
358,000円

 ■最少催行人員／ 10 名様
 ■食事条件／朝 14回・昼 13 回・夕 13 回（機内食除く）　
 ■添乗員／添乗員が同行いたします。
 ■ご利用航空会社／中国国際航空 ( エコノミークラス )
 ■ご利用予定ホテル／
 　【トルファン】トルファン賓館 　【コルラ】銀星大酒店　【クチャ】クチャ賓館

　館賓満色】ルガュシカ【　 館賓田和】ンターホ【　館賓洲緑】豊民【 　
 　【ウルムチ】屯河華美達酒店　　【北京】広西大厦クラス 
　 ( ※同等クラス又はそれ以上のホテルに変更となる場合がございます。)
 ■お一人部屋追加代金／ 68,000 円（14 泊）
 ■上記スケジュールは航空機及び現地事情により変更になる場合がございます。 
 ■上記代金に加え、中国空港税 /国際航空保険 /燃油サーチャージ 
　 を別途請求させていただきます。
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全都市厳選された
スーペリアクラスホテルを使用！

世界有数の流砂砂漠！
760kmの砂漠を1日かけて縦断します！

哈蜜瓜やスイカなどの旬の果物を
好きな分だけ食べ放題！

毎日ミネラルウォーターをプレゼント！
嬉しい飲み放題！

ベテラン添乗員がご案内します！

ここがおすすめする POINT !!

旅行期間
2017 年 6月 11 日（日）～ 6月 25 日（日）

キジル千仏洞（イメージ）

カラクリ湖（イメージ）

イメージ

天山南路
タクラマカン砂漠縦断の旅  

15日間

※成田・関西・千歳・仙台・名古屋・福岡空港からも出発できます。



地名 行　　程 朝 昼 夜

1
成田
北京

空路、 北京へ
着後、 ホテルへご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　【北京泊】 ××

機
内

2

北京
ウルムチ

空路にて新疆ウイグル自治区の首府 ・ ウルムチへ
午後 ： 高速道路を利用して葡萄の名産地又はかつて高昌王国として栄えた ・ トルファンへ （約 200 ｋｍ、 3 時間）　
途中アジア最大の風力発電場 （下車）、 塩の湖 （車窓） を観光します　　　　　　　　　　　　　　　
夕食後、 葡萄棚の下でウイグル族の民族舞踊をお楽しみください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【トルファン泊】

○○○

3

トルファン 午前 ： 「西遊記」 に登場する火焔山、　かつて高昌国の都である高昌故城 （ロバ車乗り）、　
新疆東部最大の石窟群 ・ ベゼクリク千仏洞、　新疆に現存する最も高いイスラム寺塔 ・ 蘇公塔を観光します
昼食はウイグル農家で家庭料理を体験します
午後 ： 独特な地下水利工事 ・ カレーズ、
2000 年あまりの歴史を持つ土で造られた交河城、 多民族が行き交うバザールへご案内します　　　　　　    【トルファン泊】

○○○

4
トルファン

コルラ
蒙古族自治州の首府であり、 タリム石油発掘の中心地でもあるコルラ市へ （約 400km、 6 時間）
途中、新疆最大の淡水湖・ボステンを立ち寄り、遊覧船に乗ってボステン湖の蓮花湖を観光します　 　　　　　　 【コルラ泊】 ○○○

5
コルラ
クチャ

午前 ： かつて亀茲国として栄えたクチャへ （約 300km、 4 － 5 時間）
午後 : 玄奘三蔵も訪れた西域最大の仏教寺院跡・スバシ故城の見学、バザール等を観光します　　　　　　　 　  【クチャ泊】 ○○○

6
クチャ 風に侵蝕された地形 ・ ヤルタン風景、 玄奘三蔵が立ち寄ったことがある塩水渓谷、 新疆最大の仏教美術の宝庫 ・ キジ

ル千仏洞、約2千年の風雨に耐えたクズルガハ烽火台、天山神秘大峡谷を観光します 　　　　　　　　　 　　　　　 【クチャ泊】 ○○○

7
クチャ
民豊

砂漠公路を走り抜け、 中国最大の砂漠 ・ タクラマカン砂漠を縦断して民豊へ （約 700km、 11 時間）
途中、 輪南油田、 砂漠の原始胡楊林、 中国最長の内陸河・タリム河、 砂漠風景や砂漠の大工事・砂漠の緑色長城 （砂
漠公路の両側に栽培された防砂林） をお楽しみ下さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　 【民豊泊】

○○○

8
民豊

ホータン
午前 : ケリヤを経由し、 玉石で有名な町 ・ ホータンへ （約 320 ｋｍ、 5 時間）
午後 : 于闐国の都遺跡とされているマリカワト故城（ロバ車乗り）を観光します　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【ホータン泊】 ○○○

9
ホータン 絨毯工場の見学、 ホータン博物館、 白玉河での玉石探し、 玉石工場、 バザールを観光します　　　　　　　　

　 【ホータン泊】 ○○○

10
ホータン

カシュガル
東西文明の十字路 ・ カシュガルへ （約 520 ｋｍ、 10 時間）
途中莎車国として栄えたヤルカンドを経由、 莎車王陵を観光
ナイフで有名な町・インギザール町に立ち寄ります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【カシュガル泊】

○○○

11
カシュガル
カラクリ湖

パミール高原に位置する高山湖 ・ カラクリ湖 （標高は 3600 ｍ） へ （往復約 400km、 10 時間）
途中砂山に囲まれたブロン湖、 コングール峰とムズターグアタ峰等の 7000 ｍ級の雪山をお楽しみください　　　　

　　　　　　　  【カラクリ湖泊】
○○○

12
カラクリ湖 
カシュガル

午前 ： カラクリ湖畔でゆっくりと散策、 雪山をお楽しみ下さい 
午後 ： カシュガルに戻ります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【カシュガル泊】 ○○○

13
カシュガル

ウルムチ

清の乾隆帝に寵愛された香妃とその一族が眠る香妃墓 （アパクホージャ墓）、 様々な品物が溢れるバザール、
中国最大のイスラム教寺院 ･ エティガル寺院 ､　楽器や金物等の小さな工場が立ち並ぶ職人街を観光
夕食後、夜行便にて、空路ウルムチへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 【ウルムチ泊】

○○○

14
ウルムチ

北京
午前 ： シルクロード関係の豊富な文物と有名な楼蘭美女を展示する自治区博物館の見学
午後 ： 空路、 北京へ。
着後、 ホテルへご案内する。 　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【北京泊】

○○○

15
北京
成田

空路、 成田へ
着後、 通関。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　～大変お疲れ様でした～ ○

機
内

×

●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立
したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

■募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールドトラベル（観光庁長官登録旅行業第1546号　以下「当社」と
いいます。）が企画し、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（以下「旅行契約」といいます。）と締結することになります。
■旅行の申し込みと旅行契約の成立
所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金を添えてお申し込
みください。旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成立します。申込金
は旅行代金、取消金または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

区　分 申込金（お1人様）
旅行代金が30万円以上	 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が3万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで

旅行代金が3万円未満	 旅行代金まで

■旅行代金のお支払い方法
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21日目に当たる日より前にお支払い
いただきます。以降のお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定して表示した金額を
言います。ただし各種追加・割引代金がある場合には、これを加・減算した額をいいます。
この額は申込金、取消料および変更補償金を算出する際の基準となります。
■旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金（記載のな
い限り、エコノミークラス利用）。
（2）旅行日程に記載した宿泊料金・食事料金・観光料金（ガイド料・入場料）およびこれら
に付随する税・サービス料金（パンフレット等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの
宿泊と基準とします）。
（3）お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（原則としてお1人様20kg以内）また一部の
空港、駅、港、ホテルなどでポーターの人数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様
自身で運搬していただくことがあります。
（4）団代行動中のチップ
（5）添乗員付きコースの場合の同行に必要な諸費用
（6）運送機関の課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）

■旅行代金に含まれないもの
前項に記載したもの以外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
（2）クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追
加飲食費等個人的性質の諸費用、各国航空税等
（3）渡航手続関係諸費用
（4）希望者のみ参加されるオプションナルツアー（別途料金の小旅行）代金
（5）日本国内の空港施設使用料
（6）日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費
（7）傷害・疾病に関する医療費等
（8）海外旅行保険料（任意保険）

渡航手続料金
①出入国記録書類を当社で作成するとき・・・・・1人につき4,000円
②旅券申請書類の作成代行をするとき・・・・・・1人につき4,000円
イ．各当該料金に合算して申し受けます。
ロ．お客様に自身が各手続きを行われる時は、料金をいただきません。
各国査証代および予防接種料金・・・・・・・・・・・・・・・・実費

■旅行契約の解除
お客様は次の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することがで
きます。なお、解除期日とは、お客様がお申し込み箇所の営業日・営業時間内に解除する旨
を申し出いただいた日とします。

旅行契約の解除期日 取消料（お1人様）
[1]旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日まで
（[2]～[4]に掲げる場合を除く）

旅行代金の10％

[2]旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当
たる日から3日目に当たる日まで（[3]・[4]に掲げる場合を除
く）	

旅行代金の20％

[3]旅行開始日の前々日以降（[4]に掲げる場合を除く） 旅行代金の50％

[4]旅行開始後の解除または無連絡不参加	 旅行代金の100％
注：「ピーク時」とは、旅行開始日が 12 月 20 日から 1月 7日まで、4月 27 日から 5月 6日まで、
および 7月 20 日から 8月 31 日までといいます。

■旅行保証
（1）当社は、パンフレットに記載した契約内容のうち、重要な変更が生じた場合、旅行代金
の1％～5％の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、募集型企画旅行契約
につき15％を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のとき、および免責項目にあたる場合
は支払いません。詳しくはお問い合わせください。（2）当社は特別補償規定に定めるところ
により、一定の補償金・見舞金を支払います。詳しくはお問い合わせ下さい。
■当社の責任および免責事項
当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害
を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があった
ときに限ります。又、当社は手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起
算して二十一日以内に当社に対して通知があったときに限りお客様一名につき十五万円と限
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。但し、次のよう
な場合は原則そして責任を負いません。天災、地変、戦乱、暴動、運送宿泊期間の事故の変
更もしくは中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中
毒、盗難等。
■お客様の交替
お客様の交替に関してはこれに要する手数料として10,000円を頂きます。但し、当社にてお
名前のご変更が受けできる場合に限ります。なお、ご出発日、コースの変更につきましては
お取消料と同額になります。
■基準日
この旅行条件は2011年1月1日現在の通貨・料金を基準としております。なお、旅行代金の変
更について定める当社約款第13条の規定の適用に関しては、幅運賃制であるIT（包括旅行）運
賃の適用を受ける旅行代金は、認可された幅の範囲内での航空運賃の増額または減額による
旅行代金の変更はありません。
■その他
当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。お申し込みの際とパスポート記載の
名前が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。正確なお名前でご契約をし
ていただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係
わる諸費用を申し受けます。

■ご旅行条件（抜粋）　詳しい旅行条件を説明した書類をお渡しいたしますので事前にご確認の上お申し込み下さい。

病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費などがかかることがあります。また、事故
の場合は、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、
移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行傷害保
険に加入されることをお勧めします。海外旅行傷害保険については、当社或いは販売店の係
員にお問い合わせください。

旅行傷害保険加入のお勧め

天山南路タクラマカン砂漠縦断の旅 15日間

● お申込み・お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業第1546号
国際航空運送協会(IATA)公認代理店   日本旅行業協会(JATA)正会員

株式会社  ワールドトラベル
総合旅行業務取扱管理者：加藤　重雄
〒984-0015　宮城県仙台市若林区卸町4-3-1

● 旅行企画・実施


