特定非営利活動法人

ベトナム子ども基金
スタディツアー
ご旅行期間

2016 年 11 月 23 日（水）～ 11 月 29 日（火）
旅行代金：168,000 円
（参加人数によって多少の変動がございます）

定員：15 名様（最少催行人員 7 名様）
申込締切：2016 年 10 月 21 日（金）

上記旅行代金とは別に航空保険料、燃油特別付加運賃、成田空港税＋旅客保安サービス料、ベトナム空港使用料（合計約
7,600 円 /2016 年 9 月時点）が必ずかかります。※締切後のお申込みはお問合せ下さい。

ベトナム子ども基金は設立 20 周年を記念して、ラ

い交流をして、私たちが応援している気持を伝えられ

ンドム省ラムハー郡、タンタィン２小学校・第 4 分

たらと思っております。学校訪問の際はベトナムの軽

校に新しい校舎とトイレを贈呈致しました。ベトナム

井沢といわれている、高原都市ダラットに宿泊いたし

子ども基金が校舎を増築・改修した９校目の学校とな

ます。他にも、南部地域の個別里親訪問、青葉奨学会

ります。

スタッフとの交流会などが予定されています。

この地域は貧しく、少数民族が多く住んでおり、あ

どなたでも参加可能ですので、皆様お誘いあわせの

たり一面にコーヒー畑とお茶畑が広がるのんびりとし

上、ご参加いただければ幸いです。お一人でも参加可

た、しかし、個人ではなかなか訪れることが難しい地

能です。日本から事務局のスタッフが同行いたします

域です。山の上の分校に通う元気な子どもたちと楽し

ので安心してご参加ください。

受託販売
〈お問合せ・ご予約〉

TEL: 03-3207-3690（担当 / 堀江）

日
都市
日程
朝：ベトナム航空にてホーチミンへ
11/23 成田発
（水） ホーチミン着 午後：空港到着後、国内線へ乗り継ぎ

ダラット Dalat（１～ 4 日目）
ダラットはフランス植民地時
代に開拓された高原避暑地
で、 標 高 は 約 1,500m。 ベ ト
スナム人の観光客やハネムー
ナーのメッカでもあります。

ホーチミン Ho Chi Minh City（5 ～ 6 日目）
かつては「東洋のパリ」とも
称えられ、整然と並ぶ街路樹
やコロニアル様式の建築物が
残っています。可愛い雑貨が
あふれ、ショッピングやグル
メも楽しめる活気ある街です。

ホーチミン発
ダラット着

食事

朝：×

昼：機内
夕刻：ベトナム航空にてダラットへ
夜：○
夜：着後、空港にてお出迎え、ホテルまでご送迎

ダラット /TTC HOTEL PREMIUM DALAT 泊

11/24 ダラット
（木）

終日：ダラット市内観光
ダラット市場、フラワーガーデン、バオダイの
別荘、ダラット駅、トゥイェンラム湖、ケーブ
ルカー乗車など

11/25 ダラット
（金）

午前：ラムドン省ラムハー郡の小学校訪問
子どもたちと交流など
午後：ダラットパレスでハイティーをお楽しみ
下さい

朝：○
昼：○
夜：○

ダラット /TTC HOTEL PREMIUM DALAT 泊
朝：○
昼：○
夕：○

ダラット /TTC HOTEL PREMIUM DALAT 泊

11/26 ダラット
（土） ダラット発
ホーチミン着

朝：空港までご送迎
ベトナム航空にてホーチミンへ
着後、ドンズー日本語学校訪問
青葉会奨学会スタッフとの交流会
ドンズー日本語学校留学生センター見学

朝：○
昼：○
夜：○

ホーチミン /SAIGON HOTEL 泊

11/27 ホーチミン

オプショナルツアーのご案内
ベトナムをより良く知っていただくために、5 ～ 6 日目の終日フ
リータイムにオプショナルツアーをご用意しています。※下記代
金は、お１人様あたりの金額です。その他、個別での観光手配や
車両・ガイドのチャーターもいたします。
参加人数 2 名以上

ホーチミン市内観光

4,600 円

参加人数 1 名

8,300 円

ホーチミンの主な観光名所を効率良く巡り
ます。ベトナム戦争の歴史を伝える戦争証
跡博物館、旧大統領官邸の統一会堂、フラ
ンス統治時代に建てられた貴重な文化財・
中央郵便局、ネオゴシック様式の気品ある
たたずまいのサイゴン大教会（聖マリア教
会）などを見学します。
参加人数 2 名以上

クチトンネル見学ツアー 6,900 円

参加人数 1 名

12,800 円

ベトナム戦争中に、南ベトナム解放民族
戦線によって作られた全長 200㎞のトン
ネル。内部には医務室や煮炊きができる
窯などもあり一見の価値があります。こ
ちらのツアーではビデオ鑑賞、トンネル
体験ができます。

終日：フリー
個別里親訪問やオプショナルツアー等でお楽し
み下さい
※個別里親訪問は青葉奨学会で車と案内人の手
配をいたします。車代は直接青葉奨学会へお支
払下さい。

（日）

朝：○
昼：夜：-

ホーチミン /SAIGON HOTEL 泊

11/28 ホーチミン
(月)

終日：フリー
オプショナルツアー等でお楽しみ下さい
18:00 ホテルチェックアウト
夜：ご夕食後、空港までご送迎

朝：○
昼：-

夜：○

機中泊

11/29 ホーチミン発
(火)

成田着

深夜：ベトナム航空にてご帰国の途へ
朝：成田空港到着後、解散

朝：機内

※上記日程や訪問地は現地事情により変更になる場合がございます。

ご旅行条件

■出発地：成田空港 ■定員：15 名様（最少催行人数 7 名様） ■添乗員：なし（日本から事務
局のスタッフが同行します）現地ではベトナム人日本語ガイドがご案内します ■利用航空会社：
ベトナム航空 ■お食事／朝食 5 回、昼食 3 回、夕食 5 回（機内食を除く） ■ご利用ホテル：ダラッ
ト：TTC HOTEL PREMIUM DALAT、ホーチミン：SAIGON HOTEL（または同等クラス）

ご旅行条件書（抜粋） お申し込みの前に必ず
ご旅行条件書（全文）をお読み下さい。
●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社 風の旅行社 （以下、 当社） 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企画旅行契約を締結することになります。 旅行の内容 ・ 条
件は別途お渡しする旅行条件書 （全文）、 出発前にお渡しする最終日程表および当社の 「旅行
業約款 （募集型企画旅行の部）」 によります。

●旅行の申込および契約の成立

メコンデルタ・ミトー
日帰りツアー（昼食付）

参加人数 2 名以上

13,200 円

参加人数 1 名

24,900 円

9 割以上の観光客が訪れるタイソン島で
はなく、観光客が少なくてゆったりした
対岸のベンチェへご案内します。メコン
クルーズ、ココナッツキャンディー作り
見学、ハチミツ茶試飲、フルーツ試食、
手漕ぎボートにてジャングルクルーズ
（約 15 分）などをお楽しみ下さい。
写真は全てイメージです。

旅行企画・実施

株式会社

風の旅行社

観光庁長官登録旅行業第 1382 号 日本旅行業協会（JATA）会員

〒 165-0026 東京都中野区新井 2-30-4 I.F.O ビル 6F
総合旅行業務取扱管理者 原 優二

当社所定の申込書に所定の事項を記入し、 申込金 3 万円 （参加費の一部） または旅行代金全
額を添えてお申込いただきます。 電話等の通信手段による申込の場合、 当社が予約の承諾をし
た翌日から起算して３日以内に申込金のお支払いと申込書の提出をお願いいたします。

●旅行契約の解除と払戻
お客様は次に定める取消料を当社にお支払いいただくことでいつでも旅行契約を解除することができます。

旅行契約の取消
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり

取消料
旅行代金の 10％

40 日目に当たる日から 31 日目に当たる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり

（※ピーク時のみ）
旅行代金の 20％

30 日目に当たる日から 3 日目に当たる日まで
旅行開始の前々日、 前日、 および旅行開始当日
旅行開始日の無連絡、 または旅行開始後の取消

旅行代金の 50％
旅行代金全額

※ピーク時とは旅行開始日が 4/27 ～ 5/6、 7/20 ～ 8/31、 12/20 ～ 1/7 のいずれかに当たる場合
を指します。

受託販売〈お問い合わせ・ご予約はこちらまで〉

東京都知事登録旅行業第 3-7212 号 日本旅行業協会（JATA）会員
〒 162-0042 東京都新宿区早稲田町 67 早稲田クローバービル 5F

TEL: 03-3207-3690（担当 / 堀江）
総合旅行業務取扱管理者 小林 奈々

