添乗員同行

《燃油サーチャージ、航空保険料及び空港税が別途必要です（約 15,000 円）》

【添

乗

裏面をご参照ください
ソカ アンコール リゾート クラス
アシアナ航空（OZ）
１４名（最少催行人員：８名）
朝食：２回 昼食：２回 夕食：２回
（機内食は除きます）
員 】 添乗員が同行します

界産
世遺

【旅
程】
【利 用 ホ テ ル】
【利用航空会社】
【募 集 人 員】
【食
事】

世界遺産“アンコールワット”遺跡を訪ねる旅のお誘い
人気のアンコール遺跡を訪ねる、らくらく地元の米子空港
からの出発の旅です。デラックスクラスのソカ アンコール リ
ゾートを利用します。観光は、12 世紀初め、クメール王国の
王が神々と交信するために造ったといわれるアンコールワッ
トや四面仏が刻まれた外観が神秘的なアンコールトムなどを
ゆっくり巡ります。また、クメール式マッサージで旅の疲れも
癒します。
《注意》 ※カンボジアへの入国は、パスポートの残存期間が入国時 6 ヶ月以上必要となります。
（日本国籍の方）

旅 行 条 件 の ご 案 内
１．募集型企画旅行旅行契約
この旅行は日本海新聞旅行部が（以下「当社」という）
が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加さ
れるお客様は、当社と募集型旅行契約を締結することに
なります。又､契約の内容･条件はコースに記載されてい
る条件のほか下記条件、最終旅行日程表及び当社の旅行
約款によります。
２．旅行の申し込み
申込書に所定の事項を記入の上、お一人につき2 万円を
添えてお申し込みください。満員になり次第締め切りま
す。(残金は出発日の１４日前までにお支払ください)
電話郵便等でご予約の場合は当社が予約を承諾した旨を
通知した後、当社が定める期間内（電話は４日以内・郵
便は１週間以内）に申込書と申込金を提出していただき
ます。期間内に申込書と申込金を提出されない場合は申
込はなかったものとして取扱います。
３．旅行契約内容の変更について
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・
宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、運送
機関の遅延等、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為にや
むを得ない時は、旅行日程、旅行サービスの内容を変更
することがあります。
４．旅行中止と日程変更
最少催行人員に満たないときは、催行中止をお願いする
事があります。海外旅行は旅行開始日14 日前までにご
連絡いたします。

（お申込前に必ずお読みください）

５．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した輸送機関（航空・船舶・鉄道）などの運賃
送迎バス代金、観光代金（バス・ガイド・入場代金）宿泊代金
（２人部屋を２人様利用）、食事代金、手荷物運搬料金（お一人
様２０㎏以内が原則）
６．当社による旅行契約の解除
当社が予め明示した旅行参加者の条件をお客様が満たしていな
い事が判明したとき。
天災地変、戦乱，運送機関等における争議行為、官公署の命令
その他の自由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能とな
り、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
当社の責に帰すべき自由により旅行書面に記載した旅行日程に
従った旅行の実施が不可能になったとき。
７. お客様による旅行契約の解除
取消料はお一人当たり旅行代金に対しての下記の料率でいただ
きます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
区
分
40 日目～31
31 日前（ピーク時）
30 日目にあたる日以降3 日前まで
旅行開始日の前々日以降
旅行開始後又は無連絡不参加

写真提供：日本アセアンセンター ※写真はイメージ

取消料
１０％
２０％
５０％
１００％

８．詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたします。
総合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
取引責任者です。ご旅行の契約に関し、担当者からの説明に不明
な点がございましたら、ご遠慮なくご質問ください。

９．旅行代金に含まれないもの（一部を例示します）
超過手荷物運搬料金、クリーニング代、電報電話料、ホテルでの
ボーイ・メイド等に対するチップ、その他の追加飲食などの個人的
性質の諸費用、税、サービス料、傷害疾病に関する医料費、パスポ
トㆺ成費用（旅 印紙代11,000 円16,000 円）

《別途お支払いいただく費用》
＊燃油サーチャージ及び空港税他
１５,０００円
＊カンボジア査証代及び取得手数料
５,０００円
＊一人部屋追加代金（２泊）
２５,０００円
（お1 人様でのお申込みで1 人部屋を希望されない方は､このツアーの方と
相部屋となります｡その際申込用紙に相部屋希望とご記入ください。
結果的に
相部屋で組めなかった場合は、1 人部屋追加代金が必要になります。）

◎旅行費用は平成27 年05 月01 日現在を基準としています。
航空運賃の改正等の理由により変更される場合があります。

日
程
表
I T I N E R A R Y
《米子空港から、アシアナ航空で行く!! 世界遺産“アンコールワット”4 日間》

日
次
１

月/日/曜

発着地/
発着地/滞在地

DATE

CITY

現地時間

交通機関

TIME

TRANSPORT

2015 年
米子空港
7 月07 日（火）

集合

13：30

米子空港
仁川空港

発
着

15：00
16：40

OZ１６３

仁川空港

発

19：15

OZ７３７

シェムリアップ 着
シェムリアップ 滞在

22：40
専用車

２

2015 年
シェムリアップ 滞在
7 月08 日（水）

午

午

３

2015 年
シェムリアップ 滞在
7 月09 日（木）

シェムリアップ

４

2015 年
仁川空港
7 月10 日（金）
仁川空港

前

後

専用車

専用車

終 日
専用車

発

23：40

着

07：00

発

09：30

OZ７３８

OZ１６４

摘

要
SCHEDULE

各自、米子空港へ集合
アシアナ航空カウンター（国際線）にて受付
搭乗手続・出国審査開始
アシアナ航空１６３便にて、韓国・仁川空港へ
（所要時間：1 時間40 分）
到着後、トランジット/乗継
ショッピングやお食事などでお楽しみください
アシアナ航空７３７便にて、カンボジア・シェムリア
ップへ（所要時間：5 時間25 分）
到着後、入国手続開始
【カンボジアへの入国は、ビザが必要です】
ホテルへチェックイン
[シェムリアップ泊]
ホテルにて、朝食
アンコール王朝が最も繁栄した時代に造営された都城
で、四面仏が刻まれた外観が神秘的なバイヨン寺院を
擁する“アンコールトム”【南大門・バイヨン寺院・
象のテラスなど】とタ・プロームにご案内します
昼食は、レストランにてクメール料理
昼食後、ホテルにて休憩します
１２世紀初め、クメール王国の王が神々と交信するた
めに造ったといわれる天空の楽園で、世界遺産の代表
格“アンコールワット”をご案内します
カンボジア宮廷舞踊“アプサラ・ダンス”を鑑賞しな
がらの夕食をお楽しみいただきます
[シェムリアップ泊]
朝日に映えるアンコールワット観光（希望される方）
（天候により、ご覧頂けない場合もあります）
ホテルにて朝食
「東洋のモナリザ」と呼ばれる女神デヴァタール像が
人気のバンテアイ・スレイにご案内します
昼食は、レストランにてカンボジア料理
オールドマーケットやアンコール国立博物館、ショッ
ピングにご案内します
ホテル内レストランにて夕食をお召し上がりいただき
ます
クメール式マッサージで旅の疲れを癒します
（全身又は足マッサージ／約1 時間）
シェムリアップ空港到着後、搭乗手続・出国審査
アシアナ航空７３８便にて、韓国・仁川空港へ
（所要時間：05 時間 20 分）
[機中泊]
到着後、トランジット（乗換）
仁川空港にて、ショッピングなどでお過ごし下さい
アシアナ航空１６４便にて、米子へ
（所要時間：０１時間３０分）
入国手続後、解散。お疲れ様でした!!

米子空港
着 11：00
＊ 発着時間及び交通機関は、状況により変更になることがあります。
＊ 安全で円滑なご旅行実施のため、やむを得ず旅程を変更する場合があります。
＊ 利用ホテル （W 又は TWB 利用）

★ ソカ アンコール リゾート（SOKHA
ANGKOR RESORT）
総客室数：276 室。
リゾート
NATIONAL ROAD NO.6, PHOUM TAPHUL, SIEM REAP, CAMBODIA
TEL:(855-63) 969999
FAX:(855-63) 969998
シェムリアップの中心部に位置し、アールデコの要素と伝統的なクメール様式を融合した高級感のある
ホテル。二階と吹き抜けになったロビーは開放感がありソファーの周りに飾られた像の置物が印象的です。

食事
MEAL

機内

機内

朝食

昼食

夕食

朝食

昼食

夕食

機内

機内

