うｖ

‘19 年 9 月 9 日～9 月 16 日(8 日間)

日時

時間

都市
（札幌）

1

2

3

9月9日
（月）

9月10日
（火）

9月11日
（水）

午後

10：30
13：50
17：05
20：25
22：45
午前
昼
午後

札幌 発
北京 着
北京 発
ハイラル 着
ハイラル 発
阿木古朗鎮 着

夕

4

9月12日
（木）

08：00
昼

阿木古郎鎮 発
ノモンハン 着

午後

ノモンハン 発
満州里 着

プログラム
※交通機関は各自お手配願います。お手配必要な場合はご連絡下さい。
北大へ集合
岩下先生によるレクチャー
終了後北大キャンパス散策ツアー
【札幌泊： 食事 朝× 昼× 夕×】
ホテルにて朝食。各自 JR 空港快速等を利用し空港へ。
千歳空港国際線ターミナルにて集合（9 月 10 日再集合）
中国国際航空 CA170 便にて北京へ
入国審査・税関検査・国内線乗り換え
中国国際航空 CA1129 便にてハイラルへ
専用車にてホテルへ
【ハイラル 泊： 食事 朝○ 昼機 夕Ｘ】
ホテルにて朝食
ハイラル市内観光（ハイラル駅、ハイラル神社跡等）
市内レストランにて昼食
専用車にてホロンバイル大草原へ。途中旧日本軍地下要塞跡、北山陣地跡を見学。
内蒙古自治区の北東に位置するハイラルはホロンバイル大草原の東にあります。
草原を抜け、ノモンハンへ行く途中の町、新バルグ左旗（阿木古朗鎮）へ。ノモンハン
関連史跡を見学します。
市内レストランにて夕食
【阿木古朗鎮泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】
ホテルにて朝食
専用車にてノモンハンへ。ノモンハン戦史跡等を見学
※ハルハ河河畔までは行きません。
市内レストランにて昼食
専用車にて満州里へ。 （約 200 キロ、所要時間：4 時間半）
市内レストランにて夕食
【満州里泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】

夕

5

9月13日
（金）

午前

満州里

昼
午後

(国境)
ザバイカルスク

6

7

8

夕

クラスノカメンスク

午前

クラスノカメンスク

ザバイカルスク

9月14日
（土）

9月15日
（日）

9月16日
（月）

午後

(国境)
満州里 着

午前

満州里 発
ハイラル 着

ホテルにて朝食
専用車にてクラスノカメンスク市内観光。
ザバイカルスクへ移動
途中で昼食
専用車で国境を越え中国へ。 （所要時間：約 3 時間）
ホテルで夕食
【満州里 泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】
ホテルにて朝食
専用車にてハイラルへ（約 200 キロ、所要時間:約 4 時間）
市内レストランにて昼食
市内レストランにて夕食

昼
夕
09：25
11：45
15：40
20：00

ホテルにて朝食
専用車にて中露国境へ。中国側、満州里「国門」とロシア側「РОССИЯ」の表記の
あるロシアの国境門を見学。（遠望） 満州里の中国語、ロシア語そしてモンゴル語の混
ざり合う活気ある大都市、満州里の町並みを散策。アルグン沿いも遠望します。
市内レストランにて昼食
専用車にて国境を越えロシアへ。 （所要時間：約 3 時間）
専用車にてロシア国境の町、ザバイカルスクへ （所要時間：約 3 時間）
ザバイカルスクからクラスノカメンスクへ移動
（所要時間：約 1.5 時間）
ホテルレストランにて夕食
【クラスノカメンスク 泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】

ハイラル 発
北京 着
北京 発
羽田 着

【ハイラル 泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】

朝食は BOX ランチ
中国国際航空 CA1132 便にて北京へ。
税関検査・出国検査後
中国国際航空 CA421 便にて帰国の途につきます。
お疲れ様でした！

【食事 朝○ 昼Ｘ 夕Ｘ】

■ご旅行代金：313,000 円
２人部屋を２名でご利用いただく場合の１名様あたりの料金
（1 名利用ご希望の場合の追加料金：41,000 円（7 泊計）
※空港税・燃油サーチャージ（約 5,360 円=2019 年 5 月 29 日現在）
、
ロシア査証代（通常申請の場合 8,５00 円）
、査証取得代行・手配手数料（10,800 円）が別途かかります。
■利用航空会社：中国国際航空（全てエコノミークラス）
■利用ホテル：札幌：ルートイン札幌駅前北口, ハイラル：Bavaria Regent ,
阿木古朗鎮：中安賓館,
満州里：友誼賓館,
クラスノカメンスク： Red Stone
■食 事：朝食 7 回・昼食 5 回・夕食 5 回
■添乗員：同行します。
■最少催行人員：15 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
■お申込期限: 201９年 7 月 10 日(水)

（写真はすべてイメージです）

ハイラル駅

ホロンバイル草原(夏)

国門

ホロンバイル草原(秋)

РОССИЯ の門

アルグン川

お申し込み時の注意事項とご案内
■旅行代金：
このチラシに表示される旅行代金は、中国国際航
空（各エコノミークラス）ご利用で、ホテル２人部屋
を２名様でご利用いただく場合のお1人様あたりの
料金です。
■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
費、食事代、訪問箇所の入場料。
■旅行代金に含まれないもの：
札幌空港までの交通費、羽田空港からの交通費
海外空港税・燃油サーチャージ約5,360円(2019年
5月29日現在)。札幌市内～空港へ行く交通費。
ロシア査証代8,500円（通常発給の場合）緊急申請

の場合は別途代金がかかります。
手続料10,800円
■ホテル1室1名利用ご希望の場合：追加料金
41,000円(7泊)で承ります。相部屋ご希望の場合、
他に相部屋希望の方がいない場合は1人部屋追
加代金がかかります。
■渡航手続きについて：ロシア訪問には、ロシア査
証が必要です。査証取得には、有効な旅券（パス
ポート）と写真１枚が必要になります。
ロシア出国時点において、パスポートの残存有効
期間が６ヵ月以上(2020年3月14日までの残存期
間)必要です。手続きの詳細につきましては、別途
ご案内いたします。

■ロシア側許可申請のため、お申込時にパスポー
トコピーをお送りいただきます。
■旅行条件要旨基準日 この旅行条件要旨基準
日は2019年5月29日です。旅行代金は2019年5月
29日現在有効なものとして公示されている航空運
賃・適用規則を基準として算出しています。
■旅行の円滑な実施のため、特別な手配を必要と
するお客様は事前にご相談ください。
■危険情報： 渡航先（国または地域）によっては、
「外務省海外危険情報」など、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。
また、「外務省海外安全ホームページ：
www.pubanzen.mofa.go.jp」でもご確認ください

ご旅行条件（要約）
１．募集型企画旅行契約
「募集型企画旅行契約」とは、当社が、旅行者の募
集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、
旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊
のサービス内容並びに旅行者が当社に支払うべき
旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成
し、これにより実施する旅行をいいます。
２．契約の申し込み
所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、申込金お1人
様あたり50,000円を添えてお申込みください。
３．契約の成立時期
（１）当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理し
た時に成立します。

（２）申込金は、旅行代金、取消料、その他お客様
が当社に支払う金銭の一部に充当します。
４．旅行代金の支払
申込金を除いた残金は、2019年8月23日(金)まで
にお支払いください。
５.取消料
お申し込み後、お客様のご都合で取消される場合
は、下記の取消料を申し受けます。
・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40
日目にあたる日以降～３日目にあたる日まで:
旅行代金の10％

・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30
日目にあたる日以降～３日目にあたる日まで:
旅行代金の20％
・旅行開始日前々日以降：旅行代金の50％
・旅行開始日後又は無連絡不参加：旅行代金の
100％
６. 個人情報の取り扱いについて
当社は、申込書にご記入いただいたお客様の個
人情報について、お客様とのご連絡、ご旅行にお
けるサービス手配のための手続きに必要な範囲内
で利用させていただきます。

【弊社の募集型企画旅行約款をお渡ししています。あわせてご確認のうえお申込みください】

[協力] 特定非営利活動法人 国境地域研究センター
JIBSN：境界地域研究ネットワーク JAPAN
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター
(境界研究ユニット)

旅行企画・実施

エムオーツーリスト株式会社 団体営業室 ロシアデスク
〒105-6115

東京都港区浜松町 2-4-1

総合旅行業務取扱管理者： 岩崎

観光庁長官登録旅行業第 1610 号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

世界貿易センタービル 15 階

☎ 03-5733-5595 Fax: 03-3436-2292

営業時間／月曜～金曜 9:00 ～ 17:30

（休日：

多津也

土・日・祝祭日）

担当：濱

桜子

