
石澤良昭上智大学教授（元学長）同行  ソフィア・アジアミッションを訪ねる
アンコール遺跡とラオスの旅

※ビジネスクラス利用区間：成田〜ホーチミン

出発日 旅行代金

8 月 6 日（木）
出発限定 288,000円

現地のみ参加旅行代金
（第1日目ホテル合流〜

第6日目シェムリアップ空港離団）
218,000円

お一人部屋利用旅行代金 36,000円

ビジネスクラス利用追加代金
（キャンペーン料金） +280,000円

シニアビジネスクラス利用追加代金
（キャンペーン料金・出発時満60歳以上の方）+200,000円

燃油サーチャージ：18,110円、空港諸税等：6,800円
空港諸税等内訳：�成田（¥2,610）、カンボジア（¥2,990）、

ラオス（¥1,200）
合計額：¥24,910（3/20現在の目安）

旅行代金は総額表示！燃油サーチャージ
及び空港諸税を別途徴収しません。

（金額が変動しても差額の徴収や返金はございません。）

旅行条件とご注意
□発着地／東京（大阪をご希望の方はお問い合

わせ下さい。）
□国内線／大阪・名古屋・福岡
□利用予定航空会社／ベトナム航空
□食事／朝食 5回・昼食 5回・夕食 4回
□最少催行人数／20名（最大35名）
□添乗員／全行程同行してお世話します
□査証／必要（カンボジア）

査証代実費3,900円
査証取得手続手数料5,940円（税込）

□写真／1枚（縦4.5cm×横3.5cm）
□旅券残存有効期間／カンボジア入国時６ヶ月以上
□査証欄余白／2頁以上
※利用予定ホテル、ビジネスクラス、国内線、利
用航空会社及び現地での観光については、裏面
を必ずお読み下さい。
※アンコール・ワット第3回廊へは1日の人数制限
があり、仏日や宗教行事により急遽見学が中止
となる事もございます。又、遺跡や寺院は所々
随時修復が進められており、一部がカバーで覆
われている場合がございます。

1日1本ミネラルウォーターをご用意します。
（航空機での移動日を除く）

は赤い文字で表記しています。

7日間
ツアーコード：AASJ

訪問都市 時間 日程内容・宿泊地・食事
1

8/6
（木）

東京
ビエンチャン

午前
夜

□成田空港に出発の2時間前に集合。
■午前、空路、ホーチミン乗り継ぎ、プノンペン寄港、ラオスの首都ビ
エンチャンへ。� ＜ビエンチャン／メルキュール泊＞

2
8/7

（金） ビエンチャン
ルアンパバーン

午後
午後

＜石澤教授同行プログラム＞
■朝食後、ビエンチャン市内観光。黄金の仏塔「タート・ルアン」、2000
もの仏像が回廊に並ぶ「ワット・シーサケット」、かつてエメラルド仏
が安置されていた「ワット・ホーパケオ」、凱旋門を模した「パトゥーサ
イ」にご案内します。
■午後、空路、ルアンパバーンへ向かいます。
■着後、世界遺産の町を一望できる「プーシーの丘」へご案内します。
★夕食は、ルアンパバーンの郷土料理をお楽しみ下さい。
� ＜ルアンパバーン／ル・パレー・ジュリアナ泊＞

3
8/8

（土）

ルアンパバーン滞在
（メコン川クルーズ）

＜石澤教授同行プログラム＞
■朝食後、ボートでメコン川を進み、無数の仏像が安置された、『パクウー

洞窟』、庶民の酒“ラオラーオ”を造る「サンハイ村」へご案内します。
■また、ルアンパバーン郊外にあるアンコール遺跡群を再発見したフラ
ンスの探検家「アンリ・ムオの墓」にご案内します。
■その後、ルアンパバーンへ戻り、モザイクが有名な寺「ワット・シェン

トーン」を見学します。
� ＜ルアンパバーン／ル・パレー・ジュリアナ泊＞

4
8/9

（日） ルアンパバーン
シェムリアップ

午後
午後

□早朝、ご希望の方は、托鉢風景の見学にご案内します。
＜石澤教授同行プログラム＞
■午前、かつての王族の繁栄を偲ばせる『王宮博物館』にご案内します。
また、身延山大学東洋文化研究所が仏像修復に取り組んでいる『ラオス
仏像修復所』を訪れます。
■午後、空路、カンボジアのシェムリアップへ。
★夜、第3回カンボジア・ソフィア総会を開催します。
� ＜シェムリアップ／タラ・アンコール泊＞

5
8/10
（月）

シェムリアップ滞在

（アンコール・ワット）

□早朝、ご希望の方は、ガジュマルの根が建物に覆いかぶさっているタ・
プロムにご案内します。昼間の暑さと人混みを避け、落ち着いた雰囲
気の中でゆったりとお楽しみ頂きます。
＜石澤教授同行プログラム＞
■午前、ご希望のプランにご参加下さい。（ご出発前にご希望を伺います。）
プランA �ジャヤヴァルマン7世によって建造された「アンコール・トム」
へ。「バイヨン寺院」「バプーオン」「象のテラス」「ライ王のテラス」にご
案内します。
※石澤教授、添乗員が同行します。
プランB �東南アジア最大の湖、「トンレサップ湖」にご案内します。魚介類
の豊富なこの湖で水上生活を営む人々の暮らしぶりをご覧頂きます。
※現地ガイドがご案内します。石澤教授、添乗員は同行いたしません。
■午後、「アンコール・ワット」へご案内します。参道から第1、第2回廊
へと巡り、終盤には夕陽に映える第1回廊の彫刻もお楽しみ頂きます。
第3回廊（中央祠堂）へもご案内します。
★夕食は、アプサラ・ダンスショーとともに。
� ＜シェムリアップ／タラ・アンコール泊＞

6
8/11

（火）

シェムリアップ滞在

（バンテアイ・クディ）
（シハヌーク・イオン博物館）

（アジア人材養成研究センター）
（アンコール保存事務所）

シェムリアップ 夜

□早朝、ご希望の方はアンコール・ワットの日の出見学へご案内します。
＜石澤教授同行プログラム＞
■朝食後、2001年に廃仏と千体仏石柱が発掘された「バンテアイ・クディ」
にご案内します。『シハヌーク・イオン博物館』にてバンテアイ・クディ
で発掘され廃仏と千体仏石柱を見学します。また、上智大学の海外研
究拠点である『アジア人材養成研究センター』、遺跡から発掘された仏
像などの修復を行っている『文化省アンコール保存事務所』を訪れます。
※ホテルのお部屋はご出発までご利用頂けます。
■夜、空路、ホーチミン乗り継ぎ、帰国の途へ。� ＜機中泊＞

7
8/12

（水）

東京 朝 ■朝、成田空港到着。通関後、解散。
�

コースのポイント
●上智大学アンコール遺跡国際調査団団

長である石澤良昭教授（元学長）がカン
ボジア、ラオスともに同行。

●観光地での解説を聞くのに便利なイヤホ
ンサービスをご用意。

●ユーラシア旅行社特製パスポートケースを
プレゼント。

お一人様200ドルをアンコール・ワットの西参
道の石材代として含めさせて頂いております。

「世界に並び立つ大学」を目指して、中長期計画として
「創立100周年（A.D.2013）上智大学 教育・研究・キャ
ンパス再興『グランド・レイアウト』」を策定しました。
その成果の第1号として上智大学アジア人材養成研究
センターを2002年10月に設立しました。アンコール・
ワット西参道の修復はその主な活動の一つです。

  アンコール・ワット   ワット・シェントーン／ルアンパバーン

企画協力：学校法人  上智学院

Active Learning Program in Cambodia and in Laos

アンリ・ムオの墓

アンコール・トム



FAX 03［3239］8638
（代表） 03［3265］1691 

〒102-8642  東京都千代田区平河町2-7-4  砂防会館別館 4F

旅行
企画
実施

観光庁長官登録旅行業第 975 号
日本旅行業協会（JATA）正会員 旅行業公正取引

協 議 会 会 員

03［3265］1640  
アジア担当直通 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責

任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が
ございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

Eメール：wa＠eurasia.co.jp

◆仮予約はホームページからも承ります

営業時間：月〜金、10：00〜18：30（土・日・祝休み）
※�営業時間外に受信したメール、FAX等につきましては、翌営業日
の扱いになりますので、ご注意下さい。

総合旅行業務取扱管理者��太田優子・加藤一郎

http://www.eurasia.co.jp/
ユーラシアの旅　AASJ 検 索

お申し込み・お問い合わせは下記へ

上智大学アジア
人材養成研究センター

この旅行に関する大学窓口

03［3238］4136
03［3238］4138FAX

●お申し込みからご出発までの流れ
①ユーラシア旅行社アジア担当宛にお電話にてご予約下さい。
　ホームページからも仮予約を承ります。
　　　　⇩
②ご予約後、お申込書用紙、お申込金（お一人様3万円）の請求書、

査証取得に関するご案内、ご旅行についてのご注意とご案内書
面をお送りいたします。

　　　　⇩
③お申込書の到着とお申込金のご入金確認をもって、正式なご契

約となります。
＊仮予約期間はご予約後7日間（ご出発まで1ヶ月を過ぎている場合

は3日間）となります。
　　　　⇩
④ご出発の約1ヶ月前〜21日前頃
　ご旅行の催行決定後、残金請求書及び海外旅行保険申込書をお

送りいたします。海外旅行保険にご加入ご希望の場合は、旅行
代残金と保険料をあわせてお振込みの上、保険申込書を弊社宛
にご返送下さい。

　　　　⇩
⑤ご出発の5日前
　旅のしおり（最終日程表）をお送りします。
　　　　⇩
⑥ご出発の3日前
　お電話にて弊社添乗員がご出発前のご挨拶と持ち物などの最終

確認をさせて頂きます。
　　　　⇩
⑦ご出発当日、空港にて、査証取得のために事前にお預かりしたパ

スポートや任意保険の保険証をお渡しします。

ビジネスクラスのご利用について
●��キャンペーン料金でご案内しております。
　※�各航空会社が独自に行うビジネスクラス利用の場合の付帯サービスは、適用
されません。また、配偶者割引の適用もございません。

　※�キャンペーン料金が適用されるお席には限りがございますので、お早目にご予
約頂くことをおすすめします。

●�ビジネスクラスをご利用いただく区間は、原
則として成田空港から最初の到着地と日本へ
の最終出発地より成田空港の区間となります。
●�航空会社によっては、お座席の希望を承れな
い場合もございます。
●�ビジネスクラスは、手配の依頼を頂いてから
手配を開始するため、ご希望に添えない場合
もございます。 ビジネスクラス（イメージ）

※旅行取引条件及び旅行条件については、仮予約後にお送りするご案内を必ず
お読み下さい。

◆�国内線の手配料金は各都市とも往復
21,600円（税込）、片道のみご利用の場
合は10,800円（税込）となります。別途、
空港旅客施設使用料を申し受けます。（成
田発着440円、羽田発着290円、名古屋
発着310円等）
◆�国内線は往復とも別途予約が必要となり、
予約が出来ない場合にはご利用頂けませ
ん。正規運賃の一般座席枠に空席がある
場合でも予約の確保が出来ない場合があ
ります。（特に名古屋〜成田間につきまし
ては大変込み合っており、予約確保が困難
な状況となっておりますので、予めご了承
ください。）また、国内線のスケジュール変
更、運休等の理由で国際線に接続できなく
なった場合にはご利用頂けません。
◆�国内線の確保を条件とした企画旅行のお
申し込みは承ることはできません。
◆�ご利用便は航空会社の指定によります。ま
た、国内線と国際線のお乗り継ぎが24時
間以内の航空便、かつ、各空港における国
際線との最低乗り継ぎ時間を満たす便に
限ります。
◆�羽田・成田間の交通費等の航空機以外の
交通機関の費用、及び宿泊を伴う場合の
宿泊費等はお客様のご負担となります。
◆�国内線の手配は、お申込みの企画旅行の

催行が決定し次第、開始させて頂きます。ま
た、手配の結果をお知らせするのは、通常、
ご出発の1ヶ月前を過ぎてからになります。
◆�企画旅行契約の範囲は、ご出発日の成田
空港集合時から、ご帰国日の成田空港到
着までとなり、国内線の手配は手配旅行契
約となります。悪天候その他の理由による
航空機の遅延等によりお客様がご集合時
間に間に合わなかった場合は、当日のキャ
ンセル料を申し受けることになりますの
で、予めご了承下さい。降雪や台風等の情
報には、くれぐれもご注意下さいます様お
願い致します。
◆�手配旅行契約については、当社は手配旅
行契約の申込金のお支払いを受けること
なく、契約を承諾いたします。手配旅行契
約の成立の時期は、当社が手配内容を記
した書面を交付した時点となり、その時点
で手配料金を申し受けます。それ以降、お
客様のご希望により国内線の便の変更、取
消を行なう場合には手配料金に加えて変
更手続料金、取消手続料金として5,400円
（税込）も申し受けます。（但し、出発日の21
日前までのお取消しの場合には、手配料金
は頂きません。）なお、お申し込みの企画旅
行そのものをお取消の場合には、企画旅
行の取消料も申し受けます。

大阪・名古屋・福岡から国内線をご希望の方へ 
各都市から東京までの国内線を別途手配にてご利用頂けます。

ご宿泊について
●お一人で参加され、他のお客様との相部屋を希望される場合、ツアー出発日から起
算して１カ月前のお申し出であれば承らせて頂きます（前月同日の営業時間内）。１ケ
月を過ぎた時点でのお申し出は、他にお一人参加の相部屋希望の方がおられる場合
のみ承らせて頂きます。お二人で参加され、１ケ月を過ぎた時点で、相手の方がキャ
ンセルされた場合は、お一人部屋をご利用頂く為、追加料金が必要になります。
●お一人部屋（シングルルーム）は、お二人部屋（ツインルーム）に比べ手狭になることが
あります。
●相部屋をご希望の場合、必ずしも同年代の方と一緒になるとは限りません。また、禁
煙・喫煙のご希望にそえないこともございます。
●３名様で１部屋（トリプル）ご利用は、お１人が簡易ベッドになり、部屋が手狭になります
し、ホテルによってはご利用頂けない場合がありますのでお勧めできません。お一人
部屋をご希望頂くか、他の方との相部屋利用をお勧めします。上記をご理解頂いた
上でなおトリプルをご希望される方は、別途手配料金￥5,400にて承ります。但し、ト
リプルのご用意ができないホテルがある場合には、シングルルームを追加でご利用頂
きます。その際の追加料金は別途ご案内させて頂きますので予めご了承下さい。
●グループ・ご家族でご参加の場合で２部屋以上をご利用頂く場合、出来る限りお隣り
もしくは同じ階のお部屋をご用意いたしますが、ホテル側の事情によりお部屋が離れ
る場合がありますので予めご了承下さい。
●お二人部屋はツインルーム（ベッド２つ）をご用意します。ハネムーナーやご夫婦など
カップルでのご参加の場合、ダブルルーム（キングサイズ、又はクィーンサイズのベッ
ド１つ）となる場合があります。
●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、広さ、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。
●「ツインルーム」には２つのベッドマットが離れていないタイプの部屋も含まれます。
●今回宿泊する都市においては近代的なホテルが整備されていて、言葉の壁などを除
けばホテル内での行動に不自由を感じる事は殆どないかと思われます。しかし、未だ
発展途上にあり、ボイラー容量などの原因により、一時的にお湯が出ない場合や、
浴槽のないシャワーのみのお部屋になる場合もあることを予めお含みおきください。

航空機の座席等についてのご注意
●エコノミークラスの場合、前方・後方・窓側・通路側等、座席の指定は一切できません。
また、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下さい。また、募集型企画旅行の
業務上の都合により、航空券の予約番号やチケット番号等のご案内はいたしかねます。
●当ツアーで利用する航空会社は全席禁煙です。（2015年3月現在）
●航空会社のセキュリティ強化に伴ない、機内へのペースメーカー、注射針等の持ち込
みが厳しく制限されております。必ず事前にお問い合わせ下さい。

前泊・後泊ご希望の方へ
●各地方からご参加され、成田空港近辺に前泊・後泊をご希望の方は、特別料金にて
手配を承ります。弊社までお問い合わせ下さい。
　ご利用料金は、チェックアウトの際、直接ホテルへお支払い下さい。

※日程表に表示されている空港税は、2015年3月20日現在のレートを元に算出した目
安です。為替レートや経由地の変更等により、空港税が変わることがございますが、
それに伴う追加料金の徴収及び返金はございませんので予めお含み置き下さい。
　また、各航空会社が課す付加運賃・料金等が原価の水準の変動に対応して変更、追加、
撤廃される場合がございますが、それに伴う追加料金の徴収及び返金もございませ
んので、予めお含み置き下さい。

旅行日程について
ご旅行中に訪ねる世界遺産は、日程表中に赤い文字で表記しています。

「 」太字で表記された観光場所は、バスから下車して観光します。
『 』太字に下線で表記された観光場所は、入場して観光します。

3

シェムリアップ滞在
（バンテアイ・クディ）
（シハヌーク・イオン博物館）
（タ・プロム）

午前

夜

■午前、「バンテアイ・クディ」を見学し、発掘実習を体験して頂きま
す。また、2001年に発見された274体の廃仏を展示する『シハ
ヌーク・イオン博物館』を研究員がご案内いたします。
■午後、カジュマルの根が建物に覆いかぶさっている「タ・プロム」
にご案内します。�＜シェムリアップ／タラ・アンコール泊＞

※観光場所は、休館日の追加・変更により、入場しての観光ができなくなる場合がありますので、予めご了承下さい。

〈交通機関〉　 航空機　 バス　 列車　 船
日程表に表記されている時間は目安です。

〈時間帯の目安〉 各コースの日程表には時刻を明示できないコースもあります。
その場合は下記を目安にして下さい。

〈食事〉 朝食　 昼食　 夕食　 各地の名物料理
 弁当（ボックスミール）　 食事なし　 機内食

お食事について
○日程表に明示したお食事に関しては、基本の食事代金、税、サービス料が旅行代金に含
まれています。ただし、お客様が個人的に追加で注文した飲食物の代金及びその税金、
及びチップはお客様の負担となります。


