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おきそい
お釈迦さまお悟りの聖地ブッダガヤに初めて日本寺院を建立した公益財団法人国際仏教興隆協会が、皆様のご支援のお

陰で今年平成30年1 1月に財団創立50周年を迎え、併せて日本寺(印度山日本寺)開山45周年を迎えます。

また、日本寺が永年にわたってこの地域の疾病に苦しむ人々や貧困家庭の子供たちを対象に行ってきた教育や医療分野

での宗教福祉事業も周年の節目を迎えるところから、日本寺では今秋ブッダガヤ印度山日本寺において「財団創立50周年」

「印度山日本寺開山45周年」「菩提樹学園40周年」「光明施療院35周年」として記念法要を厳修致します。導師は日本寺の

宗教主座・竺主に昨年晋山された北河原公敬東大寺長老がお勤めになられます。

この栄えある法要へのご参列と、それら宗教福祉事業の現場や、お釈迦様の足跡を皆様と共に訪れたいと存じます。

気候も良く、ゆったりとした日程ですので、どなたでも安心してご参加下さいませ。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日　程　表
月日曜 �都　市　名 �交通機関 �時　刻 �日　　　　　　　　　　　程 �食事 

1 �「1月22日 �成田空港発 �丁G-64「 �09:45 �成田空港よりタイ国際航空にてバンコクへ �朝)× 

(木) �バンコク着 ��「5:「5 �*バンコク空港で関西組と合流 �昼)機 夕)○ 

関西空港発 �丁G-623 専用バス �11:00 �関西空港よりタイ国際航空にてバンコクへ 
バンコク着 ��15:45 �*バンコク空港で成田組と合流 

専用バスにてホテルへ 
ホテルのレストラにて結団式 

くバンコク泊> 

2 �1「月23日 �バ　ン　コ　ク �専用バス �午　前 �専用バスにてバンコク空港へ �朝)○ 

(金) �バンコク発 �丁G-2327 �12:20 �タイ国際航空(タイスマイル運航)にてガヤヘ �昼)機 

ガ　ヤ　着 �専用バス �14:00 �着後、専用バスにてホテルへ �夕)○ 
ブッダガヤ ���日本寺訪問など　　　　　　　　　　　　　　くブッダガヤ泊> 

3 �11月24日 �ブッダガヤ �専用バス �午前 午後 �印度山日本寺45周年・菩提樹学園40周年・光明施療院35周年 �朝)○ 
(土) ����記念法要 �昼)○ 

釈尊成道の地ブッダガヤ参拝「大塔、金剛宝座"聖菩提樹、尼蓮 �夕)○ 
禅河、スジャータ村など」　　　　　　　　　くブッダカヤ泊> 

4 �11月25目 �ブッダガヤ �専用バス �午　前 �専用バスにてベナレスへ �朝)○ 

(目) �サルナート ベナレス ��午　後 �釈尊初転法輪の地サルナート参拝「迎仏塔、ダーメク塔、考古学 �昼)弁 
博物館、ムルガンディクティビハーラ」 �夕)○ 

くベナレス泊> 

5 �11月26日 �ベナレス ベナレス発 �専用バス AI-406 �早　朝 �ガンジス河にてヒンドゥー教徒沐浴風景見学 �朝)○ 
‾(月) ���午　前 �専用バスにてベナレス空港へ �昼)機 

12:10 �インド国内線にてアグラへ �夕)○ 

ア　グ　ラ　着 �専用バス �13:20 �「世界遺産アグラ城」見学 
くアグラ泊> 

6 �11月27日 �アグラ デリー �専用バス �午　前 �「世界遺産タージマハル」見学 �朝)○ 

(火) ���午後 夜 �専用バスにてデリーへ �昼)○ 
車窓よりデリー市内を見学(インド門、官庁街など) �夕)○ 
市内レストランにて「解団式」 

く機中泊> 

7 �11月28日 �デリー空港 �丁G-316 丁G-676 �00:20 �タイ国際航空にてバンコクへ �朝)機 

(水) �バンコク空港 ��05:45 �バンコク空港内にて乗り継ぎ待機 �昼)機 
バンコク発 ��08:00 �タイ国際航空にて成田空港へ �夕)× 

成田空港着 ��15:50 �成田空港到着。入国手続きお疲れ様でした 

バンコク発 �TG-672 �08:15 �タイ国際航空にて関西空港へ 

関　西　空　港 ��「5:45 �関西空港到着。入国手続きお疲れ様でした 

※上記日程は現地交通事情等により変更となる場合がございます。

【利用予定ホテル】バンコク/マリオットマーキンスクインズパークブッ夕方ヤ/スジャータベナレス/ラマダホテルアグラ/JPパレス

【時間帯のめやす】認許8書評認∴夢刻結8書8:83 ∴農前?羅=星83 ∴藻夜星8措;88



参加要項

旅行期間:2018年11月22日(木)
~11月28日(水) 7日間

旅行代金:318,000円

募集人員:25名標(最少催行人員15名様)

申込方法:添付の申込書にご記入の上、申込金50,000円

を添えて下記へお申込み下さい。

申込書はファクシミリでも承りま“丸申込金

については下記口座もしくは現金書留にて

お支払い下さい。
<申込先>

株式会社大陸旅避　　担当‥永田/遠藤
〒 「60-0023　東京都新宿区西新宿5-5-6

第二ダイヤモンドビル2階
丁E」:03-3376-251 1　FAX:03-3376-5280

<振込口座>

三菱UFJ銀行　新宿中央支店

普通預金:326458「

口　座名:力)タイリクリョユウ

申込〆切:2018年10月20日(土)

残　　金:ご出発1ヶ月前までにお振込下さい。

一人部屋追加料金: 58,000円

ビジネスクラス追加料金: 290,000円(国際線4区間)

その他こ旅行代金の他に下記費用が必要です。

①渡航手続手数料4,320円　※希望者のみ

②インド査証(ビザ)実費1,550円

および取得手数料6,480円　※希望者のみ

③成田空港使用料2,610円

関西空港使用料3,040円

④空港税3,800円

⑤航空保険料/燃油サーチャージ8,000円

(燃油サーチャージは7l「現在の額です

将来増又は減がある場合があります。)

利用航空会社:タイ国際航空

食事回数こ機内食を除き　朝食5回、昼食3回、夕食6回付き

添乗員:成田空港より同行致します。

旅券&査証:この度のご旅行にはインドの査証が必要なた

め、2019年5月末日までの有効な旅券が必要

です。

訪問地のご案内

【成道の地フッタガヤ】

お釈迦様が厳しい苦行の後、この地にたどりつき菩提樹のも

とでお悟りを得られた地で、仏教における最も重要な聖地で

す。現在は世界遺産に登録されています。

【ベナレス】

ヒンドゥー教七大聖地の-つ、紀元前「000年以来の歴史を

もつ古い街です。

人は死後、この地で火葬され、その灰をガンジス河に流して

もらうと必ずよき後生が得られると信じられています。

【初転法輪の地サルナート】

ブッダカヤにで悟りを開かれたお釈迦様が初めてお悟りの

内容を五人の比丘たちに説き、大いなる教えが広く世に出

る第一歩となった地です。サルナートはベナレスの郊外

10kmのところにあり、鹿野苑とも呼ばれています。

【アグラ】

チノーからヤムナーIl i沿いに約200km下ったところにある、か

ってのムガール帝国の首都でもあったアグラではマハラジャ

が妃のために建てた世界遺産にも登録されている愛の墓碑

タージマハルと隆盛する帝国の中心として栄えたアグラ城

を見学します。

インド豆知識

気候:11月の北インドは乾季にあたり雨も少なく、
晴天が続き過ごしやすい気候です。朝晩は
冷え込みますので、セーターや上着が必要
です。

時差:日本より3時間30分遅れ(日本が正午の時、
インドは午前8時30分)

貨こルピー(1ルピーは約2円)

圧:220ボルト50ヘルツ

日本用の電化製品をお使いになるには変
圧器とインド用プラグが必要となります。

飲料水:水道水は飲まないように。

現地でミネラルウオーターをご購入下さい。

通
電



参加申込書　希望: □成田発・ □関西発　【「8「「22N○○「印度山日本寺】
寅 �寮. � ���旅券に記載のローマ字氏名をご記入下さい ��こ㌻;:?書下 � �計()年()月()日生 平成;(西暦　年生)(歳) 

:∴ :∴ 二二 千∴ � � �輩 �∴ �����塞 

窮 �殆牟 �な, ���� �- �既婚・未婚 ����型 

襲 �∴ ��� 
∴i_ �蜜棄藤 ��譲二 �雰 ������TE」ト() FAXト() 携帯ト() E-maiiト 

三三〒 
:∴ :中二“ノ � � �回 

∵: �垂 � ������ 

∴; ∴:∴ �∴ � �賽 �三三勤務先 � �電話 ��i勤務先への連絡は ����可・不可・個人名　で 

薫住　所 � �������役職 � 
丁 

∴∵: � �‡ �睡 �言氏　名 � �続柄 �� �電話i(　) 

・: ‾,三住所 � ����国際線遅延の場合 ����上記へ連絡・不要 
丁 

∴ � � �尊 �!き　ない・　ある(　　　　さんと)・　-大部屋希望(別途追加料金を申し受けます) 

∴¥ � �∵ 真 �犠 �三三　　希望する　・　希望しない �����希望する　・　希望しない 

;∴ :ヽ 三、吸 � � �襲 �三　依頼する　・　依頼しない(ご依頼いただいた場合、4.32〇円が別途必要です)※出入国書類作成代行※ 

∴・ �" �∴ �藻 �差　依頼する　・　依頼しない(ご依頼いただいた場合、「ヶ国(こ付き6,480円が別途必要です)※インドビザ申請代行※ 

肇 �ヨ旅券番号　　　　　　　　　　i発行年月日i　　年　　　月　　　日 

薬 � �寿　●この度のご旅行には旅券の残存期間は20「9年5月末日まで必要です。あらかじめご確認下さい。 三三●その他、旅行手続に関しましては、 ��お申し込みをいただきました後にご案内申し上 ���プます。 

ご旅行条件
このご旅行は㈱大陸旅避(〒 「 6○○○○23東京都新宿区西
新宿5-5置6観光庁長官登録旅行業第1 399号　以下当社
といいます)がお客様のため当社の定める旅行日程にした
がって、運送、宿泊機関の提供する運送、宿泊その他の旅行
に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提
供を受けることができるように、手配を行うものでありま
す。当社は自ら旅行サービスを提供することを引き受ける
ものではありません。
ご旅行条件につきましては下記によるほか、最終日程(別
途お渡しする詳細日程) ,当社の定める募集型企画旅行約
款又は旅行業約款によります。
1旅行のお申し込み
お申し込みの隙には予約申込書に申込金3万円を添えて
お申し込みいただきます。お申込金は総経費をお支払いの
際にその-部とし繰り込まれます。
2　旅行代金のお支払い

旅行代金は「ヶ月前迄に全額お支払いいただきます。
3　旅行代金に含まれている経費
●食事機内食を除き　朝6回、昼6回、夕6回
●航空運賃(旅程表に明示されている航空会社便各区間の

エコノミークラス特別運賃)

●送迎パス料金(国外寄港地における空港とホテル間等)
●観光料金(旅程表に明示されているバス料金、現地日本

語ガイド料金、入場料金等)
●ホテル料金(原則として2大部屋に2人の宿泊で、パス
又はシャワー付を標準とします)

●団体行動中の税金サービス科およびチップ
●添乗員費用(弊社添乗員が全行程同行するに必要な費用)
*上記の経費は、旅行者の都合により-部利用されない場

合でも払戻はいたしません
4　旅行代金に含まれていない経費
●渡航手続手数料※ 4.32〇円(希望者のみ)
●航空保険料・燃油サーチャージ8,〇〇〇円

(燃油サーチャージは4/「現在の額です。将来増又は減
がある場合があります。)

●〇人部屋追加料金58.〇〇〇円
●インド査証実費十55〇円

上‾‾殺意詰　旅行企画e実施

㊤大陸旋遊
株式会社鞘怒籍藁謀議

大陸旅遊
東京都新宿区西新宿5-5-6第二ダイヤモンド寄レ2階

TEしO3-3376-2511　FAXO3-3376-5280

E-mail: tlc@tairikuryoyu.c0.jp

http://www.tairikuryoyu.c0.jp　総合旅行業務取扱管理者:永田政夫　担当‥永田/遠藤




