短期間かつリーズナブルに憧れのシルクロードへ。当ツアーでは富山空港より大連を経由して､中国西域のウルムチ・
トルファンを訪れます。砂漠に刻まれた信仰と興亡の歴史、オアシスの街、山脈、奇岩と砂丘が広がる見渡す限りの
大自然など、今も人々を惹きつけてやまないシルクロードの一端をお楽しみください。
火焔山
ベゼクリク千仏洞

新彊ウイグル自治区博物館

【世界遺産】交河故城

ラグ麺

クムターグ砂漠にてラクダ乗り
体験ができます

※上記旅行代金に燃油サーチャジは含まれますが、現地空港税(約５,０00 円)及び渡航書類作成料(3,240 円)が別途必要です。
スケジュール

日次

１
（土）

２
（日）

３
(月)

４
（火）

５
（水）

11:55発 富山空港より中国南方航空にて大連へ✈

13:25着 大連空港到着後､入国手続きを済ませしばし待機

17:45着 中国南方航空にて石家庄経由ウルムチへ✈

00:05着(翌日) 到着後､専用車にてホテルへ

【ウルムチ

泊】

食事
×
機内食
機内食

午前 ホテルにて朝食後､専用車にてウルムチ観光へ

朝食

（ウルムチ市内を見下ろす紅山公園、眠れる美女のミイラが有名な新疆ウイグル自治区博物館をご案内します）
午後 田舎料理の昼食後、専用車にて天山山脈の支脈を越えトルファンへ（所要約3時間）

昼食

夕刻 トルファン観光（ウイグルに現存する最大のイスラムの塔である蘇公塔、前漢時代の車師前国の都だった
交河故城、天山山脈の雪解け水を運ぶ地下水路カレーズ、通りが葡萄に覆われている葡萄棚をご案内します）
夜 夕食はウイグル民族料理をご賞味ください
【トルファン 泊】
終日 ホテルにて朝食後､専用車にてトルファン観光へ
（クムターグ砂漠にてラクダ乗り体験、新疆ウイグルで現存する最古のウイグル族の村である
麻扎(マザール村)にてウイグルの代表的な麺料理「ラグ麺」の昼食、千年もの間､都として栄えた高昌故城、
西遊記にも登場する火焔山の麓を通り、10世紀頃の壁画が残るベセクリク千仏洞をご案内します）
夜 ぶどう農家レストランにて夕食をどうぞ
【トルファン 泊】
午前 ホテルにて朝食後､専用車にて再びウルムチへ
17:10発 中国南方航空にて西安経由大連へ✈

午後 国際大バザール(市場)散策後、空港へ

23:40着 大連空港到着後､ホテルへ

早朝 ホテル出発、大連空港へ移動
07:40発 大連空港より中国南方航空にて富山へ✈

10:55着 富山空港到着後、解散

【大連

泊】

夕食
朝食
昼食
夕食
朝食
昼食
機内食
機内食
×
×

■利用航空会社：中国南方航空（エコノミークラス） ■食事：朝食３回、昼食３回、夕食２回（機内食は除く） ■宿泊ホテル【ス
ーペリアクラス】：＜ウルムチ＞海徳酒店又は同等クラスホテル、＜トルファン＞吐哈石油大厦又は同等クラスホテル、＜大連＞南航
明珠大酒店又は同等クラスホテル ■添乗員：富山空港から同行します ■最少催行人員：１５名 ※フライトスケジュールは航空会
社の都合等により変更になる場合がございます。

《ウルムチ・トルファンみどころ》
トルファン

ウルムチ

2000 年以上前には東西交通の要所で、
天山南路、中路の中心としてシルクロー
ドの要衝として栄えました。トルファン
はウイグル語で低地を意味し、盆地の最
も低い所は海抜マイナス 154ｍです。
現在は高昌故城やベゼクリク千仏洞な
どみどころが多く、観光都市となってお
ります。

新疆ウイグル自治州の首府。天山山脈の
北麓、ジュンガル盆地の南端に位置する
標高 924ｍの都市。人口 208 万人、漢
民族のほかにもウイグル族、回族、カザ
フ族、モンゴル族など 49 の少数民族が
暮らしています。国際都市としても発展
してきたシルクロード探訪の拠点とな
る街です。
紅山公園から見下ろすウルムチ市内

高昌故城

火焔山

ベゼクリク千仏洞

紀元前 1 世紀の漢代から 13 世紀にモン
ゴル軍に滅ぼされるまでの間、新疆にお
ける政治・経済・文化の中心地の一つで
した。かつて三蔵法師がインドへ仏典を
求める旅の途中に国王・麹文泰の勧めで
説法をしたという伝説が偲ばれます。

トルファン盆地の中部にあり、極度の
乾燥地帯で、夏には地表から立ち上が
る陽炎によって燃え上がる炎のように
見えることからその名がつきました。
「西遊記」では孫悟空が鉄扇公主と戦
う舞台としても有名です。

火焔山の北麓に 6 世紀～14 世紀に
築かれた石窟群。57 窟が現存し、
40 余窟の壁画が残されており、ウ
イグル族の生活や仏教文化を知る
上で貴重な資料となっています。

■ホテル一覧表（宿泊ホテル下記に記載されている内のいづれかとなります。ホテルの指定は出来ません）
【ウルムチ】 ・海徳酒店 ・東方王朝酒店 ・環球大酒店 ・海徳酒店 ・新疆鴻福大飯店 ・美麗華酒店 ・新疆大酒店 ・銀都酒店
【トルファン】・吐哈石油大厦 ・吐魯番双城賓館（バスタブなし） ・火洲大酒店 ・金新賓館 ・雅客賓館 ・豪城大酒店 ・鉄路大厦
【大 連】 ・南航明珠大酒店 ・大連国際機場賓館 ・楓林緑洲酒店 ・大連机場賓館 ・中山大酒店 ・渤海明珠酒店 ・香洲大飯店
ご旅行条件書（抜粋）
■募集型企画旅行契約
(1）この旅行は、株式会社ニュージャパントラベル（以下「当社」という)が旅行企画・実施す
る旅行であります。このご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したこと
になります
(2)ご旅行条件につきましては、本旅行条件書によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、パン
フレット、最終日程表及び当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。
■旅行のお申込み及び旅行契約成立時期
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申込みください。申込金は旅
行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他通信手段でお
申し込みの場合、当社らが予約の承諾を通知した翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申
込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領し
たときに成立いたします。
■申込金
・旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満・・出発日の 61 日以前 ３万円以上旅行代金の 20%以内
出発日から 60 日前まで ３万円以上旅行代金まで
・旅行代金が 10 万円以上 15 万円未満・・出発日の 61 日以前 ２万円以上旅行代金の 20%以内
出発日から 60 日前まで ２万円以上旅行代金まで・
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60 日目にあたる日以降,21 日前までの
間で当社が定める日に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いく
ださい。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事料金、観光料、添乗員が同行するコ
ースの添乗員同行費用、団体行動中のチップ、税金、サービス料
■旅行代金に含まれないもの（一例）
超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス
料、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続諸費用（旅行印紙代、予防接種料金、渡航手続取扱料
金、査証代等）、お一人部屋を使用する場合の追加代金、希望者のみ参加するオプショナルツア
ー費用、空港施設使用料、空港税及びこれに関する諸税。

≪旅行企画・実施≫

本社 〒930-0857 富山市奥田新町 8-1 ボルファートとやま 1Ｆ
観光庁長官登録旅行業第 818 号 （一社）日本旅行業協会会員
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きに関する責任者
です。この旅行約款に関し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく下記の
取扱管理者におたずねください。

■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で旅行契約を解除される場合は、下表の金額を取消料
として申し受けます。
4/27～5/6、7/20～8/31、12/20
左記以外の日に
契約会場の日
～1/7 に開始する旅行
開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさ
かのぼって 40 日目にあたる日以
旅行代金の 10％
無料
降～31 日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさ
かのぼって 30 日目にあたる日以
旅行代金の 20％
降～3 日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行代金の 50％
旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

■旅行内容・旅行代金の変更
天災地変、運送・宿泊機関のサービス提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また
運送機関の運賃の大幅な改訂により、旅行内容・旅行代金を変更することがあります。
■特別補償
当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）の特別保証規定により、お客様が旅行参加
中に急激かつ偶然な外来の事故により被られた一定の損害についてあらかじめ定める額
の補償金及び見舞金を支払いますが、傷害、疾病治療費については補償いたしません。
賠償債務者が外国の運輸・宿泊機関等の場合、充分な保証が得られないこともありますの
で、お客様自身で海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めいたします。
■旅程補償
旅行日程に重要な変更が行われた場合は、その内容に応じて旅行代金の 15％を限度額とし
て変更補償金を支払います。対象となる変更の内容及び変更補償金の額は、当社旅行条件
書によります。この旅行条件は、2019 年 2 月 15 日を基準としています。

≪受託販売≫お申込み・お問合せ

