
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取扱いについて ご旅行条件(要旨) 詳細は別途お渡しする旅行条件書(全文)を必ずお読みください。 

この旅行は、神戸新聞興産株式会社（以下当社と呼びます）が企
画・実施する旅行であり、参加されるお客様は各社と募集型企画旅
行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結されることになりま
す。旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、別途お渡
しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款によります。  
●旅行の申込み及びお支払いについて 
当社指定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、おひとり様につ
き下記のお申込金を添えてお申込みください。 

区   分 申込金（おひとり様） 
旅行代金が３０万円以上 ５０,０００円 

旅行代金が１５万円以上３０万円未満 ３０,０００円 
旅行代金が１５万円未満 ２０,０００円 

 
各社は電話等の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを
受け付けます。この場合、予約の時点では予約は確定しておらず
各社が予約の承認の旨を通知した日から３日以内に、各社に申
込書と申込金を提出していただきます。この期間内に提出されな
いときは、予約はなかったものとして取り扱います。また、旅行代
金は旅行開始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。 

●取消料 
お申込みののち、お客様の都合によりお取消しになる場合、おひとり様につき次の取消
料を申し受けます。※本邦出国時又は帰国時に貸切航空機（チャーター便）を利用する
コースの場合は別条件となります。 
※各社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も下記取消料
をいただきます。 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり様） 
(1)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 31日目にあたる日まで 

4/27～5/6、7/20
～8/31、12/20～
1/7 に旅行開始す
る旅行 

左記以外の日
に旅行開始す
る旅行 

旅行代金の１０％ 
（５万円を上限） 

無料 

(2)旅行開始日の前日より起算して
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％ 

(3)旅行開始日の前々日～当日の
旅行開始前 

旅行代金の５０％ 

(④)旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の１００％   
※旅行開始日は当日の午前０時となります。 
 

（1）神戸新聞興産株式会社（以下、当社と呼びます）、及びパンフレットの「販売店」欄記載の受託旅行

業業者（以下「販売店」といいます。）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客

様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させ

ていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。 

（2） 当社及び販売店が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。 

（3） 当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の

事業者に提供することがあります。この場合、お名前、搭乗航空便名、パスポート番号等に係る個

人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人

データの提供の停止を希望される場合は、お申し込みの際にお申し出ください。 

 
  
お買い物に 
ついての 
ご注意 

●お買い物に際しましては、お客様ご自身の責任でご購入ください。●各社では、商品の交
換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認及びレ
シートの受け取り等は必ずお客様ご自身で行ってください。●免税払い戻しの手続きは、その
手続きをお土産店・空港等でご確認のうえ、ご購入品を必ずお手元にご用意いただき、お客
様ご自身で行ってください。●ワシントン条約や国内諸法令により日本への持ち込みが禁止
されている品物がありますので、購入にはご注意願います。 

 海外旅行 
傷害保険 

加入のお勧め 

旅行契約約款特別保証規定により、各社はお客様が被られた損害については一定の範囲で

補償させていただきますが、ご旅行をより安心できるものにするために、海外旅行傷害保険

に加入されることをおすすめします。 

 

●基準日 このご旅行は 2018年 11月 1日を基準としております。また、旅行代金は 2018年 11月 1日現在有効な運賃・適用規則を基準として算出しております。 
 

 

①元ベルギー＆パリ在住の今長谷と訪れる旅 
元ベルギー在住 5 年、パリ 4 年の今長谷がヨーロッパの 3 カ国にご案
内します。有名なだけではなく元地元ならではの観光地やレストランに
案内します。通り一遍の観光ツアーとの大きな違いです。  

②アムステルダムで国立博物館入場と運河クルーズ 
国立博物館でレンブラントの「夜警」やフェルメールの「牛乳を注ぐ女」
など一度は見たい名画を見た後は、運河の街として有名なアムステ
ルダムでの運河クルーズを楽しみます。  

③世界最大のチューリップ園 キューケンホフ 
日本の花園ではまず見る事が出来ない芸術的な花園。それがキューケ
ンホフ公園です。一年の限られた時期だけに開園される世界的なチュ
ーリップの花園をゆっくりと散策します。  

④ブリュッセルのグランプラスで地元の料理満喫 
ヨーロッパの古い街並みを残すベルギーのブリュッセル。世界で最も華
麗な広場と呼ばれた世界遺産グランプラスは歩くだけでも中世にタイム
スリップしたような感覚になります。今回は広場から徒歩圏のホテルに
滞在し、ライトアップされた夜のグランプラス、そして美食のベルギーな
らではの夕食も広場に面したレストランで楽しむ贅沢な時間をお過ごし
いただきます。有名なベルギービールも楽しみましょう。  

⑤ベルギーの古都ブリュージュ＆ゲント 
世界遺産の街としても有名な橋と運河の街・ブリュージュと、中世祭
壇画の傑作「神秘の子羊」で有名な聖バーフ大聖堂の街ゲント。 
街を歩けばカリオンの鐘の音が聞こえる美しい古都です。  

⑥パリではフリータイム。観光オプションも選択できます 
パリではフリータイムを 2日間。また、オプションで 2日間の食事つき 
パリ市内の街歩き観光にご案内します。 

 

 
○ 

世界探訪 

 

 

 

①世界的な現地ガイドの案内 
ペンバ・ノルブ・シェルパ氏はシャルパのトップ：サーダーで、上村直己や数々の日
本隊のネパール挑戦を支えたエベレスト登頂経験もあるトップガイドです。  

②世界最高峰への道・エベレスト街道 
絶景の連続のエベレスト街道は危険な場所や辛い登りが続くことも少な
く歩きやすい生活道です。徐々に標高を上げて高山病に体を慣らしなが
ら歩きます。4 月は好天と美しいシャクナゲがパラクピーク山麓を一面に
染める時期です。11月は天候が最も安定したベストシーズンです。  

③世界最高所のロッジ泊 エレベストの絶景は折り紙つき 
エベレストの絶景で有名なナムチェからエベレストは見えず、近くの丘に
登る必要があります。この旅ではナムチェから世界最高所のロッジがあ
るコンデまでヘリで向かいます。清潔なベッドや水洗トイレもお部屋に完
備し、窓からの風景はエベレストという贅沢なコンデリゾートロッジです。
朝夕の風景に加え、満点の星空と世界最高峰にもご期待ください。コン
デからの街道の始点・ルクラへの帰りはヘリで楽々です。  

④一生の思い出！ネパールの頂き パラクピークに登頂 
コンデからゆっくり一日かけてパラクピーク（4618ｍ）に登頂。ネパール
では一般的に山頂への挑戦は熟練の登山家の世界ですが、このコース
はクライミング個所も、危険性もない、いわゆるトレッキングでチベットの
5 色の祈祷旗であるタルチョーがはためく山頂に立つことができます。登
頂者には登頂証明書も発行されます。  

⑤ポーターに加え 3名に 1人のプライベートポーター同行  
⑥カトマンズ市内観光＆エベレスト遊覧飛行（オプション） 

 

世界探訪 2019ツアー発表会 
 
「世界探訪」・・・少人数、余裕の日程、ベストシーズン、一般
のツアーでは訪れない、とっておきの場所へのご案内など
一味違う内容が自慢のツアーシリーズです。  

2019年 2 月 8 日（金） 10：00～11：30 要予約 
静岡駅ビル パルシェ 7 階 C 会議室  
詳しくは裏面をご参照ください 

ご予約はＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

世界探訪 2019年・ツアー発表会 
 

2019年 2月 8日（金） 要予約 
①10：00～10：45 
ネパール、ボリビア・ウユニ塩湖、パタゴニア、ベルギー＆オランダ＆パリ 

 
②10：45～11：30 

2019年世界探訪ツアー発表会（スイス、ギアナ高地、ペルーなど） 

静岡駅ビル パルシェ 7階 C会議室 
ご予約は ＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

 

●受託販売● 

 

●旅行企画・実施 

神戸新聞興産株式会社 

神戸新聞旅行社 
 
観光庁長官登録旅行業第 1084号 日本旅行業協会正会員 
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1丁目 5-7 
        神戸情報文化ビル(カルメニ)2Ｆ 

総合旅行業取扱管理者/山田  陽介 

 

静新ＳＢＳグループ 
株式会社ＳＢＳプロモーション 旅行部 〒422-8061 静岡市駿河区森下町 1-35 静岡ＭＹタワー10 階  

ＦＡＸ 054-289-2400 

ＪＡＴＡ正会員 観光庁長官登録旅行業１１４１号  総合旅行業務取扱管理者 染谷 剛 
 総合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引に関する責任者です。この旅行契約に
関して ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

① 
各地    羽田（10：35～10：45 発）   香港    カトマンズ    カトマンズ・ホテル（23：30 頃着）        

                            カトマンズ（ホテル）泊  

② 

（6：30 発）ホテル   カトマンズ   ルクラ（2840ｍ）   パクディン・ロッジ（2620ｍ）（16：00 頃着）（歩行約 4～5時間） 
終日 シェルパやポーターと合流しパクディンを目指してエベレスト街道を歩きます。 

ヒマラヤ展望を楽しみながらの国内線でルクラに着けばヌプラ峰（5885ｍ）が聳えているのが見えます。 
ルクラで暫く標高に体を慣らしてから、高峰の世界を歩く喜びを感じながらゆっくり歩き始めます。 
地元の人々が生活用に使う道ですので危険な場所などはない安全な生活道歩きです。 
幾つかのアップダウンや吊り橋を渡り、夕方にはパクディンに到着します。    パクディン（ロッジ）泊  

③ 

（8：00 発）パクディン・ロッジ   ナムチェ・ロッジ（3440ｍ）（15：00頃着） （歩行 約 6～7 時間） 
終日 前日の山々よりさらに高いクスムカンガル（6367ｍ）峰などを見ながら引き続きエベレスト街道歩きです。 

ドードコシ川にかかる高い吊り橋を渡り、坂道を登る途中で最初のエベレストとの出会いが待っています。 
山肌に刻み込まれた「ヒマラヤひだ」が印象的なタムセルク山（6618ｍ）を展望し、やがて、それまでの集落と 
は全く活気が違うナムチェへ。シンボルのようにコンデ・リ（6187ｍ）が街を見おろして聳えています。 

   ナムチェ（ロッジ）泊  

④ 

（6：30 発）ナムチェ・ロッジ～徒歩～ナムチェ    コンデ・ロッジ    パラクピーク    コンデ・ロッジ（16：00頃着） 
早朝 ヘリを利用してエベレストなどヒマラヤ大展望のコンデ（4150ｍ）へ向かいます。 

ヘリの機内で見え始めた世界百名山のクーンブ山群の主役たち、エベレスト（8848ｍ）、ローツェ（8516ｍ）、 
アマダブラム（6812ｍ）がずらりと並ぶ絶景がコンデに待っています。 

終日 世界最高所（4150ｍ）のロッジと呼ばれるコンデリゾート（ロッジ）にチェックインし、朝食をとります。 
休憩後にパラクピーク（4618ｍ）へ登頂。昼食は山頂でお弁当です。 （歩行 約 5～6 時間・往復コース） 
ネパールでは貴重な登頂トレッキングです。一生の宝物を目指し、雰囲気満点のネパールの峰の山頂へ。 
※登頂を希望されない場合はロッジでゆっくりお過ごし頂けます。                コンデ（ロッジ）泊 

⑤ 

（9：00～10：00 発）コンデ・ロッジ    ルクラ～徒歩～ルクラ・ロッジ（14：00頃着） 
午前  朝の絶景を楽しんだ後、歩いたエベレスト街道を空から眺望しながらヘリで出発点・ルクラまで戻ります。 
午後  ルクラで昼食後、山の道具や民芸品が並ぶメインストリートでお買い物などをお楽しみください。 

ルクラ（ロッジ）泊  

⑥ 
（7：00～8：00発）ルクラ・ロッジ～徒歩～ルクラ    カトマンズ    カトマンズ・ホテル（11：00 頃着） 
午後  自由時間（フライト予備時間とご理解ください）  
夜   日本食の夕食をお楽しみください。                                  カトマンズ（ホテル）泊 

⑦ 

午前 自由行動 ☆エベレスト遊覧飛行（オプション 約 3万円（変更の場合あり）・現地申し込み・現地払い） 

（12：00 発）ホテル     カトマンズ市内観光・夕食    カトマンズ（23：00 頃発）     
午後  カトマンズ市内観光（巨大なストゥーパが建つスワンヤブナートや古都・パタンなどを訪れます） 
夜   ダンスショーの夕食                                                           機中泊 

⑧    香港（解散）    各地（羽田 13：30～14：00 頃着、関西 12：30～13：00 頃着、福岡 13：00～14：00 頃着）        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

①各地   成田（10：40発）   アメリカ 1都市   マイアミ    
（羽田～成田の移動が必要な場合のリムジンバス代は各自 3100 円）                  機中泊 

②   サンタクルス   ラパス   ウユニ   ウユニ塩湖観光   ウユニ湖畔 
午前 ウユニ着後、4WD車に乗りかえてウユニ村観光 ◇鉄道の墓場 

ウユニ塩湖近くのコルチャニ村観光 ◎塩の製錬所、◇民芸品の屋台 

午後 いよいよウユニ塩湖へ向かいます。 
水があるエリアはまさに天空の鏡。空と周辺の山々を映す壮大な風景です。 
夕暮れと星空の世界までウユニ塩湖の天空の鏡の世界で写真撮影を楽しみます。 

宿泊は塩のホテルに連泊です。                          ウユニ塩湖湖畔（塩のホテル）泊 

③ウユニ湖畔   ウユニ塩湖各所で観光   ウユニ湖畔 

終日 ウユニ塩湖観光。夜明け前の天空の鏡に朝陽が上がる荘厳な世界から、どこまでも続く白い砂漠 
のような塩砂漠の風景、さらに夕暮れまでたっぷり絶景を満喫します。 
巨大サボテンのインカハシ島の丘にも登ります（希望者 歩行 1時間）。 

昼食もウユニ塩湖の中でピクニックのビュッフェランチです。     ウユニ塩湖湖畔（塩のホテル）泊 

④ウユニ湖畔   ウユニ（9：40発）   ラパス（10：40着）   ラパス郊外観光   コパカバーナ 
午後 ◎世界遺産・ティワナク遺跡観光。分かっている範囲でインカ文明より遙かに古い紀元前 1200年前に 

作られたといわれる遺跡を訪れます。 
夕刻 ◎コパカバーナの教会などを訪れた後、ホテル近くでチチカカ湖に沈む夕陽鑑賞。 コパカバーナ泊 

⑤コパカバーナ   チチカカ湖・太陽の島   コパカバーナ   ラパス 
午前 ◎インカ文明の発祥地 チチカカ湖に浮かぶ太陽の島を船で訪れます。 
ラパス（19：00発）   サンタクルス（20：00着）   サンタクルス・ホテル（21：00着）     サンタクルス泊 

⑥（6：00頃発）サンタクルス・ホテル   サンタクルス（9：40発）   マイアミ   アメリカ 1都市    
   《混載・シャトルバス》空港近郊ホテル（23：30頃着）         アメリカ 1 都市・空港近郊ホテル泊 

⑦（7：00頃発）空港近郊ホテル   《混載・シャトルバス》アメリカ 1都市（10：40発）    日付変更線通過   

⑧   成田（15：00着）   各地  （成田～羽田の移動が必要な場合のリムジンバス代は各自 3100 円） 

 

 
 

 

 

① 
各地  成田（18：25 発）  アメリカ 1 都市  マイアミ   

（羽田～成田の移動が必要な場合のリムジンバス代は各自 3100円）               機中泊  

② 

  サンタクルス   スクレ（10：05 着）   スクレ観光   スクレ（17：00 頃着） 
終日 世界遺産・スクレ観光 ◎歴史的遺物が納められた自由の家、◇レコレッタ展望台 

◇5 月 25 日広場周辺を散策します 
◎白亜公園で世界最多の恐竜の足跡の化石見学        スクレ泊 

③ 

（8：00 頃発）スクレ   ポトシ・観光   ウユニ塩湖・観光   ウユニ湖畔（20：00 頃着） 
午前 世界遺産ポトシ散策 ◇世界で最も豊かな鉱山と呼ばれた『セロ・リコ』の展望など 
夕刻 ウユニ着後 4WD 車に乗りかえてウユニ塩湖へ向かいます 

 水があるエリアはまさに天空の鏡。空と周辺の山々を映す壮大な風景です 
夕暮れと星空の世界までウユニ塩湖の天空の鏡の世界で写真撮影を楽しみます。 
宿泊は塩のホテルです。         ウユニ塩湖湖畔（塩のホテル）泊 

④ 
～ 
⑤ 

（4：30 頃発）    ウユニ塩湖各所を訪れ写真撮影を楽しみます   （19：30 頃着） 
終日 ２日間にわたり夜明け前の天空の鏡に朝陽が上がる荘厳な世界から、どこまでも 

 続く白い砂漠のような塩砂漠の風景、さらに夕暮れと星空での写真撮影、巨大 
 サボテンのインカハシ島の丘から撮影も楽しみます（希望者 歩行 1 時間） 
 コルチャニ村の◎塩の製錬所、◇民芸品の屋台、◇ウユニの鉄道の墓場観光 

ウユニ塩湖湖畔（塩のホテル）泊 

⑥ 

（6：30 頃発）ウユニ塩湖湖畔   ウユニ（8：20 発）    ラパス郊外・観光    ラパス 
午後 ◎世界遺産・ティワナク遺跡観光。分かっている範囲で少なくとも紀元前 

1200 年前に作られたというインカ文明より遙かに古い遺跡を訪れます  
ラパス   サンタクルス（20：00 着）   市内ホテル（21：00 着） サンタクルス泊 

⑦ 
（6：00 頃発）市内ホテル    サンタクルス（9：40 発）    マイアミ    アメリカ 1 都市    
   《シャトルバス》ホテル（23：30 頃着）      アメリカ 1 都市・空港近郊ホテル泊 

⑧ （7：00 頃発）ホテル   《シャトルバス》アメリカ 1 都市（10：40 発）    日付変更線通過  

⑨ 成田（15：00 着）（※）  各地 （成田～羽田の移動が必要な場合のリムジンバス代は各自 3100 円） 

 

   

●別途、燃油サーチャージ

成田空港施設使用料 、現地空港税  
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