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ガンジス川（イメージ）アショカ王石柱（イメージ）

ブッダガヤ
釈尊が菩提樹下で禅定を修せられ、成道された地で、
仏教における最も重要な聖地です。その菩提樹と台座
（金剛宝座）を祠るのが大菩提（マハボディー）寺です。
大菩提寺の東には尼蓮禅河が流れ、釈尊はこの対岸の
前正覚山の山中で苦行されたとも伝えられています。

霊鷲山
霊鷲山（りょうじゅせん）は、インドのビハール州のほぼ
中央に位置する山。釈迦仏が『無量寿経』や『法華経』
を説いたとされる山として知られています。
山頂の形が鷲(わし)に似ていること、また山中に鷲がい
たのでこの名があるといいます。

マハボディ寺院（イメージ） （イメージ）

ガンジス川
ヒンドゥー教においては、ガンジス川はガンガーと呼
ばれる女神として神格化されています。信仰によりこ
の川で沐浴するために巡礼してくる信者も数多く、聖
地には沐浴場が設けられ、多くの信者が沐浴を行い
ます。

（イメージ）

サルナート
初転法輪の地といわれ、仏教教団発祥を記念する重
要な聖地です。アショカ王朝時代から12世紀にいた
る数々のストゥーバや僧院址があります。二重円筒形
の巨大なダメーク塔は6世紀頃に増広されたストゥー
バです。

タージレイクパレス
インドにある人口湖、ピチョラ湖に浮かぶ白亜のホテ
ル。18世紀にマハラジャ（王族）よって建てられた離
宮を改装して造られました。世界のVIPも宿泊するこ
のホテルで、非現実的な空間をご堪能ください。
（８日間コース参加の方にご利用いただくホテルです）

ダメーク塔（イメージ） タージレイクパレス（イメージ）

ナランダ大学跡
ここには5世紀頃に創設された最大の仏教の学院（大
学）がありました。9階建ての校舎の他、六つの寺院、七
つの僧院があり、図書館には 500万冊に及ぶ蔵書が
あったとされています。釈迦が最後に旅をしたルートと
しても知られています。

（イメージ）

6日間

8日間
■一人部屋追加代金：【6日間】70,000円　【8日間】130,000円
■募集人員：各コース20名（最少催行人員：各コース15名）
■添乗員：日本より各コースに1名同行します。
■食事条件（機内食除く）：【6日間】朝食4回・昼食3回・夕食3回
　　　　　　　　　　　【8日間】朝食6回・昼食5回・夕食6回
■利用航空会社：キャセイ・パシフィック航空（CX）、エア・インディア（AI）
■利用ホテル：※お部屋：シャワー・トイレ付／2名1室ツイン利用
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「インド佛跡と印度山日本寺を訪ねる旅」へのお誘い
　古くから“天竺”と仰がれるインドは、仏教徒ならば一度は訪れたい憧憬の地です。釈尊を思慕する先人達も天竺行きを試みながら遂
に果たせませんでした。交通手段が発達し、当山でも大仏殿昭和大修理後の同 57年に第 1回巡拝を挙行しました。以後、インド、中国
の巡拝が続きましたが、しばらく途絶え、平成19 年に再びインド巡拝団を送る事ができました。同 28 年には北河原長老が印度山日本
寺第六世竺主に就任され、彼の地がより私たちに近しくなりました。この度も有意義な行程で佛跡を巡る旅を計画いたしました。多くの
方々にご参加頂き、釈尊ゆかりの地と縁を深めて頂ければと願っております。

華厳宗教学部

　印度山日本寺訪問とインド佛跡を訪ねる旅のお誘いです。（日程表をご参照下さい。）
　今回はスペシャルプランとして、旅の最後に古都ウダイプールの湖上に浮ぶ、タージレイクパレス（宮殿ホテル）に泊まります。極上の空
間に浸かり旅の疲れを癒していただければと思っております。そのため移動を含め少々費用が掛かりますが、またとないマハラジャ気分
を満喫していただくチャンスとなることでしょう。是非私とご一緒いただければ嬉しいかぎりでございます。皆様のご参加をお待ちしてお
ります。

日本寺竺主・東大寺長老　北河原　公敬

■申込方法：申込書に必要事項を記入の上、㈱近畿日本ツーリスト
　　　　　関西 奈良支店までお申込ください。
■申込締切日：2019年9月20日（金）
　　　　　　（定員になり次第、締め切りとさせていただきます）

■旅行期間

6日間コース 2019年11月21日(木)～11月26日(火)

8日間コース 2019年11月21日(木)～11月28日(木)

■旅行代金

■旅行期間 ■旅行代金

6日間コース 330,000円（お一人様２名1室利用の場合）

8日間コース 478,000円（お一人様２名1室利用の場合）

※相部屋はお受けしておりませんので、1名、3名のように奇数人数でご参加される
　場合は、どなたかお一人について「一人部屋利用追加代金」を申し受けます。

※燃油サーチャージ（17,000 円）、国内空港施設使用料（3,040 円）、現地空港諸税（14,460 円）、国際観光旅客税（1,000 円）（計35,500 円　基準日：2019 年 8月1日現在）が別途必要です。
※燃油サーチャージ、現地空港諸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。

6日間コース 2019年11月21日(木)～11月26日(火)

8日間コース 2019年11月21日(木)～11月28日(木)

6日間コース 330,000円（お一人様２名1室利用の場合）

8日間コース 478,000円（お一人様２名1室利用の場合）

※燃油サーチャージ（17,000 円）、国内空港施設使用料（3,040 円）、現地空港諸税（14,460 円）、国際観光旅客税（1,000 円）（計35,500 円　基準日：2019 年 8月1日現在）が別途必要です。
※燃油サーチャージ、現地空港諸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。

【 ム ンバ イ 】
【ブッダガヤ】
【ラージギル】
【 ベ ナレス 】

【 デ リ ー 】
【ウダイプール】

プルマンニューデリーエアロシティー
タージレイクパレス

……………………… 8日間コースのみ ………………………

ザ・ラリット、ザ・オーキッド
ホテルスジャータ
インドホッケホテル
ラマダプラザ

（お客様によってはバスタブ付の客室となる場合があります）

華厳宗 大本山 東大寺
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公益財団法人 国際仏教興隆協会・東大寺友の会・大仏奉賛会

華厳宗　大本山　東大寺

旅行企画・実施・お問い合わせ・お申込先

後　援

佛跡巡拝企画

担当／中田

観光庁長官登録旅行業第2039号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
旅行業公正取引協議会
旅行業公正取引協議会会員

株式会社近畿日本ツーリスト関西  奈良支店

総合旅行業務取扱管理者：髙垣一生

〒630-8241 奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル3階　●営業時間／9月30日まで9：15～18：00 ・ 10月1日から10：00～17：00　●休日／土・日・祝日

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行規約に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者におたずね下さい。

Tel.0742-23-4891   Fax.0742-22-8946
※お取消し、ご変更の連絡が休業日･営業時間外の場合は翌営業日の扱いとなりますので予めご了承ください。

■旅行条件（抜粋） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前に御確認の上、お申し込み下さい。
1. 募集型企画旅行契約　
①この旅行は（株）近畿日本ツーリスト関西（以下「当社」
という）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」という）を締結することになりま
す。
②当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運
送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービ
ス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることが
できるように手配し、旅程を管理することを引き受けま
す。
2. 旅行のお申し込み
①当杜所定の申込書に所定の事項を記入の上、申込金を
添えて提出してください。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。旅行代金の
残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
60日目に当たる日以降 21日目に当たる日（以下、「基
準日」という）より前にお支払いいただきます。但し、基
準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は
旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいた
だきます。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。
3. 旅行代金に含まれているもの
　旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金（注釈
のない場合はエコノミ一クラス , 鉄道は普通席）。
②宿泊の料金、税、サービス料金
③食事の料金、税、サービス料金
④観光の料金（バス料金、ガイド料金、入場料金）
⑤おひとりにつきスーツケース等 1 個の受託手荷物運搬
料金（航空会社の規定による重量）
⑥添乗員が同行する場合は、添乗員経費、団体行動に必
要な心付けを含みます。
※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。
4. 旅行代金に含まれないもの
　上記のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例
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）
②クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイ
ドに対する心付け、追加飲食等個人的性質の諸費用及
びそれに伴う税・サーピス料金。
③傷害・疾病に関する医療費。
④渡航手続関係諸費用 ( 旅券印紙代・旅券証紙代、査
証料、予防接種料金、渡航手続き代行料金等）
⑤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
⑥希望者のみが参加するオプショナルツアーの料金
⑦お1人部屋を使用する場合の追加代金
（6日間コース：70,000円／8日間コース：130,000円）
⑧ビジネスクラス利用追加代金
（110,000 円／関西⇔香港）
（200,000 円／香港⇒ムンバイ、デリー⇒香港）
⑨インド観光入国ビザ代金（14,000 円）
⑩燃油サーチャージ（17,000 円）
⑪国内空港施設使用料（関西空港：3,040 円）
⑫海外空港諸税（14,460 円）
⑬国際観光旅客税（1,000 円）
※燃油サーチャージ、現地空港諸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。
5. 取消料　旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を

取消される場合には旅行代金に対してお一人につき次の
取消料をお支払いいただきます。

6. 旅行代金の変更
　天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止な
ど当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・
料金の大幅な改定により旅行内容・旅行代金を変更
する場合があります。尚お客様のお申し出により旅行
内容の変更がある場合は別途所要経費をいただきま
す。また運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が
異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契
約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利
用人員が変更になったときは契約書面に記載したとこ
ろにより旅行代金を変更します。
7. 最少催行人員
　お客さまの数が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
目（ピーク時は 33日目）にあたる日より前に旅行を中
止する旨をお客さまに通知します。
8.特別補償
当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募
集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところに
より、お客様が企画旅行参加中に急激かつ外来の事
故により、生命、身体又は荷物に被られた一定の損害
については、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金
を支払います。
9. お客さまに対する責任
①当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過
失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償し
ます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内
に当社に対して通知があった場合に限ります。
②手荷物について生じた損害については、本項①の規定
にかかわらず、損害発生日の翌日から起算して 21 日
以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者
1人15 万円を限度 ( 当社に故意又は重大な過失があ
る場合を除きます )として賠償します。
③お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の
旅行サービス提供の中止，官公暑の命令その他（伝染
病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送
機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程
の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等）の当社の関
与し得ない事由により損害を被られたときは、本項①
の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うもので
はありません。
10. お客さまの責任
①お客さまの故意または過失により当社が損害を被った
時ときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなり
ません。
②お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客
さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理
解するように努めなければなりません。
③お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅行
サービスについて、記載内容と異なるものと認識した
ときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サー
ビス提供者にその旨を申し出なければなりません。
11. 旅程保証　当社は別途定める契約内容の重要な変
更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更

補償金を支払います。
12. 確定書面の交付
　当社は旅行開始日の7日前までに最終日程表（確定書
面）を交付致します。
13. 個人情報の取扱について　※EU 在住の方はお問い
合わせください。
①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 ( 海外の機関等を含む ) 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、旅券番
号および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子
的方法等で海外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り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く
ださい。
14.その他
①旅券・査証について
❶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。
❷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・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続
きはお客さまの責任でおこなっていただきます。当社
では所定の代金を申し受け、これらの手続きの一部代
行を行う場合があります。
　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合わせください。
②海外危険情報について
　渡航先（国又は地域）によっては外務省「海外危険情
報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている
場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
　外務省海外安全ホームページ　
URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/
　外務省海外旅行登録「たびレジ」
URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
③保険衛生について
渡航先の衛生情報については以下をご確認下さい。
厚生労働省検疫所　海外で健康に過ごすために　
URL:https://www.forth.go.jp/
15. 基準期日 / この旅行条件は、2019 年 8月1日現在
を基準としております。また旅行代金は、2019 年 8月
1 日現在有効なものとして公示されている航空運貨・
適用規則を基準として算出しています。
16. 時間帯の目安

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

30日前～3日前

20％

※ピーク時のみ・40日～31日前

※ピーク時とは12/20～1/7、4/27～5/6、7/20～8/30をいいます。

10％ 50％ 100％

旅行開始日の前々日
以 降 ～ 旅 行 開 始 日
当日の 旅 行 開 始 前

旅行開始後又は
無 連 絡 不 参 加

04：00～

早朝

06：00～

朝

08：00～

午前

12：00～

昼

13：00～

午後

16：00～

夕刻

18：00～

夜

23：00～

深夜

関西161119080099

6日間
コース

8日間
コース 発着地／滞在地 現地時間 交通機関 適　　　　　　用 食事

出発

到着

出発

到着

1 関西空港

香港

香港

ムンバイ

10：00

13：25

18：05

21：55

機

機

【ムンバイ　泊】

【ブッダガヤ　泊】

【ラージギル　泊】

【ベナレス　泊】

CX-503

AI-311

専用車

到着

出発

到着

香港

香港

関西空港

06：50

10：30

15：00

機
空路、帰国の途へ（所要時間：3時間30分）

ご到着後、入国手続き、通関後解散

4

6

出発

到着

出発

到着

2
ムンバイ

デリー

デリー

ガヤ

ブッダガヤ

08：00

10：15

12：10

13：40

朝

機

夕

ホテルにて朝食後、空港へ

空路、デリーへ

乗り換えにてガヤへ

到着後、ホテルへ

『マハボディ寺院（大菩提寺）』にて法要

夕食はホテルにてご案内いたします。

空路、香港へ（所要4時間25分）

乗り換えにてムンバイへ（所要6時間20分）

到着後、ホテルへご案内いたします。

専用車

AI-806

AI-433

専用車

ブッダガヤ

ナランダ

ラージギル

午前

午後

朝

昼

夕

ホテルにて朝食

『印度山日本寺』にて法要

『菩提樹学園』訪問

玄奘三蔵の学んだ『ナランダ大学跡』を見学

その後、ラージギルへ

到着後『温泉精舎』、『竹林精舎』を参詣

夕食はホテルにてご案内いたします。

専用車

出発

到着

到着

ラージギル

ブッダガヤ

ガヤ

ベナレス

早朝

14：15

14：50

朝

昼

夕

早朝、『霊鷲山（りょうじゅせん）』にて法要

ご来光を拝んだ後、ホテルにてご朝食

その後、再びブッダガヤへ

ホテルにてご昼食後、空港へ

空路、ベナレスへ

到着後シルク工場にてお買い物の後、ホテルへ

夕食はホテルにてご案内いたします。

専用車

AI-433

専用車

【デリー　泊】【機内　泊】

出発

到着

ベナレス

サルナート

ベナレス

デリー

早朝

15：30

17：05

朝

昼

夕

早朝、ガンジス河にてボートより沐浴場見学

ガンジス河よりご来光を拝んだ後、ホテルにてご朝食

朝食後、サルナート『ダメーク塔』にて法要

アショカ王石柱のライオン像が収められている『考古学博物館』を見学

ホテルにてご昼食の後、空港へ

空路、デリーへ

夕食は空港レストランにて各自お取りいただきます

23：05　エアインディア航空にて香港へ

専用車にてホテルへ

夕食はホテルにてご案内いたします。

専用車

ボート

専用車

AI-433

【ウダイプール　泊】

出発

到着

デリー

ウダイプール

午前

13：20

14：35

朝

昼

夕

ホテルにて朝食

昼食は空港にて軽食のお食事

空路、古都ウダイプールへ

到着後、ホテルへ

湖に浮かぶレイク・パレス・ホテルへ

夕食はホテルにてご案内いたします。

専用車

AI-471

専用車

ボート

出発

到着

出発

ウダイプール

デリー

デリー

15：10

16：30

23：05

ホテルにて朝食

旧市街を見下ろす壮大な『シティーパレス』、ウダイプール最大の

『ジャグディーシュ寺院』を見学。

昼食後、空路、デリーへ

到着後、デリーにて車窓観光と早めのご夕食の後、空港へ

空路、香港へ（所要5時間15分）

ボート

専用車

AI-472

専用車

AI-314

CX-506

朝

昼

夕

【機内　泊】

5

3

1

4

6

7

8

2

5

3

11/21
（木）

11/24
（日）

11/26
（火）

11/22
（金）

11/25
（月）

11/23
（土）

11/21
（木）

11/24
（日）

11/26
（火）

11/27
（水）

11/28
（木）

11/22
（金）

11/25
（月）

11/23
（土）

行程表

※食事（朝→朝食、昼→昼食、夕→夕食）
※ 上記記載の国際線、国内線の便名・発着時刻は、予定されるものを記載しておりますので、実際の物とは異なる場合がございます。
※現地事情により、観光場所、お食事場所などを入れ替えさせて頂く場合がございます。

6日間コース 8日間コース
（8日間
コース）


