の旅

タビーズは上質な旅をお届けします

アンコールワットの日の出

織りを訪ねるシリーズ・カンボジア

■ ■ ■■ ■

「カンボジア・クメール伝統織物と
アンコール遺跡群を訪ねる旅」６日間

▲タ・プローム寺院

▲アンコール・トム

バイヨン寺院

旅行期間 ２０１７年
２月２８日（火）～３月５日（日）
出発空港
成田
※その他の空港発着については
お問い合わせ下さい。

▲ベンメリア

▲伝統の森にて（絣織）

人気の高いツアーです。
長い内戦により多くのものが失われてしまったカンボジア。
フランスからの独立前までは、黄金の生糸を使った精緻な絹絣が作られていま
した。かつて京都の友禅職人だった森本喜久男氏は内戦によりほぼ無くなって
しまったこのクメール織りの復興を進めています。
森本氏が主宰するクメール伝統織物研究所はアンコール遺跡のある町シェムリアップ郊外に織りの村
「伝統の森」を作り伝統的な草木染めによるクメール織りの復興を進めています。失われつつある技術
の伝承だけでなく、かつて行われていたように素材となる木を植え、染色用のラック虫を育て、森を作
り、そこで働く女性や家族の自立もめざしています。すでに３００人以上の家族が暮らしています。
このツアーは、アンコール遺跡群を訪ね、クメール伝統織物に触れ、カンボジアで精一杯生きている人たちと出会う旅です。
織物にあまり関心の無かった方でも楽しめるコース設定をしています。成田からツアーコーディネーターも同行しますので１人で
も安心して参加できるツアーです。

1
2/28(火)
2
3/ 1(水)

滞在地

時間

東京

朝

シェムリ
アップ

シェムリ
アップ

午前
午後

スケジュール
■成田発、ベトナム経由でカンボジア・シェムリアップへ
着後ホテルへ
＜ロイヤル クラウン ホテル＆スパ泊＞ 朝× 昼：✈ 夕〇
■タ・プローム寺院、アンコール・ワット見学
■バイヨン寺院などアンコール・トム見学
◆伝統の踊りアプサラを観ながらの夕食
＜ロイヤル クラウン ホテル＆スパ泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

▲アンコール・ワット

3
3/ 2(木)

シェムリ
アップ

早朝
終日

■アンコール・ワットで朝日鑑賞（希望者のみ）
●ご希望の方には朝のＢ級グルメにご案内
■伝統の森訪問 織り、染めの工程の見学、クメールの伝統的家屋の見学など。
●ＯＰ：染めワークショップ（裏面参照）
＜ロイヤル クラウン ホテル＆スパ泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

4
3/ 3(金)

シェムリ
アップ

午前
午後
夜

■ベンメリア遺跡見学
■バンテアイ・スレイ遺跡、アキラ地雷博物館、プレ・ループでの夕日鑑賞
●夕食後、希望者にはナイトマーケットにご案内（実費要）
＜ロイヤル クラウン ホテル＆スパ泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

5
3/ 4(土)

シェムリ
アップ

午前

■トンレサップ湖クルーズ
■オールドマーケット見学
■スナーダイクマエ孤児院訪問、キリングフィールド、ナショナルミュージアム見学
■夜便にてシェムリアップ発（ベトナム経由）
＜機内泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇（軽食）

午後
夜
6
3/ 5(日)

東京

朝

■早朝成田着、解散
朝✈

※「織りを訪ねるシリーズ」はラオス、ミャンマー、ブータン、韓国、沖縄など様々な
国を企画しています。グループでの手配も可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

▲朝の定番、クイテウ麺

▲ナショナルミュージアム

※現地事情によりスケジュールが変更となる場合があります。

宿泊

出発地

金額（2名1室）

2/28（火）成田発着

¥188,000

（写真はイメージです）

◆ロイヤル クラウン ホテル＆スパ（４連泊）
オールドマーケットやナイトマーケッ
ト、パブストリートにも歩いて行ける立
地の良いホテルです。
バスタブ、ＮＨＫプレミアム、プール、
スパ、サウナも付属しています。４連泊
します。

※燃油付加運賃および日本と現地の空港税が別途かかります。
※カンボジアはビザが必要です。代行取得も可能ですのでお問い合わせ下さ
い（ビザ代の他に代行手数料がかかります）。
※東京以外の発着を希望される方はご相談下さい。

●クメール伝統織りを訪ねる
・伝統の森訪問
森本氏が進める織りの村「伝統の
森」を訪問し、染め用の原料の育成
から絹糸の作成、染め、織りまでの
全行程を見学します。
森本氏所蔵の貴重なアンティークの古布も見学予定。森本氏のお
話しも聞く予定です（注：森本氏の体調等の事情でお会いできない
場合もありますのでご了解下さい）。
・伝統の森でのワークショップ（希望者のみ現地申込み）
伝統の森訪問の中でシルクのハンカチを草木染めで染める染色の
ワークショップを行います。初心者でも楽しんでできる内容です。
ワークショップは30US$の参加費が別途必要です。
●アンコール遺跡群の見学
・アンコール・ワット、アンコール・トム（バイヨン等）、タ・プ
ロームなどアンコール遺跡群の見学。レリーフが美しいバンテア
イ・スレイ、通常のツアーではあまり行かないベンメリアも見学し
ます。ベンメリアはこのツアーで一番人気の高い遺跡です。
・アンコール・ワットに昇る朝日、プレ・ループからの夕日鑑賞も
予定しています（天候の関係で見られない場合があります）。
●スナーダイクマエ孤児院訪問

▲メアス博子さん

シェムリアップにあるこの孤児院は、1980
年に難民として日本に渡ったメアス・トミー氏
が、身寄りのない子どもたちや貧困家庭の子ど
もたちに生活の場を与え、将来の自立のために
十分な教育の機会を提供したいという目的で設
立されました。現在はメアス・博子さんによっ
て運営されています。この孤児院を訪問し子供
たちとの交流も行います。

●内戦の爪痕を訪れる
シェムリアップにもあるキリングフィールドと地雷博物館を訪問
します。その他ナショナルミュージアムなども見学します。

【１人部屋追加代金】（４泊） ￥14,000
【食事】 朝４回・昼４回・夕５回
【最少催行人数】８名 【募集定員】１５名
【利用予定航空会社】ベトナム航空
【添乗員】成田より同行します
※参加中の万一のアクシデントに備え、海外旅行傷害保険のご加入をおすすめします。

●森本喜久男氏プロフィール..............................
1948年京都生まれ。京都で友禅職人を経て手描き友
禅工房を主宰後、1983年タイのラオス難民キャンプの
織物学校のボランティアとして訪タイ、タイで農村の織
物と出会う。以来、東北タイ農村での手織物プロジェク
トの設立に関わる。ユネスコ・カンボジアの依頼により
カンボジア各地の織物の調査を行い、９０年代初めから
カンボジアの農村の人々を支援し消えかかっていた伝統の絹織物の復興に取り
組む。
2004年にはクメール伝統織りの復興と「伝統の森」再生計画が評価され、
地球と人類の未来に貢献するプロジェクトに対して贈られる世界的な賞である
第１１回ロレックス賞を受賞。「織物を通じた日本とカンボジアとの文化交流
の促進」の功績により平成２６年度外務大臣表彰を受賞。現在、シェムリアッ
プ在住。クメール伝統織物研究所代表。

●企画者から ..............................
日程表には記載していませんがクロー
ランという餅米とココナッツミルクを竹
に詰めて焼く伝統的なお菓子の村や椰子
砂糖を作る村などにも途中立ち寄ります。
一般のツアーとは一味違ったツアーに
しています。
カンボジアが平和になりアンコール遺
跡群を訪れる観光客は年々増えています。
密林にひっそりとたたずむ遺跡というのが良さの一つですがその雰
囲気が感じにくくなっています。また観光客の増加により入場できな
い場所も増えつつあり今後さらに増えていくことが予想されます。な
るべく早めに訪れることをお薦めしています。
（ツアーコーディネーター

旅行条件（要旨）

相葉康之）

お申し込みの際は別途お渡しする旅行条件書をご確認の上お申し込み下さい。

この旅行は、株式会社タビーズ（以下「当社」という）が企画・実施するもので、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。
◆旅行契約の解除 お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより
旅行契約を解除できます。

◆旅行契約の申込と旅行契約成立時点
区

分

申込金（お一人様）

旅行代金が３０万円以上

5万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円以上３０万円未満

3万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円未満

2万円以上旅行代金まで

当社は電話などの通信手段による募集型企画旅行契約の予約の申込を受付けます。この予約の
時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から３日以内に、当社に申
込書と申込金を提出していただきこれを受理した時に成立します。この期間内に提出されない時は、
予約はなかったものとして取り扱います。また、旅行代金残金は旅行開始の前日のから起算してさ
かのぼって２１日に当たる日より前にお支払いいただきます。
◆ご旅行代金に含まれているもの(一部例示) 往復国際航空（航路）運賃、日程表記載の移動車
両の運賃・料金、日程表に記載されている宿泊料金および諸税・サービス料、日程表に記載されて
いる観光の料金、日程表に記載されている食事代および諸税・サービス料、日程表記載の観光の
料金及び伴う場合のガイド料金、団体行動中のチップ、添乗員の同行費用
◆旅行代金に含まれないもの（一部例示） 日本での前後泊時の宿泊費・移動交通費、運送機関
が課す付加運賃料金（燃油サーチャージ）、空港税、空港施設使用料、超過手荷物料金、任意の
海外旅行傷害保険、オプショナルツアー代金、日程表記載の内容以外に行動される場合の諸経費、
個人的性質の費用、傷害・疾病に関する治療費、パスポート取得費用

旅行契約の解約期日

取消料（お一人様）

１）旅行開始日がピーク時の旅行であって旅行
開始日の前日から起算して遡って40日目に
あたる日以降、31日目にあたる日まで

旅行代金の10％(最高5万円迄)
ピーク時とは、4月27日から5月6日まで、7月20
日から8月31日まで及び12月20日から1月７日ま
でをいいます。

２）旅行開始日の前日より起算して遡って、30
日目にあたる日以降3日目にあたる日まで

旅行代金の 20%

３）旅行開始日の前々日から当日

旅行代金の 50％

４）無連絡不参加及び旅行開始後

旅行代金の100％

＊旅行開始日は当日の午前０時となります。
◆特別補償
当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の
上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
◆旅行条件要旨基準日
この旅行条件は2016年12月25日を基準としています。旅行代金は2016年12月25日現在
有効なものとして公示されている航空運賃、適用規則に基づいて算出しています。

お問い合わせ・お申込み
【旅行企画・実施】㈱TABi’Z（タビーズ）

観光庁長官登録旅行業第1906号)

【取り扱い】

日本旅行業協会(JATA)正会員

ボンド保証会員

株式会社 TABi'Z （タビーズ）
〒108-0014 東京都港区芝 5-13-18 いちご三田ビル９Ｆ
TEL03-6661-2300 FAX03-6264-8737

タビーズの旅 予約受付デスク

03-6661-2300

【受付時間】平日10:00～18:00/土・日・祝 休業

FAX 03-6264-8737

info@tabiz.net

HP http://www.tabiz.net/
01_20161227

