インド傍跡ならびに日本寺巡拝の旅へのお誘い
釈尊悟りの聖地インドブッダガヤにあります印度山日本寺が、今年開山45周年を迎えました。私が首座・竺

主を致しております日本寺は、日本仏教界が宗派を超えて組織しております公益財団法人国際仏教興隆協会
が運営・維持しておりま￣丸そして諮宗派の若い僧侶が駐在し、現地人スタッフと共に日夜お勤めをしてくれてい
ま‑丸また、日本寺では現地の子供達の保育・教育を、そして診嬢等を無料で行っていま・丸
此の度の旅行では日本寺開山45周年と合せ、先述の協会創立50周年、子供達のための菩提樹学園40周年、
そして光明施療院35周年を記念して法要を厳修することに致しておりま‑丸その後、世界遺産のタージ・マハール
やアグラ城を訪れ、 8日間コースではジャイブール、ムンバイ、エレファンタ島へもまいります

またとないこの機会に是非多くの皆様とご縁をいただき、素晴らしい旅となりますことを願っております

日本寺竺主・東大寺長老 北河原 公敬

回国

発着地/滞在地i

11/22 (木)

出発

到着

21:20

14:10

専用車

Ai‑413

高音喜喜喜漢音喜喜喜喜喜喜三三

Ai‑315

到着

15:00

全

○○

空路、香港経由にてデリーへ

機

到着後、ホテルへご案内いたします。
【デリー 泊】

空路、ガヤヘ

デリー
出発
12:10
専用車
到着
13:40
専用車
到着後、ホテルへ

ブッダカヤ

11/24 (土)

臆閑職絹楽園

関西空港

デリー

11/23 (金)
ガヤ

現地時間・

ホテルにて朝食 空港へ

機

朝 機 夕

チェックインしお着替えの後、マハボディ寺院にて法要
夕食はホテルにてご案内いたします。
【ブッダガヤ 泊】

協会創立50周年・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 記念法要
ブッダガヤ ガヤ出発 デリー到着
14:15 17:10
専用車
ホテルにて朝食
菩提樹学園訪問
ホテルにて昼食 空港へ
Ai‑433

専用車

朝 昼 夕

空路、ベナレスを経由しデリーへ

到着後、市内レストランにて夕食後、ホテルへご案内いたします
【デリー 泊】
アグラへ

アグラ デリー到着
」
11/25
出発アグラ到着後、市内レストランにて昼食
午前 午後
専用車
ホテルにて朝食
朝 昼 夕
(日)
食後、タージ・マハール観光、アグラ械観光
夕食はホテルにてご案内いたします。
【アグラ 泊】

5

●

食後、ジャイブールヘ
ジャイブール到着
ジャイブール到着後、市内レストランにて昼食
11/26
アグラ
出発
午前 午後
専用車
ホテルにて朝食
(月)
その後、アンベール城観光
夕食はホテルにてご案内いたします。
【ジャイブール 泊】

11/27
ジャイブール出発
(火)
ムンバイ
到着
15:35

シティパレス、風の宮殿などジャイブール市内観光
観光後、空港へ
午前 空路、ムンバイへ
13:55
専用車 Aト612
ホテルにて朝食
到着後、ホテルへ

朝 昼 夕

朝 機 夕

夕食はホテルにてご案内いたします。
【ムンバイ 泊】

ヒンドゥー教石窟寺院のあるエレファンタ島へ
7

エレファンタ島
ムンバイ ムンバイ出発
11/28
ムンバイ
出発
(水)

見学後、再びムンバイへ
旧プリンスオブウ工‑ルズ博物館、旧ヴィクトリアクーミナスなど
午前 午後 19:45
フェリー 専用車 Ai‑314
ホテルにて朝食
ムンバイ市内観光

観光後、空港へ
空路、デリー、香港経由帰国の途へ

朝 昼 機

機

【機内 泊】
● ●

11/29 (木)

関西空港

到着

12:40

Ai‑314

ご到着後、入国手続き、通関後解散

機

鵜募集型企画旅行契約

扱料金)

この旅行は、㈱近畿日本ツーリスト関西が企画・募
集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、旅行
契約)を締結することになります。ここに記載のな
い事項については別途の当社「募集型企画旅行条件
書(海外旅行)」、出発前にお渡しする最終日程表と
称する確定書面及び旅行業約款(募集型企画旅行契

⑦日本国内における自宅から発着空港までの交通費・
宿泊費

約)によります。

臆旅行のお申し込み
当杜所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金の金額
は、原則として旅行代金の20%相当額以内となり
ます。旅行契約は当杜が契約締結を承諾し申込金を
受理した時に成立するものとします。旅行代金のお
支払いは、旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって60日日に当たる目以降の当社の定める目ま
でにお支払いください。
臆取消料
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消さ
れる場合は旅行代金に対して、次の料率の取消料を
いただきます。

※ピーク時とは1 2/20へ1 /7、 4/27へ与/6、 7/20へ8/30をいいます。

※旅行開始後の解除・払い戻し/お客様のご都合に
より途中で離団された場合はお客様の権利放棄と
みなし、‑切の払い戻しをいたしません。
臆旅行代金に含まれているもの
(D日程表に記載された運送機関の往復エコノミー
クラス 団体運賃・料金。
(∋ホテルの宿泊料金及び税・サービス料金。
(2大部屋・ツインにお2人様宿泊を基準)
③旅行日程に記載の食事料金※機内食は除く。

④旅行日程表に明示した各地での観光料金、ガイド
料金、乗り物料金。
(∋航空機による手荷物料金(利用航空会社の規定に

⑧インド観光入国ビザ代金(1 3,000円)
(①国内空港施設使用料: 3,040円
⑲現地空港諸税:8,21 0円
⑪燃油サーチャージ: 12,000円

※燃油サーチャージ、規地空港税は変動する場合が
ございます。増額になった場合は不足分を追加徴収
し減額になった場合は返金いたします。
獲渡航手続取扱料金
①出入国記録書類の作成を代行したとき(1ヶ国に
つき)…… 4,320円

(∋旅券申請書類の作成を代行したとき
…・ 4,320円

※当該料金は合算して申し受けます。
※お客様がご自身で上記書類などを作成されると
きは、上記取扱料金は不要です。
鵜最少催行入貢
明記の最少催行人員に達しないときは、旅行の催行
を中止することがあります。この場合には旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって23日日にあた
る日より前に、旅行を中止する旨旅行者に通知いた
します。
臆免責事項
当社に故意又は過失がない場合でお客様が次に例
示するような事項により損害を被られたときは、損
害の責任を負うものではありません。
イ.天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生ず
る旅行日程の変更もしくは旅行の中止
□.運送・宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれら
のために生ずる旅行日程の変更もしくは中止
ハ.官公署の命令、又は伝染病による隔離
ニ.自由行動中の事故 ホ.食中毒 へ盗難
卜.運送機関の遅延、不通、又はこれらによって生ず
る旅行日程の変更もしくは目的滞在時間の短縮
喜旅券・査証について(日本国籍以外の方は、自国の
領事館、渡航先国の領事館入国管理事務所にお問い

②〇人部屋追加代金(1 00,000円)
(∋ビジネスクラス利用追加代金(200,000円)

合わせ下さい。)
①旅券(パスポート):この旅行には残存期間が入国
時に6か月以上、未使用査証欄が2頁以上残ってい
る旅券が必要です。
②査証(ビザ) :この旅行には、査証が必要です。
査証代は旅行代金に含まれておりません。現在お持
ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認旅券・
査証の取得は、お客様の責任で行ってください。こ
れら手続き等の代行については販売店が渡航手続
料金をいただいてお受けいたします。
漢旅行代金の変更
利用する運送機関の適用運賃・料金が基準日以降に
著しい経済情勢の変化などにより、通常想足される
程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内

④クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイ
ドなどに対するチップ、その他追加飲食など個人的性
質の諸費用
(∋傷害・疾病に関する医療費
⑥渡航手続諸費用(旅券印紙代、査証料、渡航手続取

で旅行代金を変更することがあります。その場合
は、旅行開始日の前日から起算して1与日日にあた
る日より前にお客様にその旨を通知いたします。
鵜特別捕償
お客様が旅行中、生命、身体又は荷物の上に被られ

よる)。

(①空港・ホテル間の送迎料金
⑦団体行動中のチップ・税金等の費用。
⑧添乗員同行費用。

これらの費用はお客様の都合により一部利用され
なくても払い戻しは致しません。
臆旅行代金に含まれないものの‑部
上記以外は旅行代金に含まれませんが、旅行参加に
あたって通常必要となる費用を例示します。
①超過手荷物料金
(規定の重量、容量、個数を超える分について)

た‑定の損害については、あらかじめ定める額の補
償金及び見舞金又は損害補償金をお支払いいたし
ます。
獲旅行内容の変更
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行
サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計
画によらない運行サービスの提供、その他当社の関
与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程、
旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約
の内容を変更する場合があります。
臆渡航先(国または地域)によっては、外務省より危
険情報など安全の関係の海外渡航関連情報が出さ
れている場合があります。海外渡航関連情報は外務
省安全相談センターなどでもご確認いただけます。
臆渡航先(国または地域)の衛生状況ついては厚生
労働省ホームページでご確認ください。
臆海外旅行保険への加入について、より安I己¥してご

旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故、盗
難にそなえて海外旅行保険に必ずご加入されるこ
とをおすすめします。
漢その他/ここに記載のない事項については別途
の当社「募集型企画旅行条件書(海外旅行) 」及び旅
行業約款(募集型企画旅行契約)によります。※この
旅行取引条件説明書面の基準日は201 8年5月1 3目
です。旅行代金は、2018年5月13日現在有効なもの

として公示されている航空運賃・適用規則を基準と
して算出しています。
鵜時間帯の目安(移動の発着時間)
眼00‑ i 12‥00」 13‥00へ恒00」 18‥0叶穣00へ

獲個人情報の取扱について
①(株)近畿日本ツーリスト関西(以下「当社」)およびご旅
行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」)
は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報につい
て、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために
利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故
時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内にお
いて当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客
さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および
搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で
免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく
際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同
意いただくものとします。
②当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発
や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対
応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用
させていただきます。当社グループ企業および販売店が

共同利用する個人情報は以下のとおりです。住所、氏
名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メール
アドレス、旅券番号
③上記の他、当社の個人情報の取扱いに関する方針につ
いては、当社の店頭またはホームページでご確認下さい。

関西海

046018110002

0,000円

(お一人様2名書室利用の場合)

ヤージ(丁2,000円)、国内空港施設使用料(3,040円)、現地空港諸説(8,21 〇円) (計23,25〇円

基準日:平成30年5刷3日現在)が別途必要でも

喜一大部屋追加代金: 「 00,000田

園募集人員: 25名(最少催行人員20名)
臆添乗員:日本より同行し、お世話致します。
臆食事条件:朝食6回・昼食4回・夕食5回(機内食除く)
漢利用航空会社:エア・インディア(Al)
萱利用ホテル: 【デリー「日日】ブルマンニューデリーエアロシティー、
ノボテルニューデリーエアロシティー

【ブッダガヤ】ブッダガヤリージェシシー
【デリー3日日】ルメリディアン

【ア グ ラ】ジ工イピーlルス
【ジャイブール】タージジヤイマ八‑ルパレス
【ムンバイ】タージマ八‑ルタワー(新館)
※お部屋:シャワー・トイレ付
(お客様によってはバスタブつきの客室となる場合があります)

漢申込方法二別紙申込書に必要事項を記入の上、株式会社
近畿日本ツーリスト関西奈良支店までお申込ください。
臆申込締切日:平成30年9月2「日(金)
(定員になり次第、締め切りとさせていただきます)

タージ・マハール
釈尊が菩提樹下で禅定を修せられ、成通された地で
仏教における最も重要な聖地で、丸その菩提樹と台座
(金剛宝座)を詞るのが大菩提(マハボディー)寺で・丸
大菩提寺の東には尼蓮禅河が流れ、釈尊はこの対岸の
前正賞山の山中で苦行されたとも伝えられていま}丸

ムガル帝国第5代皇帝シャ一・ジャハーンが、死去した

愛妃ムムクーズ・マハルのため建設した総大理石の墓
廟ですインド・イスラーム文化の代表的建築であり、イ
ンド観光の目玉的存在でもあります年間400万人(う
ち外国人は20万人)の観光客が訪れます

ヤムナ川岸に建つ、ムガール帝国第3代皇帝アクパルに
よって1564年から築かれた城で、九高さ約20mの無

骨な城壁に囲まれていますが、内部には華麗な宮殿や
モスクが美しい緑の中に建ち並んでいます。ヤムナ川越

しに望むタージ・マハールは美しく、印象的です
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ハワ一・マハル(風の宮殿)

エレファンタ石窟離

旧藩王、サワーイ一・ジャイ

ハワ一・マハル、別名「風の宮殿」は、ジャイブールのピ

ムンバイから約10km沖に浮かぶエレファンタ島とい

紀に建てられた宮殿です。

ンク・シティと呼ばれる街区の一角にある宮殿史顕で
}丸通りに画した953の小窓を通して風(ハワー)が循

環することにより、暑いときでも涼しい状態に保たれ

う小島に、 1987年に世界遺産となった『ェレファンタ

石窟群』があります。 5へ8世紀頃にヒンドゥー教僧

発議

