノイ〉

朝食後、ハロン湾へ＝クラシックな遊覧船でハロン湾クルーズ
昼食：ベトナム料理ビュッフェ
3
フリータイム（洞窟見学、クッキングスクールなど）
1/1
（火・祝） 海上で停泊（サンデッキにてサンセットカクテル）
夕食：船内ディナー
〈船中泊〉

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年1月3日
（木）
お一人様 348,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）
※シングル利用の場合、95,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算12,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金120,000円

4

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
ベトナム航空
ハノイ／ソフィテルレジェンド・メトロポールハノイ（2連泊）
ハロン湾／エメロード号または同等クラス

5

日目

宿泊施設

2

日目

募集人数
利用航空会社

旅行スケジュール

日目

日本とベトナムの時差は2時間です。

月日

関西空港（10：30頃発） （所要時間約5時間10分） ハノイ空港（13：40頃着）
1
12/30 到着後、専用車でホテルへ。
（日） ※チェックイン後、ご夕食まで休憩。ご希望の方はホテルのヒストリカルツアーへご案内。
☆夕食：
「Press Club」
にてベトナム風フレンチ
〈ハノイ〉
日目

海の桂林と呼ばれる世界遺産｢ハロン湾｣。
フランス領インドシナ時代に実在した遊覧船
や大航海時代の商船を思わせるクルーズ船で1泊2日の船旅へ。サンデッキから、朝日
や夕日に染まる奇岩をゆったりご観賞ください。途中、幻想的な鍾乳洞の観光や漁村訪
問などのアクティビティもお楽しみいただけます。

日次

日目

ハノイで最も格式高い「ソフィテルレジェンド・メトロポールハノイ」に
2連泊。チャールズ・チャップリンなどの著名人からも愛された歴史
あるホテルで、数々の受賞暦をもつ最高級スパや、ホテルのヒストリカルツアーなど
をお楽しみください。

高級感漂うクルーズ船

5

サンデッキにて太極拳（ティー＆コーヒー）
朝食後、様々な奇岩を眺めながらクルージング
1/2
昼食後、
チェックアウト
（水）
＝ハノイ・バッチャン村（ベトナム陶器で有名な村へ）
「ワイルド・ロータス」
にてベトナム料理の夕食後、空港へ。 〈機中泊〉
1/3 ハノイ空港（0:45頃発） （所要時間約3時間55分） 関西空港（6：40頃着）
（木）

A-9〈受注型企画旅行〉

ベトナム
5日間

日本旅行企画 担当：秋本

〜プライベートビーチを持つ5つ星極上リゾートホテルで過ごす〜
今注目のベトナム・ダナン極上リゾートと世界遺産ホイアン 5日間

アプサラダンスを観賞しながらの夕食

ホイアンの古い街並み

ダナンリゾートで寛ぎのひととき

日次

ベトナムの世界遺産
「ミーソン遺跡」
「ホイアンの古い街並み」
を訪れます。

1

日目

旅 の Point

「ヴィンパール・ダナン・リゾート＆ヴィラス」は５つ星ビーチリゾートホ
テルです。プライベートビーチをはじめ5つのプールをもち、館内はインドシナ半島の
伝統的様式とコンテンポラリーなデザインをミックスしたモダン・テイストでまとめられ
ています。ゲストルームは54㎡以上とゆとりある仕様となっております。
ビーチアク
ティビティまでレジャーにふさわしいプログラムが多彩に揃っているのも魅力です。

日目

2

日本とベトナムの時差は2時間です。

旅行代金

3

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月2日
（水）
お一人様 298,000円（2名様1室／エコノミークラス利用／関西空港発着）
※シングル利用の場合、88,000円追加
※岡山空港発着の場合、
20,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算14,000円）
別途必要
※ビジネスクラスご希望の場合はお問い合わせください。

12名（最少催行人数10名）
大韓航空

宿泊施設

ダナン／ヴィンパール・ダナン・リゾート＆ヴィラス（3連泊）

添乗員

同行いたします

5

日目

5日間

午前：ダナン市内観光（ダナン大聖堂、チャム彫刻美術館、マーブルマウンテンなど）
12/30 午後：ホテルに戻り夕食までフリータイム
「アプサラ」
にてアプサラダンスを観賞しながら海鮮料理
（日） ☆夕食：
〈ダナン〉
朝食後、夕食までフリータイム。ホテル前のビーチやプールなどでお過ごしく
ご希望の方はオプショナルツアーをご用意いたします【別途料金】
12/31 ださい。
（月） ①世界遺産 古都フエ 日帰り観光（昼食付）②ゴルフプレー（送迎付）
☆夕食：ホテルにてガラディナー
〈ダナン〉
午前： 世界遺産 ミーソン聖域観光（チャンパ王国の聖地として栄えた遺跡を見学）
「シークレットガーデン」
にて郷土料理。
午後： 世界遺産 ホイアン観光（昼食：

1/1 日本人が架けたと言われる｢来遠橋｣、福建会館など）
（火・祝）
ダナンに戻り、ベトナム料理の夕食後、空港へ。
ダナン空港（23:15頃発）

A-10〈受注型企画旅行〉

マレーシア

旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼2回・夕3回）※機内食は4回
関西／岡山空港（10：30〜14:00頃発） （所要時間約1時間30〜55分）
12/29 （仁川乗継） （所要時間約5時間05分） ダナン空港（21:45頃着）
（土）
到着後、専用車でホテルへ。
〈ダナン〉
月日

日目

4

利用航空会社

募集人数

日目

旅行期間

日本旅行企画 担当：中尾

〜東西の文化が入り交じるカラフルな世界遺産の街へ…〜
東洋の真珠 ペナン島と5つ星ホテルに泊まる魅惑のマレーシア 5日間
イースタン&オリエンタルホテルのディナー

世界遺産 マラッカの街

ペナン島 ブルーマンション

日次

日目

1

東洋と西洋の文化が入り交じり、
カラフルな街並みが美しいマレーシア。
世界遺産の
「マラッカ」
とペナン島の
「ジョージタウン」
へご案内します。
鮮やかなブルーマンションや、
プトラモスク
（ピンクモスク）
は写真に収めたいスポットです。

旅 の Point

ペナン島では、海岸沿いに佇む白亜のコロニアルホテル「イースタン&オリエンタルホテ
ル」に2連泊。英国調の歴史ある名門ホテルは全室スイートタイプです。
クアラルンプール
の滞在は「リッツ・カールトンホテル」。2つの5つ星ホテルでゆったりとお過ごしください。

3

※シングル利用の場合、68,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃、
査証代等
（概算10,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金185,000円（関空⇔クアラルンプール⇔ペナン）
★先着10名様ビジネスクラス確約！★

4

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
マレーシア航空
ペナン島／イースタン＆オリエンタルホテル（2連泊）
クアラルンプール／リッツ・カールトンホテル

5

日目

宿泊施設

平成30年12月31日
（月）
〜平成31年1月4日
（金）
お一人様 298,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

利用航空会社

朝食後、
午前：世界遺産 ジョージタウン 観光（セント･ジョージ教会、カピタン･
クリンモスク、
ブルーマンションなど。
昼食：飲茶）
＝ホテル
午後：フリータイム（ホテル内のアフタヌーンティーやプールなど）

1/1 ☆夕食：イースタン&オリエンタルホテル内レストラン
「THE 1885」
にて
（火・祝）
西洋料理
☆ご希望の方のみペナンヒル夜景観賞へご案内【別途料金】
〈ペナン島〉

日目

募集人数

旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼3回・夕4回）※機内食は3回
関西空港（9：55頃発） （所要時間約7時間15分） （クアラルンプール乗継）
12/31 （所要時間約55分） ペナン空港（19：55頃着）
＝夕食：海鮮料理＝ホテル
（月）
〈ペナン島〉
月日

日目

2

日本とマレーシアの時差は1時間です。

旅行代金

〈機中泊〉

（所要時間約4時間15分） （仁川乗継） （所要時間約1時間30〜45分）
1/２
（水） 関西／岡山空港（9:30〜10：45頃着）

ンタルホテル
白亜のイースタン＆オリエ

旅行期間

今注目のベトナム・ダナンリゾー
ト

6

朝食後、
ペナン空港（10：45頃発） （所要時間約55分） クアラルンプール
（鮮やかなピンクモスク）
空港（11：40頃着）
＝プトラモスク
＝クアラルンプール
1/2 観光（王宮、国家記念碑、国立モスク、ツインタワー写真ポイント、昼食：マレー料理）
（水）
☆夕食：リッツカールトン内レストラン
「麗苑」
にて広東料
〈クアラルンプール〉
朝食後、世界遺産 マラッカ 観光（オランダ広場、キリスト教会、セントポール教会、サン
1/3 チャゴ砦、昼食：マレー郷土料理のニョニャ料理）
＝夕食：インターナショナルブュッフェ
（木）
クアラルンプール空港（22：40頃発）
〈機中泊〉
1/4
（金）

（所要時間約5時間）

関西空港（5：40頃着）

A-11〈受注型企画旅行〉

日本旅行企画 担当：神野

〜90ｈaの広大な敷地に広がるアヤナの一角に位置する新ホテル〜

インドネシア バリ島の世界遺産と
5日間

でゆったり3連泊 5日間
「リンバ・ジンバラン・バリbyアヤナ」

アヤナリゾートのプールもご利用頂けます

美しいライステラス

世界遺産「ティルタ・エンプル寺院」

旅 の Point

日次

日目

2

インドネシア料理、中華料理など、こだわりのレストランで様々なグルメがお楽しみ
いただけます。
日本とインドネシアの時差は1時間です。

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年1月3日
（木）
お一人様 378,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）
※シングル利用の場合、120,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算20,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金148,000円
★先着10名様ビジネスクラス確約！★

4

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
ガルーダインドネシア航空
バリ島 ジンバラン／リンバ・ジンバラン・バリbyアヤナ（3連泊）

朝食後、終日フリータイム。
■オプショナルツアー（一例）
【別途料金】

5

朝食後、
ご出発までフリータイム♪
★お部屋は出発ぎりぎりまでご利用いただけます。
1/2 ★ホテル内スパなどでお寛ぎください
【別途料金】
（水）
＝夕食：
「アーヤット・アバロン」
にて中華料理＝夕食後、空港へ。
〈機中泊〉
1/3 デンパサール空港（0：40頃発） （所要時間約6時間50分） 関西空港（8:30頃着）
（木）

〈受注型企画旅行〉

ロンボク島
5日間

〈ジンバラン〉

1/1
日本語ガイド付・専用車観光、ホテルスパ、
リゾートゴルフ、マリンアクティビティなど…
（火・祝）
☆夕食：フリー（ご希望の方は人気レストランでのディナーをお手配いたします【別途料金】）
〈ジンバラン〉

日目

A-12

3

日目

宿泊施設

（食事：朝3回・昼1回・夕3回）※機内食は2回

朝食後、
バリ島内観光（古代遺跡「ゴア・ガジャ」、世界遺産の棚田「テガララン」、世界
＝昼食：棚田を望むレストランでインドネシア料理
12/31 遺産「ティルタ・エンプル寺院」）
（月） ＝芸術の村ウブド観光（可愛らしい雑貨が並ぶマーケット、ウブド王宮）
＝ホテル
☆夕食：ホテル内レストランにてガラディナー
〈ジンバラン〉

日目

募集人数
利用航空会社

旅行スケジュール

関西空港（10：50頃発） （所要時間約7時間30分）
1 12/30
デンパサール空港（17：20頃着）
（日） ＝夕食：民族舞踊を見ながらインドネシア料理＝ホテル

2012年に世界遺産に登録された、バリ島の高度な水利システムが育んだ文化や美し
い自然景観を巡ります。

旅行代金

月日

日目

あの人気リゾートのアヤナリゾート＆スパバリに2013年新規オープ
ンした
「リンバ・ジンバラン・バリbyアヤナ」にご宿泊。
ビーチリゾートが
コンセプトのアヤナに対し、
まるでウブドにいるような緑溢れる大自然がコンセプトのリ
ンバ・ジンバラン。園内を走る専用のシャトルバスを使えばビーチまで約15分、
アヤナリ
ゾートのプールまでも約10分で行くことができます。

旅行期間

リンバ・ジンバランのルーフトップ
バー

日本旅行企画 担当：岩井

〜今世界が注目するニューリゾート！バリ島の次はここです！〜
南海の楽園リゾート・ロンボク島くつろぎの5日間

リゾート・ロンボク島
世界が注目するニュー

シェラトン スンギギ ビーチ リゾート

（食事：朝3回・昼0回・夕3回）※機内食は2回
関西空港（11:00頃発） （所要時間約7時間20分） （デンパサール乗継）
1
12/29 （所要時間約45分） ロンボク空港（20:15頃着）
（土） 到着後、専用車でホテルへ。
☆夕食：ホテル内レストランにてブッフェ
〈ロンボク島〉

日次
マリンスポーツもお楽しみ頂けます

バリ島ほど観光地化していないのでのんびり過ごすには最適なアイランドリゾートです。
日本とロンボク島の時差は1時間です。

※シングル利用の場合、58,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃、
査証代等
（概算18,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金148,000円（関空⇔ジャカルタ間／カンボジア国内線はエコノミークラス利用）
★先着10名様ビジネスクラス確約！★

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
ガルーダインドネシア航空
ロンボク島／シェラトン スンギギ ビーチ リゾート（3連泊）

4

5

7

朝食後、夕食まで終日フリータイム。
12/31 ビーチリゾートのホテルでごゆっくりお寛ぎいただけます。
（月） マリンスポーツやゴルフなどお楽しみいただけます。
☆夕食：ホテルにてガラディナー
〈ロンボク島〉

朝食後、
チェックアウトまでフリータイム。
1/1 ロンボク空港（19:45頃発） （所要時間約1時間55分） （ジャカルタ乗継）
（火・祝）
〈機中泊〉

日目

宿泊施設

3

日目

募集人数
利用航空会社

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月2日
（水）
お一人様 348,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

旅行代金

朝食後、
終日フリータイム。
ビーチリゾートのホテルでごゆっくりお寛ぎいただけます。
ご希望の方はオプショナルツアーをご用意しております【別途料金】
2
12/30 ロンボク島1日観光（リンザール寺院、ロヤック、陶器村、王家の墓があるスラパヤンなど）
リンジャニゴルフクラブ）
ゴルフプレー（廣済堂カントリークラブ、
（日）
（シュノーケリングやダイビングなど）
ギリ島マリンアクティビティ
☆夕食：市内レストランにてシーフード料理
〈ロンボク島〉
日目

バリ島の東50kmに浮かぶ「ロンボク島」は、第2のバリとしてリゾート
開発が進む楽園アイランド。2つの島はとても近い距離にありながら、宗
教や文化、生態系などが全く異なり、訪れる者に新鮮な驚きを与えます。

旅 の Point

旅行期間

旅行スケジュール

日目

ゴルフ場の手配も承ります

月日

1/2
（水）

（所要時間約6時間55分） 関西空港
（8:15頃着）

A-13 〈受注型企画旅行〉

インドネシア
5日間

日本旅行企画 担当：秋本

〜昨年も大好評の旅行がグレードアップ！今年オープンのラグジュアリーホテルをご用意〜
太古の自然が息づく世界自然遺産コモド島 5日間
世界自然遺産 コモド島

生きた恐竜「コモドドラゴン」

旅 の Point

コモド島 ピンクビーチ

生きた恐竜 とも呼ばれ
るコモドドラゴンで有名な
世界自然遺産・コモド島を訪れます。
レン
ジャーの案内のもとコモド島ではコモドドラ
ゴントレッキングをお楽しみいただけます。

日次

日目

1

コモド島最寄りのフローレス島のお泊りは
8月オープンの5つ星ラグジュアリーホテ
ル「アヤナ・コモドリゾート」
をご用意！

日目

2

日本とジャカルタの時差は2時間、
日本とコ
モド島
（フローレス島）
の時差は1時間です。

旅行代金

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月2日
（水）
お一人様 398,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
ガルーダインドネシア航空

香港
4日間

5

ジャカルタ／アヤナ・ミッドプラザジャカルタ
フローレス島／アヤナ・コモドリゾート

A-14〈受注型企画旅行〉

マカオヴェネチアンホテル ベラスイートルーム(70㎡)

2018年開通予定香港〜マカオ間「港珠澳大橋」高速道路を横断。
香港〜マカオ間を約40分で移動できるので充実した滞在を！

日次

1

日目

2

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年１月2日
（水）
お一人様 298,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

高速船にて香港へ移動。
12/31 ☆昼食：マカオタワ−内「ビュッフェ」
（月）
☆夕食：デラックス北京料理（北京ダック付）
★夕食後ご希望の方にはカウントダウン花火へご案内

〈香港〉

朝食後、
香港観光（レパレスベイ、2階建て路面電車に乗車、黄大仙廟、1881ヘリテージ）
☆昼食：四川料理
3
1/1 ☆夕食：新鮮なシーフードを使用した広東料理【地元でも人気な高級店】
（火・祝）★夕食後ギネス公認レーザーショー シンフォニーオブライツをご観賞
〈香港〉

※シングル利用の場合、60,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算16,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金130,000円
★先着6名様ビジネスクラス確約！★

日目

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
全日空
マカオ/ヴェネチアンホテル ベラスイートルーム（70㎡）
香港/ハーバーグランドカオルーン（2連泊）

4

日目

宿泊施設

旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼2回・夕3回）※機内食は2回
関西空港（10：20頃発） （所要時間約4時間30分） 香港空港（13：50頃着）
12/30 ＝香港〜マカオ〜珠海を結ぶ
「港珠澳大橋」
高速道路を渡りマカオへ移動。
（日）
到着後、
ホテルへ。☆夕食：上海料理
〈マカオ〉
月日

朝食後、世界遺産マカオ観光（セナド広場、聖ドミンゴ教会、仁慈堂、聖ポール天
主堂跡、旧城壁、
ナーチャ廟、媽閣廟）途中、
名物
「エッグタルト」
をプレゼント。

日目

募集人数

関西空港（8:05頃着）

２０１７年度 香港カウ
ントダウン花火風景

香港獅子舞

ご希望のお客様には香港にて2018年 年末年始カウントダウン花火をご観賞いただきます。
ご宿泊はマカオヴェネチアンホテル ベラスイートルーム
（70㎡）
とハーバーグランドカ
オル−ンに2連泊。
中国4大料理（上海料理・広東料理・北京料理・四川料理）
をご堪能いただきます。
日本と香港の時差は１時間です。

利用航空会社

（所要時間約6時間55分）

日本旅行企画 担当：橋本

〜
『ヴェネチアンホテル
香港マカオでお正月カウントダウン花火観賞 4日間

旅 の Point

旅行代金

1/２
（水）

ベラスイートルーム70㎡にご宿泊』
〜

マカオヴェネチアンホテル 外観

旅行期間

朝食後、出発までフリータイム。
リゾートホテルでごゆっくりお過ごしください。
ご希望の方はオプショナルツアーをご用意いたします【別途料金】
1/1
コモド島に隣接するリンチャ島コモドドラゴントレッキング
（火・祝）
チェックアウト後、
昼食：市内レストランにて郷土料理。空港へ。
ラブハンバジョ空港（15:10頃発） （所要時間約2時間15分） （ジャカルタ乗継）
〈機中泊〉

日目

宿泊施設

4

日目

募集人数

朝食後、空港へ。
12/30 ジャカルタ空港（10:55頃発） （所要時間約2時間30分）
鏡の洞窟見学。
（日） フローレス島・ラブハンバジョ空港（14:25頃着）到着後、
☆夕食：市内レストランにてインドネシア料理
〈フローレス島〉

朝食後、船でコモド島へ。
到着後、
コモド島にてコモドドラゴントレッキング。
その後移動し、パイプ・コーラルという紅色をした珊瑚のカケラが打ち上
3
12/31 げられ細かくなって白い砂と混ざり淡いピンクの砂浜を形成したピンク
（月）
ビーチ見学。観光後、
フローレス島に戻ります。
☆昼食：ブッフェ又はバーベキュー ☆夕食：ホテルにてガラディナー
〈フローレス島〉

※シングル利用の場合、45,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃、
査証代等
（概算20,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金148,000円
（関空⇔ジャカルタ間／インドネシア国内線はエコノミークラス利用）
★先着10名様ビジネスクラス確約！★

利用航空会社

旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼2回・夕4回）※機内食は3回
関西空港（12:00頃発） （所要時間約7時間05分）
12/29
ジャカルタ空港（17:05頃着）到着後、専用車でホテルへ。
（土）
☆夕食：ホテル内レストランにてインドネシア料理
〈ジャカルタ〉
月日

日目

旅行期間

今年オープン！アヤナ・コモドリゾート

朝食後、
フリータイム。
1/2 免税店経由、香港空港（15:25頃発） （所要時間約3時間30分）
（水）
関西空港（19：55頃着）

※香港〜マカオ間 高速道路の開通が遅れた場合、香港〜マカオ間は高速船で移動いたします。

8

A-15〈受注型企画旅行〉

台湾
4日間

日本旅行企画 担当：佐野

〜
『台北101花火』
カウントダウン、平均27℃の南台湾まで魅力あふれる♪〜
わずか２時間余りの暖かい台湾で迎えるお正月グルメ 4日間

「台北1
世界的に有名な

01花火」

活気あふれる夜市

日次

日本と台湾の時差は１時間です。

A-16

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年１月2日
（水）
お一人様 259,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）
※シングル利用の場合、80,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算11,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金70,000円

3

朝食後、
台北駅 ＜日本の鉄道初輸出の安全な新幹線。約1時間20分＞ 台南駅
（飛虎将軍廟、鄭成功の赤嵌
＝台湾小京都『日本人ゆかりの台南歴史探訪』

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
チャイナエアライン
台北／シャーウッドホテル（2連泊）
高雄／アンバサダーホテル

レストランにて台南名物料理）
1/1 楼、昼食：老舗「度小月」
（火・祝）＝高雄（世界で2番目に美しい地下鉄の駅、六合夜市へ）
☆夕食：新鮮な海産物を海に囲まれたグルメ王国の台湾風にアレンジ
〈高雄〉

4

日目

宿泊施設

※台湾当局の都合により、
101花火が別のイベントに変わる場合もございます。

☆夕食：あっさり風味の日本人にあう、
人気の老舗レストランにて潮州料理
〈台北〉

日目

募集人数

朝食後、
終日フリータイム。＜お申込後にツアー詳細をご案内いたします＞
観光・ゴルフなど下記のオプショナルツアーよりお選びください
【別途料金】
「世界四大博物館
『故宮』
半日観光」
「
、台北市内観光」
「
、九份観光」
など。
2
『台北101花火観賞＆カウントダウンイベント』
【別途料金】
12/31 ◎世界的に有名な
（月） ＜深夜イベントのためご希望者のみ。間近での花火見物ではございません。＞
日目

台湾人の半数が「最も好きな国」は日本！と答えたほどの親日国。安心・
安全に楽しめ、わずか2時間余りの気軽さが人気。
日本人にも好評の美
食街や、
リピーターも多い毎回好評の台湾ツアーでゆっくりお正月を過ごしましょう！

利用航空会社

（食事：朝3回・昼1回・夕3回）※機内食は2回

日目

旅 の Point

旅行代金

台湾全土が美食の街

旅行スケジュール

＝ホテル
1 12/30 関西空港（13：00頃発） （所要時間約3時間） 台北空港（15：00頃着）
☆夕食：台湾風フレンチ（フカヒレ・アワビ・伊勢えびなど海の幸たっぷりの高級料理）
（日）
〈台北〉

赤い提灯が特徴的なレトロ九份

旅行期間

月日

1/2 朝食後、高雄左営駅 ＜新幹線＞ 桃園駅＝台北空港（14：20頃発）
（所要時間約2時間40分） 関西空港（18：00頃着）
（水）

〈受注型企画旅行〉

日本旅行企画 担当：羽山

〜夜景とジャズの音色で世界中のセレブを魅了してきた老舗ホテル〜

上海 上海グルメ巡りと憧れの
4日間

フェアモントピースホテルで過ごすお正月満喫 4日間

シャングリ・ラ ホテル蘇州内レストラン
『香宮』

全聚徳の本場・北京ダック

ェアモントピースホテル
外灘の夜景と中心のフ

旅 の Point

19世紀後半から発展した上海・外灘地区にあり、黄浦江を見下ろす、贅
沢で風格が薫る伝説的なホテルに宿泊。他のホテルとは一線を画す深
い歴史があり、上海の上流階級の人々が集う華やかな社交場として名を馳せます。

日本と上海の時差は1時間です。

旅行代金

3

朝食後、上海観光（魯迅公園、魯迅記念館、田子坊散策、世界遺産・豫園、豫園商
＝上海
1/1 城、茶芸館、昼食：上海点心料理）
『全聚徳』
にて本場・北京ダックと一緒に北京料理
（火・祝）☆夕食：市内レストラン
〈上海〉

14名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
中国国際航空
蘇州／シャングリ・ラ ホテル蘇州
上海／フェアモントピースホテル（2連泊）

4

日目

宿泊施設

※シングル利用の場合、54,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算13,000円）
別途必要
※ビジネスクラスご希望の場合はお問い合わせください。

日目

募集人数
利用航空会社

朝食後、蘇州観光（刺繍研究所、留園、寒山寺にて鐘つき体験）
2 12/31 ＝昼食：蘭莉園にて蘇州郷土料理＝無錫観光（三国城、太湖遊覧）
＝上海
『老正興菜館』
にて上海料理
（月） 到着後、夕食：ミシュラン星付レストラン
〈上海〉

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年1月2日
（水）
お一人様 268,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

旅行期間

旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼2回・夕3回）※機内食は2回
関西空港（13：30頃発） （所要時間約2時間30分） 上海浦東空港（15：00頃着）
1 12/30 到着後、
専用車にて蘇州へ。
（日） ☆夕食：ホテル内レストラン
『香宮
（シャンパレス）
』
にて蘇州料理
〈蘇州〉
月日

日目

上海は、
ロンドンと３つ星店舗数が並ぶほどミシュランの評価が高いグルメの宝庫です。
今回はミシュラン星付レストラン
『老正興菜館』
にご案内。

世界遺産 豫園

日次

9

フリータイム。
1/2 出発まで、
（水） 上海浦東空港（11：40頃発） （所要時間約2時間） 関西空港（15：00頃着）

A-17 〈受注型企画旅行〉

パラオ
6日間

日本旅行企画 担当：佐野

〜乾季のベストシーズン！エコノミークラスでも楽々行ける安心リゾート〜
誰もが感動する世界遺産の海！
！平和な楽園パラオで迎えるお正月 6日間
世界遺産「ロックアイランド」

世界トップクラスの透明度「パラオの海」

日次

日目

1
滞在しやすい日系ホテル「ロイヤルリゾート」

パラオ名物「美肌ミルキーウェイ」泥パック

天皇陛下の強いご意向でご訪問が実現。台湾以上に日本文化が色濃く
残る親日パラオ。現地スタッフも日本人。世界トップクラスの美しい海は
格別。
北半球と南半球の星空が一度に観望出来る夕食プラン付です。

時差はございません。

利用航空会社

4

※シングル利用の場合、139,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算25,000円）
別途必要
※ビジネスクラスご希望の場合はお問い合わせください。

12名（最少催行人数10名）
チャイナエアライン

添乗員

フリータイム。◎オプショナルツアーでお楽しみください！
！
1/1 朝食後、
〈コロール〉
（火・祝）☆夕食：パラオ創作洋食

5

同行いたします

コロール／パラオロイヤルリゾート（４連泊）
台北／ノボテル台北桃園国際空港ホテル

6

日目

宿泊施設

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年１月3日
（木）
お一人様 379,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

募集人数

朝食後、
フリータイム。
◎美しい世界遺産の海や観光が楽しめるオプショナルツアーにてお楽
しみください。
【別途料金】
2
12/30「ペリリュー島戦跡ツアー」
「ロングビーチ＆ミルキーウェイツアー」
など、
マ
（日）
＜お申込の方に詳細をご案内＞
リンスポーツや歴史めぐり等多数ございます。
☆夕食：
「赤道付近の星空観望」付郷土料理ツアー（他のお客様も参加します）
〈コロール〉
3
朝食後、
フリータイム。
◎オプショナルツアーでお楽しみください
！
！
12/31
（月） ☆夕食：パラオ創作洋食
〈コロール〉
日目

旅行代金

※パラオの部屋タイプはツインまたはダブルです。
ご指定いただけません。

朝食後、午前中フリータイム。12：00チェックアウト。
1/２ 午後：コロール市内ミニ観光（今でもパラオ人の生活に日本が息づく街中スポットを周遊）
（水） ＝空港へ。パラオ空港（19：30頃発） （所要時間約3時間30分）
台北空港（22：00頃着）＝空港内ホテル
〈台北〉
1/3 朝食後、台北空港（10：00頃発） （所要時間約2時間30分） 関西空港（13：20頃着）
（木）

A-18〈受注型企画旅行〉

パプアニューギニア
５日間

日本旅行企画 担当：秋本

〜ベストシーズンに行く日本からいちばん近い南半球〜
南海に浮かぶ秘境の島パプアニューギニア 5日間

国会議事堂

マッドマン

月日

日目

パプアニューギニア原住民

旅 の Point

「地球最後の秘境」
とも呼ばれるパプアニューギニアは、未開の自然が
溢れる、驚きと感動に満ちた世界。赤道のわずか南に位置する世界で２
番目に大きな島・ニューブリテン島の東半分と600もの島々にあり、美しい海、気高い
山々、植物や果物の実る豊かな土地が広がっています。

マニラ空港（0:30頃発） （所要時間約5時間50分） ポートモレスビー空港（8:20頃着）
首都ポートモレスビー観光（国会議事堂、植物園など）
1/1 到着後、
（火・祝）ポートモレスビー空港（15:30頃発） （所要時間約1時間10分） ゴロカ空港（16:40頃着）
到着後、
専用車でホテルへ。☆夕食：ホテル内レストランにて 〈ゴロカ〉

日目

2

知っていても行くことが無いパプアニューギニアでは原住民とのふれあいが刺激的な
ゴロカへご案内。
日本とパプアニューギニアとの時差は1時間です。

※シングル利用の場合、
78,000円追加
※空港税、燃油特別付運賃等
（概算35,000円）別途必要
※ビジネスクラス追加代金198,000円追加（関空⇔ポートモレスビー間）
※国内線はエコノミークラス利用となります。
★先着8名様ビジネスクラス確約！★

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
フィリピン航空・ニューギニア航空（パプアニューギニア国内線）
ゴロカ／パシフィック・ガーデン・ホテル
ポートモレスビー／スタンリーホテル＆スイート（2連泊）

1/2
（水）

朝食後、
ゴロカ観光（一番標高の高いダウロ峠からは遥かアサロ渓谷の大パノラマ
の景色を眺望。
麓の村を訪問し、
素朴な村人の生活や住居などを見学。
続いてマッドマ
ンダンスの見学、
火興しの儀式など見物。
昼食：ムームー料理）
ゴロカ市内観光（ゴロカマーケット、マッカーシー博物館、ゴロカコーヒーの焙煎工
場、
「ビルム」
マーケットなど）

ゴロカ空港（16:30頃発） （所要時間約1時間10分）
ポートモレスビー空港（17:40頃着）
到着後、
ホテルチェックイン。☆夕食：ホテル内レストランにて
〈ポートモレスビー〉

4

朝食後、
様々な洋ランを見ることのできる
「国立ラン園」
、
バリラタ国立公園
1/3 （パプアニューギニアの国旗に描かれているアカカザリフチョウ（ゴクラクチョウ）など見学）
（木）
〈ポートモレスビー〉

5

朝食後、
空港へ。
1/4 ポートモレスビー空港（9:20頃発） （所要時間約5時間25分） （マニラ乗継）
（金）
（所要時間約3時間50分） 関西空港
（19:15頃着）

日目

宿泊施設

平成30年12月31日
（月）
〜平成31年1月4日
（金）
お一人様 428,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

募集人数
利用航空会社

3

日目

旅行代金

スタンリーホテル＆スイート

旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼3回・夕4回）※機内食は4回
【関西空港8：00集合予定】
1 12/31 関西空港（9:55頃発） （所要時間約4時間35分） マニラ空港（13:30頃着）
（月） 到着後、
リサール公園、
サンアグスティン教会など）
マニラ市内観光（マニラ大聖堂、
夕食後、空港へ。
〈機中泊〉

日次

旅行期間

（食事：朝5回・昼0回・夕3回）※機内食は3回

日目

旅行期間

旅行スケジュール

日目

旅 の Point

月日

12/29 関西空港（10：00頃発） （所要時間約2時間50分） （台北乗継）
（所要時間約4時間） パラオ空港
（18：30頃着）
＝ホテル 〈コロール〉
（土）

※パプアニューギニアは発展途上国です。現地の中ではグレードの高い施設をご用意しておりますが、
通常のドクターズツアーほどのレベルではございません。
あらかじめご了承ください。

※同等クラスのホテルになる場合がございます。
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A-19〈受注型企画旅行〉

日本旅行企画 担当：秋本

ニュージーランド ベストシーズンに行くニュージーランド世界遺産の旅
7日間

7日間

世界遺産 マウントクック

クイーンズタウン・ワカティブ湖

日次

日目

1
ミルフォードサウンドクルーズ

ベストシーズンのニュージーランドへご案内。世界遺産の マウントクッ
ク や ミルフォードサウンド など見どころいっぱいです。

※シングル利用の場合、168,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算37,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金298,000円（関空⇔オークランド間）
★先着10名様ビジネスクラス確約！★

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
大韓航空・ニュージーランド航空（国内線）
クライストチャーチ／ディスティンクション クライストチャーチ
マウントクック／ハーミテージ（プレミアルーム）
クイーンズタウン／ヘリテージ クイーンズタウン（2連泊）
オークランド／スカイシティグランドホテル

カナダ
5日間

5

朝食後、世界遺産 フィヨルドランド国立公園にある、
タスマン海の入り
1/2 江ミルフォードサウンドへ（河の浸食によって造りだされた壮大なフィヨルドをク
（水）
ルージング）
〈クイーンズタウン〉

7

日目

〈受注型企画旅行〉

朝食後、
クイーンズタウンへ。
途中、
ゴールドラッシュで栄えたアロータウン
1/1 観光。
午後、
クイーンズタウン観光（ショットオーバーストリート、ワカティブ湖など）
（火・祝）
☆夕食：街並みを望むスカイレストランにて
〈クイーンズタウン〉

6

※同等クラスのホテルとなる場合がございます。

A-20

〈クライストチャーチ〉

4

日目

宿泊施設

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月4日
（金）
お一人様 698,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

利用航空会社

（日）

日目

募集人数

〈機中泊〉

日目

旅行代金

（食事：朝4回・昼5回・夕5回）※機内食は6回

朝食後、テカポへ。テカポ観光（氷河が溶けて流れ込んだ神秘的なターコイズブ
3 12/31 ルーのテカポ湖と湖畔に佇む善き羊飼いの教会）、世界遺産 マウントクック観光
（月） （現地ガイドと一緒にフッカーバレーをハイキング<一周約3.5km／約1.5時間>）
〈マウントクック〉

日本とニュージーランドの時差は4時間です。
（サマータイム適用）

旅行期間

旅行スケジュール

12/29 関西空港（11:55頃発） （所要時間約2時間） （仁川乗継）
（所要時間約11時間10分）
（土）

2 12/30 （オークランド乗継） （所要時間約1時間25分） クライストチャーチ空港（11:25頃着）
到着後、
クライストチャーチ観光（紙の聖堂、ハクレイ公園、追憶の橋など）
日目

旅 の Point

月日

テカポ湖と善き羊飼いの教会

朝食後、
空港へ。
クイーンズタウン空港（9:35頃発） （所要時間約1時間50分）
オークランド空港（11:25頃着）
到着後、
オークランド市内観光（マイケルジョセフサベージメモリアル、パーネ

1/3
（木） ル通り、スカイタワーなど）
☆夕食：伊勢海老をはじめとしたシーフード

〈オークランド〉

1/4 オークランド空港（10:00頃発） （所要時間約11時間55分） （仁川乗継）
（金）
（所要時間約1時間45分） 関西空港（20:50頃着）

日本旅行企画 担当：秋本

〜一度は見たい自然が織りなす芸術作品〜
オーロラ観賞の聖地カナダ・イエローナイフ 5日間

フのオーロラ
現像的なイエローナイ
冬は抜群の観賞率を誇ります

イエローナイフのオーロラ

犬ぞり体験

旅行代金

宿泊施設

朝食後、午前中はごゆっくりお過ごしください。
2 12/31 午後：イエローナイフ市内観光（ノースウエスト準州議事堂、プリンス・オブ・
（月） ウェールズ博物館、ダウンタウン、オールドタウンなど）
洋食の夕食後、
オーロラ観賞へご案内。
〈イエローナイフ〉
3

朝食後、夕食までフリータイム。
ごゆっくりお過ごしください。
1/1 ★ご希望の方は犬ぞり体験ツアーへご案内【別途料金】
（火・祝）
滞在中最後となる3回目のオーロラ観賞へご案内。〈イエローナイフ〉

※シングル利用の場合、45,000円追加
※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算29,000円）別途必要
※ビジネスクラス追加代金348,000円（成田⇔バンクーバー間）
★先着10名様ビジネスクラス確約！
（9/28までにお申込みの場合）
★

4

1/2 早朝、空港へ。イエローナイフ空港（7:30頃発） （所要時間約2時間23分）
（バンクーバー乗継） （所要時間約9時間50分）
〈機中泊〉
（水）

5

日目

利用航空会社

日付 変 更 線
1 12/30
（バンクーバー乗継） （所要時間約2時間30分） イエローナイフ空港
（19:30頃着）
（日）
到着後、
専用車でホテルへ。
ホテルにて夕食後、
オーロラ観賞へご案内
（※）
〈イエローナイフ〉

日目

募集人数

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年1月3日
（木）
お一人様 498,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼1回・夕3回）※機内食は4回
伊丹空港（14:10頃発） （成田乗継） （所要時間約8時間35分）

日目

旅行期間

月日

日目

オーロラ観賞もこれで大丈夫！イエローナイ
フでは防寒具をご用意いたします。
日本とイエローナイフの時差は16時間です。

日次

日目

世界でもオーロラの発生率が
高いイエローナイフはオーロ
ラベルトの真下に位置しています。
オーロラレベ
ル3（オーロラが明るくはっきりとしていて、動き
も確認できる）
が1日でも見られる確率94％！

旅 の Point

12名（最少催行人数10名） 添乗員 同行いたします
エアカナダ・全日空（日本国内線）
イエローナイフ／シャトーノバ・イエローナイフ（3連泊）

1/3
（木）

日付 変 更 線

（成田乗継）

伊丹空港（19:35頃着）

※オーロラは自然現象の為、天候などの状況によりご覧いただけない場合がございます。
※オーロラ観賞・犬ぞり体験は他の観光客との混載となる場合がございます。
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名鉄観光サービス 担当：中井

スリランカ ５つの世界遺産を巡る スリランカ ７日間
7日間

象の孤児院

キャンディ仏歯寺

シギリヤレディ

月日
旅行スケジュール
（食事：朝5回・昼5回・夕4回）※機内食は4回
1 12/29 関西空港（18：10頃発） （所要時間約2時間） （仁川乗継）
（土）
〈機中泊〉

日次

日目

シギリヤロック

日目

旅 の Point

2

シギリヤロック、
アヌラーダプラ、
ダンブッラ、
ポロンナルワ、
キャンディと
5つの世界遺産へご案内します。

12/31 午前：シギリヤロック観光
（月） 午後：ポロンナルワ遺跡観光。観光後、
ホテルへ。 〈シナモンロッジ〉

4

※空港税、燃油特別付加運賃等
（概算31,000円）
別途必要
※スリランカ電子渡航認証代行取得手数料
（8,000円）
別途必要
※ビジネスクラス追加代金280,000円

午前：ダンブッラ黄金寺院観光後、
キャンディへ（所要時間約1時間30分）
1/1 午後：スパイスガーデン、仏歯寺観光
（火・祝）
夕刻：キャンディアンダンスショー
〈アールスリージェンシー〉

5

1/２ 午前：コロンボへ（途中、象の孤児院を見学。所要時間約1時間30分）
（水） 午後：ホテルへ。
〈コロンボヒルトン〉

10名（最少催行人数4名） 添乗員 同行いたします
KE大韓航空
ハバラナ／シナモンロッジ（2連泊）
キャンディ／アールスリージェンシー
コロンボ／コロンボヒルトン

6

午前：出発までフリータイム。
1/3 午後：コロンボ市内観光。観光後、空港へ。
（木）
コロンボ空港（19：00頃発） （所要時間約7時間40分）

日目

3

日本とスリランカの時差は3時間30分です。

旅行代金

日目

7

日目

宿泊施設

日目

募集人数
利用航空会社

平成30年12月29日
（土）
〜平成31年1月4日
（金）
お一人様 480,000円（2名様1室／エコノミークラス利用）

日目

旅行期間

（所要時間約9時間） コロンボ空港
（4：10頃着）到着後、
アヌラーダプラ
12/30 へ（所要時間約1時間30分）アヌラーダプラ観光（スリマハ菩提樹、イスルムニア
ホテルへ。
（日） 精舎など）ハバラナへ移動（所要時間約2時間30分）後、
〈シナモンロッジ〉

〈機中泊〉

1/４ （仁川乗継） （所要時間約1時間45分） 関西空港（10：45頃着）
（金）

A-22

JTBロイヤルロード 担当：大田

シドニー オーストラリア・シドニーでカウントダウン年越し 5日間
5日間

世界自然遺産 ブルーマ
ウンテンズ

年末年始花火

シドニー湾＆オペラハウス

世界三大美港の一つと称されるシドニー湾で毎年大晦日に花火が打ち上げ
られます。オペラハウスとハーバーブリッジとともに鑑賞する花火は絶景。
季節が反対の南半球で迎える2019年は忘れられない思い出になること間違いありません。

月日
旅行スケジュール
（食事：朝3回・昼2回・夕1回）※機内食は2回
1 12/30
（18：55頃発） （所要時間約9時間50分）
〈機中泊〉
（日） 関西空港

日次

日目

旅 の Point

2

日目

関西空港からシドニーへはカンタス航空直行便ビジネスクラス確約です。
ご家族旅行に
もぜひご検討ください。
日本とシドニーの時差は2時間です。
（サマータイム適用）

旅行代金

※空港税、燃油特別付加税等
（概算13,110円）
別途必要

★往復ビジネスクラス確約！★
10名（最少催行人数8名） 添乗員 同行いたします
カンタス航空
アモラ・ホテル・ジャミソン・シドニー（デラックスツイン・3連泊）

4

終日フリータイム。
1/2 ホテルにて朝食後、
（水）
〈アモラ・ホテル・ジャミソン・シドニー〉

5

1/3 専用車にて空港へ。
（木） シドニー空港（9：30頃発） （所要時間約9時間55分） 関西空港（17:25頃着）

日目

宿泊施設

平成30年12月30日
（日）
〜平成31年1月3日
（木）
お一人様 1,100,000円（2名様1室）

日目

募集人数
利用航空会社

ホテルにて朝食後、
世界自然遺産ブルーマウンテンズ観光（シーニックワール
1/1 ド入場。途中、フェザーデールワイルドパークにてコアラにご対面。日本語ガイド付）
（火・祝）★コアラと一緒に写真撮影ご希望の場合お一人様20＄必要。現地にて
お支払となります。
〈アモラ・ホテル・ジャミソン・シドニー〉

日目

旅行期間

3

シドニー空港（6：45頃着）
ミセス・マッコーリーズ岬など）
シドニー市内観光（オペラハウス、
12/31 到着後、
ホテルへ。
夜、
シドニー港でカウントダウン。
（月） 観光後、
〈アモラ・ホテル・ジャミソン・シドニー〉
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