世界遺産・双林寺千手観音

世界遺産・平遥古城

世界遺産・雲崗石窟

お さ そ い
日中平和友好条約締結 40 周年を迎
えた今年は、中国悠久の歴史を訪ねる
『山西省・平和と友好の旅』です。
雲崗石窟は、東西１km にわたり切り
立った断崖に 5 万体以上の彫像が刻ま
れ、秦漢代の伝統と異民族の遊牧民的エ
ッセンスが融合した芸術性の高さで世
界文化遺産に指定されています。
そして平遥古城は、周囲６km に及ぶ
明代の城壁が保存され、今も人々が普通
に暮らし続ける伝統民間建築が見学で
き、宿泊も古城内の民居ホテルです。早
朝や夜の自由な散策がおすすめです。
また、日本軍が残した万人坑・刑務所
跡を訪れ、真の日中友好とは何かをとも
に考えようではありませんか。ぜひ多く
のみなさまがご一緒くださるよう、心か
らお待ちしています。

★旅行費用

★一人部屋利用追加料金 （近日発表）
★定員 25 名／最少催行 20 名
★添乗員 同行しません。旅行コーデ
ィネイターが全行程同行し、現地で
はベテラン日本語ガイド・湯福啓氏
が中国内の全行程（大同空港から太
原空港まで）同行します。

企画

①
6/19
（木）
②
6/20
（金）

③
6/21
（土）

④
6/22
（日）

189,000 円

207,000 円
（15～19 名様の場合）
日中友好協会会員割引 5000 円

★申込締切

月日

５月 18 日（金）

日中友好協会愛知県連合会
〒464-0821 名古屋市千種区末森通 4-18
☎052‐763‐1152 Fax052-763-1153

⑤
6/23
（月）

⑥
6/24
（火）
⑦
6/25
（水）

都 市
交通機関 時 間
日
程
名古屋発 航空機 朝 中部国際空港で搭乗手続き。中国東方航空にて上
上海乗換え 航空機
海浦東空港へ。国内線に乗継ぎ大同へ。着後、ガ
大同 着
イドがお迎えしホテルへ。２連泊。
午前 ◆中国三大石窟の１つ、中国･アジア･西洋が入り
混じった芸術性の高い世界遺産雲岡石窟を見学
大同
専用車 午後 ◆煤峪口万人坑（大同炭鉱万人坑記念館）の
見学と慰霊及び◆大同市内観光（九龍壁など）
★しゃぶしゃぶ（火鍋料理）の夕食をどうぞ。
大同 発
午前 太原へ。
専用車
◆崖に梁を差込んだ独特な建築方法で建築され
宙に浮かんだように絶壁の中腹にへばりつく
太原 着
午後
空中寺院懸空寺を見学。
◆中国最古の木塔、応県木塔を見学
◆太原市東南郊外に 400 余年前に作られ、高さ
54.7ートルの二つのレンガ造りの塔が有る双
塔寺などを見学
太原 発
午前 ◆山西省博物館、旧日本軍の刑務所跡を見学。
◆東湖酢園にて山西省の酢の文化と醸造行程を
専用車
◆春秋時代の晋国の祠、晋祠見学。
後、専用車にて平遥へ。
平遥 着
午後 ★平遥名物小吃 碗脱 などの地元料理の夕食
★お宿は古城内なので赤提灯が灯る夜の古城を
散策いただけます。
※平遥古城内の民居ホテルで２連泊。
午前 ◆山西商人の夢の跡、世界遺産平遥古城を散策！
◆中国最初の銀行日昇昌や県衙、平遥の孔子廟
文廟、道教寺院の清虚観、瓦屋根の古い街並
平遥
専用車
み一望の城壁など
午後 ◆古城のシンボル的存在で小北京とも言われる
「明清街」の散策。★昼食は餃子など飲茶で。
橋頭村へ。（約 6km）◆東方の彩色塑像芸術
の宝庫として称えられ、宋・元・明、各時代
の彩色塑像が合わせて 2056 体もあるという
世界遺産・双林寺を見学
★夕食は平遥名物八仙卓（しっぽく）料理
平遥 発
午前
朝食後、引続き平遥を見学後、専用車にて
専用車 午後
喬家大院へ（約 60km）。途中◆かつて金融資
本家の邸宅であった喬家大院へ立ち寄りつつ
太原 着
太原へ（約 100km/約 2 時間）
★夕食は、刀削麺などの山西名物料理
太原 発 航空機 朝 空港へ。
（北京） 航空機
昼 太原発、中国東方航空で北京空港へ。
名古屋着
夜 国際線に乗継ぎ、帰国の途へ。

●● 世界遺産･雲崗石窟 ●●

★利用予定航空 中国東方航空
★利用予定ホテル

取扱
大同の西 20Km の地点にあり、東西１Km にわたる武周山に約 40 窟の石窟寺院がつく

られている。2001 年、ユネスコの世界文化遺産に登録された。龍門石窟、莫高窟と並
び中国三大石窟の一つに数えられている。この石窟寺院の建造が最も盛んだったのは、
５世紀ころから後半にかけての北魏時代であるといわれ、また、中国、アジア、西洋の
多文化の様式が取り入れられている
ものもあり「中国の美術史を考える
うえでも非常に貴重な遺跡である」
との評価もある。

大同 大同賓館 ★★★
太原 山西大酒店 ★★★★
平遥 洪善驛賓館民居 ★★★★★
※成田、関空など他空港からのご出
発をご希望の方はどうぞご相談
ください。
♦♦

●●世界遺産･平遥古城と双林寺●●
太原の南 100Km の地点にあり、明代から清代にかけて
の中国の典型的な城郭。街路の配置、商店や住居などの
古建築の保存状態もよく、中国でも最も整っているもの
の一つである。
また、古城内に学校、工場、病院なども備わってお
り、
」現代においても旧市街だけで都市機能を有し
ている珍しい都市となっている。
都市の周りは 6163ｍ、総面積 2.25 ㎢。199 年に
６km ほどの距離にある彩色塑像で知られる双林寺
とともに一帯が世界文化遺産に登録された。

旅行傷害保険(任意)ご加入のお薦め

名古屋
大 同
太 原

♦♦

（申込金は旅行費用の内金）

○郵便振替の場合
口 座 名：㈱富士ツーリスト
口座番号：00840-7-99601
○銀行の場合
口 座 名：㈱富士ツーリスト
三菱東京 UFJ 銀行 名古屋営業部
普通預金 6873676
♦♦

8 月の気温 最高平均 最低平均 降水量

海外での病気やけがに際しましては高額の治療費が必要
になったり、ご家族を現地に呼び寄せる救援費用が必要
になる場合があります。万一の事態に備え旅行傷害保険
℃
への加入をお薦めします。またクレジット･カード付帯の
保険をご利用の場合は、保険金支払いの対象として担保
されている内容を必ずご確認ください。

お申し込みのご案内

＊お申込は添付の申込書にご記入
の上、富士ツーリスト宛に郵送又
は FAX でお送りください。
＊お申込金（3 万円）は、銀行送金、
郵便振替又は現金書留で弊社宛
にお送りください。

渡航手続きについて

♦♦

＊旅券＝パスポートをお持ちの方は、
残存有効期限が「中国出国時６ヶ月
以上」 (余裕をみて 2018 年 9 月
30 日以降まで有効なもの）が必要
です。

13.4℃ 3.7℃ 115.2 ㎜
22.8℃ 18.1℃ 43.8 ㎜
28.0℃ 16.0℃ 47.0 ㎜

この旅行は(株)富士ツーリスト(以下当社といいます)が、企画・募集し実施する企画 ホテルのルームメイド/ボーイ等に対するチップ・クリーニング代・電話料・飲物代など
旅行で、お客様は、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 個人的な諸費用（税金・サービス料及びチップ等を含む）、みやげ品及び持込品にかかる関
結する事になります。旅行契約の内容･条件は本募集パンフレット、旅行条件書、出 税など、お客様の傷害疾病に関する医療費、旅行日程に明示されていない食事の料金及び自
発前にお渡しする確定書面（最終日程表）及び当社旅行業約款によります。
由行動中の一部諸費用、お 1 人部屋を使用する場合の追加料金（コースにより異なります。）
●旅行の申込と旅行契約の成立 所定の申込書及び申込金(お一人 30,000 円)を添えて ●旅行契約内容･代金の変更 当社は旅行契約の内容･代金の変更を行う場合があります。詳し
てお申込み頂きます。申込金は旅行代金、取消料、違約金の一部となります。お客様と くは旅行条件書によります。なお、旅行代金の増額の場合は旅行開始日の前日から起算して
の旅行契約は申込金の受理と当社の承諾をもって成立するものとします。
15 日目にあたる日より前にお知らせします。
●確定旅程表の送付
確定した航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定旅 ●お客様による旅行契約の解除で取消料のかからない場合 ①旅行契約内容に以下に例示す
程表は旅行開始日の前日までに交付致します。ただし旅行開始日の７日前以降にお申込 る重要変更が行われた時；A.旅行開始日または終了日の変更。B.観光地､観光施設、その他の
みが合った場合は旅行開始当日に交付することがあります。なお期日前であってもお問 目的地の変更。C.運送機関の種類または運送会社の変。D.運送機関｢設備及び等級｣のより低い
合せをいただければ手配状況についてご説明いたします。
ものへの変更。Ｅ宿泊施設の変更。F.宿泊施設の客室の種類､設備景観の変更②旅行代金が増
●取消について
お客様の都合で、旅行出発の３0 日前以降に旅行契約を解除する 額された場合。③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合④当社の責に帰すべき事
場合は､下記の取消料がかかります。取消の連絡は旅行の申込を受けた販売店の営業 由により当初の旅行日程どうりの実施が不可能になったとき。
時間（09:30～17:30, 土･日曜、祭日は休業）にのみお受けします
●特別補償 当社は、お客様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
旅行開始の前日から起算して
または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、一定の補償金
30 日～ 3 日前……………………… 旅行代金の 20％
および見舞金を支払います。
旅行開始日の前々日及び前日………
旅行代金の 30％
●旅程保証 旅行日程で転変地変や戦乱等による重要な変更があった場合は旅行業約款（主催
旅行開始日の当日……………………
旅行代金の 50％
旅行契約）の規定によりその変更の内容に応じて変更補償金を支払います。詳しくは、旅行条
旅行開始後､または無連絡不参加……
旅行代金の 100％
件書によります。
●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代金に含まれています； ●お客様の責任 当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により
①利用交通機関の運賃、②貸切バス代、③宿泊料(2 名様で 1 室利用)、④食事代、⑤ 当社が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。
観光料金（入場料､ガイド料）、⑥手荷物運搬料金（原則として航空会社規定の重量、
容積、個数の範囲内）⑦添乗員同行の場合の費用、⑧その他（団体行動中の税・ｻｰﾋﾞ 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に関す
ｽ料）
。
この旅行契約に関し、担者からの説明にご不明な点があれば、
●旅行代金に含まれないもの
前項、①～⑧の他は旅行代金に含まれません。その る責任者です。
一部を以下に例示致します。渡航手続諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料な ご遠慮なく表記の取扱管理者にお尋ねください。
ど及び渡航手続代行料金）、超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分
について）
別紙、取引条件説明書面に記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内で運送・
宿泊機関などその他への個人情報の提供について同意のうえ、以下の旅行に申込みます。

申込書
㈱富士ツーリスト御中

日中愛知･山西省平和と友好の旅 雲崗石窟･平遥古城･双林寺 2018 年 6 月 19 日発

別紙、取引条件
氏名(フリガナ)

≪企画/実施 ≫
観光庁長官登録旅行業第 1329 号
JATA 正会員 ボンド保証社員

Kirameki☆tour
㈱富士ツーリスト
〒460-0011
名古屋市中区大須 4-1-9 菱水ビル
フリーダイヤル
☎ 052-261-4621
0120-898928 Fax052-251-6913
総合旅行業務取扱管理者:塚本愛子

ホームページ：
「きらめきツアー」で

簡単に検索できます

説明書面に記載の

現住所(〒

男
女

生年月日
西暦

年

)

－

旅行条件及び旅行

☎

Fax

携帯☎

手配のために必要

e-メールアドレス

な範囲内で運
勤務先

☎
Fax

住所
氏名
旅行中
の緊急
連絡先

住所(〒

☎

続柄
－

)

有効な旅券
旅券番号
有効期限
希望同室者名

月

日

