‘17 年 8 月 28 日～9 月 4 日(8 日間)

日時

時間
13：00

1

2

3

8月28日
（月）

8月29日
（火）

8月30日
（水）

都市
福岡

15：00
17：00

10：30
11：55
13：25
17：10
朝
午前

福岡 発
ソウル着
ソウル発
ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ 着

8月31日
（木）

5

ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ

ホテルにて朝食
専用車にて中露国境の町、カザケヴィチェヴォへの終日観光へ
中露国境近辺展望台から聖ヴィクトル小聖堂などの眺望見学
歴史資料館、地元住民の家庭訪問
地元住民宅にて家庭料理をいただきます
ハバロフスク市内へ戻り
夕食
【ハバロフスク 泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】

午後

昼
午後
夕

ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ 発
撫遠 着
午後
夕

6

7

8

9月2日
（土）

9月3日
（日）

9月4日
（月）

11：00
12：30
13：55

泊： 食事 朝○ 昼× 夕○】

ホテルにて朝食
専用車にてハバロフスク市内観光へ(郷土史博物館入場見学、アムール川展望台）
市内レストランにて昼食
市内レストランにて夕食
【ハバロフスク 泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】

午前
9月1日
（金）

ホテルにて朝食後、専用車にて空港へ移動
KE788 便にてソウルへ。
乗り継ぎ
SU5451 便にてハバロフスクへ
専用車にて移動。市内レストランにて夕食
【ハバロフスク

ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ

朝
午前
4

プログラム
九州大学 西新プラザに集合。
岩下明裕教授（九州大学・北海道大学）による「中露国境紛争」のブリーフィング
地元ガイドが大陸への玄関口、福岡を案内いたします。（徒歩での移動となります）
見学後、解散 （夕食は各自でお済ませください。）
【福岡 泊： 食事 朝× 昼× 夕×】

撫遠 発
ハルビン 着

07：29
09：45
昼
夕

ハルビン発
瀋陽 着

10：15
13：05
17：40
20：00

瀋陽 発
ソウル 着
ソウル 発
東京（成田） 着

ホテルにて朝食
専用バスにて船着き場へ
水中翼船にてアムール川を渡り中国へ（所要時間：約 1 時間半）
専用車にて移動。
撫遠市内、黒竜江黒瞎島（ボリショイウスリースキー島）観光、市内にて昼食。
カザケヴィチェヴォの対岸中国側国境烏蘇鎮へ。公園、商業地区、東塔見学
市内レストランにて夕食
【撫遠 泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】
ホテルにて朝食
専用車にて空港へ。途中、市内レストランにて昼食。
CA1690 便にてハルピンへ
専用車にて市内へ移動
市内観光（中央大街、旧日本人街、聖ソフィア聖堂）
市内レストランにて夕食
【ハルビン 泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】
ホテルにて朝食
専用車にて駅へ移動
列車 NO,G706 にて瀋陽へ
市内観光（瀋陽故宮、瀋陽北陵公園、張作霖旧居、満州国遺跡群、九・一八博物館）
市内レストランにて昼食
市内レストランにて夕食
【瀋陽 泊： 食事 朝○ 昼○ 夕○】
ホテルにて朝食後、専用車にて空港へ
大韓航空 KE832 便にてソウルへ
乗り継ぎ
大韓航空 KE001 便にて帰国の途へ
通関後、解散。
【食事 朝○ 昼ｘ 夕ｘ 】

■ご旅行代金：334,000 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：32,000 円（7 泊計）
※空港税・燃油サーチャージ（約 13,200 円=2017 年 5 月 11 日現在）
、
ロシア査証代（通常申請の場合 4,000 円）、査証取得代行・手配手数料（7,560 円）が別途かかります。
■利用航空会社：大韓航空、アエロフロート航空、中国国際航空（全てエコノミークラス） ■利用船舶：ロシアー中国（普通席）
■利用鉄道：中国国内（2 等車）
、※列車の運行スケジュールは 5 月 11 日現在のものです。流動的なため変更の可能性もあります。
■利用ホテル：ホテルモントレ ラ・スール(福岡) 、 HOTEL VERBA または INTOURIST HOTEL（ハバロフスク）、 瑞達国際酒店（撫
遠）、龍門貴賓楼 または凱莱花園大酒店(ハルビン) 遼寧賓館（旧奉天ヤマトホテル）または凱莱大酒店（瀋陽）
■食 事：朝食 7 回・昼食 5 回・夕食 6 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: 2017 年 6 月 19 日(月)

※ 別料金にて福岡までの JR 券又は航空
券手配を承ります。
（福岡までは、国内旅行手配約款により
ます。詳細はお問合せください）
（
写
真
は
す
べ
て
イ
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ー
ジ
で
す
）

カザケヴィチェボ
歴史資料館

東極宝塔

中露国境(ロシア側)

黒竜江黒瞎島

烏蘇鎮

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、大韓航空・ア
エロフロート航空・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：
福岡までの交通費
海外空港税・燃油サーチャージ約13,200円(2017
年5月11日現在)
ロシア査証代実費4,000円（緊急発給の場合は
10,000円/2週間後発給の場合は無料）、査証申請

手続代行料7,560円
■ホテル1室1名利用ご希望の場合：追加料金
32,000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。
■ご希望の方は、別料金にて福岡までのJR券又は
航空券手配を承ります。（福岡までは、国内旅行手
配約款によります。詳細はお問い合わせください。
■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(2018年3月1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。
■列車予約のため、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2017年5月11日です。旅行代金は2017年5月
11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、平成29年6月19日(月)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】

[企画] 特定非営利活動法人 国境地域研究センター
[協力]

旅行企画・実施

エムオーツーリスト株式会社

本店営業部 CIS ロシアセンター

JIBSN：境界地域研究ネットワーク JAPAN
〒105-6115 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル 15 階
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) ☎ 03-5733-5595 Fax: 03-3436-2292
九州大学アジア太平洋未来研究センター（ボーダースタディーズ）総合旅行業務取扱管理者： 近藤 秀昭 担当： 濱 桜子

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

営業時間／月曜～金曜 9:00 ～ 17:30

（休日：

土・日・祝祭日）

