
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 2019 年 8 月 1 日を基準としております。また、旅行代金は 2019 年 8 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。 

 

世界探訪 

 

 

①元パリ在住の今長谷と訪れる「パリの街歩き」 
パリの街は観光地をバスで訪れるような通り一遍の観光よりも、「ふれあい
街歩き」のように歩くことで街の姿がより身近に見えてきます。元パリ在住 3
年の今長谷の案内で、地元の交通機関を利用して街を歩きましょう。 

②全て入場観光 エッフェル塔も最上階へ 
車窓や下車のみの駆け足観光ではなく、全て入場して観光します。凱旋
門やエッフェル塔（最上階）も入場してパリの街の風景を楽しみます。 

③地元のレストランで美食満喫＆ディナークルーズ 
地元のレストランで、おすすめを訊いて注文するアラカルトで美食を楽しみ
ます。さらにシェアすることで多くの種類のフランスの味をお楽しみ頂きま
す。パリ最後の夜は少しオシャレしてセーヌ河ディナークルーズにご案内。 

④パリ三大美術館満喫＆自由鑑賞時間 
三大美術館のルーブル・オルセー・オランジュリー。イヤフォンガイドを付け
て有名な絵だけを次々に通り過ぎるような鑑賞ではなく、見逃せない絵を
一緒に見た後は自由鑑賞。お好きな絵は時間をかけてお楽しみください。 

⑤スーパー大潮 憧れた姿のモンサンミッシェル＆島内泊 
モンサンミッシェル内に宿泊してスーパー大潮の風景を楽しみます。移動
なくライトアップされた夜の姿を見る事ができるのは優越感満点です。 
 

※日程はお問い合わせください 

 

 

スーパー大潮のモンサンミッシェル 高い潮汐率！  
モンサンミッシェルが最も輝くのが大潮の日。潮の高さを表す指標は潮汐
率という数字で表され、数字が大きいほど大規模な大潮が期待できます。
潮汐率が 80前後以下では満潮でも潮がモンサンミッシェルに達することは
なく、海に浮かぶ風景を見ることは出来ません。その一方、潮汐率が 80 前
後を越すとモンサンミッシェルに海の風景が現れ、さらに 105 程度を越すと
モンサンミッシェルが海に浮かぶ姿となります。弊社では潮汐率が115を超
える日をスーパー大潮と呼び、モンサンミッシェルと陸地を結ぶ堤防と、さら
に最近架けられた橋の一部は海に覆われて、モンサンミッシェルはイメージ
通りの島の姿を取り戻します。1年に複数回あるかどうかの現象で2018年
は 0 回、2019 年は 1回、2020 年は 5 回のチャンスがあります。2020 年
3 月と 4 月のツアーは、まさにスーパー大潮の日に訪れます。 

 
行ってきました！南部アフリカ・ナミビア 世界最古のナミブ砂漠の秘境 デッドフレイ！ 

  
7 月 13 日から 14 名のお客様と南部アフリカ 5 か国を訪れました。アフリカと言えば野生の王国。広大な大地にライオンなどの様々な野生動物が住むという

プラスのイメージがある反面、治安や病気、施設面などを不安視するマイナスのイメージをお持ちの方も多いことでしょう。 

そのマイナスイメージは少なくとも今回訪れた 5 カ国に関しては「全く当てはまらない」と断言できます。 

実はこの南部アフリカの国々は歴史上、欧州列強各国の統治に置かれた時期が長く、しかも観光の目的地として魅力的だったので、欧州からの一般の観

光客を呼び込むための旅行インフラや観光客をもてなす文化がかなり前から整備されてきました。旅行先進国という言葉を当てはめたら分かりやすいので

はないでしょうか。治安に関しては全く不安がない国は世界にはございませんが、この 5 カ国は都市部の一部を除き、最低限の注意を払えば特に心配する

ようなことはございません。病気への不安がないのは事前の予防接種が不要なことでも分かります。ホテルの施設は欧米よりもむしろ良いくらいで、海の幸

やもちろん陸上動物の肉も豊富な食事も美味・・調理方法は安心の西洋式。事前のビザ（査証）の取得も不要で、欧米各国とまったく同じ感覚で訪れること

ができます。欧米は良くてアフリカは怖い・・というのは南部アフリカに関しては誤ったイメージです。 
 
さて、今回の旅には世界三大瀑布（滝）の一つ、ジンバブエとザンビアにまたがるヴィクトリアの滝で年に数回しか見る事ができない夜の虹「ルナ・レインボ

ー」、ボツワナ・チョベ国立公園で野生の象やライオン、キリンやカバなどに出会う動物サファリ、名前を聞くだけでロマンをおぼえる南アフリカ共和国の喜望

峰など見どころの連続でしたが、何と言っても最大の目的はナミビア共和国・ナミブ砂漠の秘境・デッドフレイの夜明けの風景でした。 

500 年以上前に干上がった砂漠の中の沼に立つ枯れ木が、朝陽を受けてアプリコット色に輝く砂丘をスクリーンにして浮き上がる風景はナショナルジオグラ

フィックに「絵？それとも写真？」としてセンセーショナルに世界に紹介されました。多くの人々が一度は見たいと願うその風景ですが、それを実現するには

大きな問題があり、一般の方がツアーで訪れることはまず不可能と言われていました。 

デッドフレイがその姿を見せるのは夜明け直後の僅かな時間です。ところが、デッドフレイは国立公園の入口（ゲート）から 60 キロ以上の奥地にある一方で

国立公園のゲートが開くのは日の出の時間なのです。開門後にデッドフレイに向っても、現地に着く頃には朝の姿はもう消えた後になります。 
 
方法が一つありました。国立公園内に 1 軒だけロッジがあり、そこに宿泊すれば開門時間を待つことなくデッドフレイに向うことができます。 

しかし、さらなる問題が立ちはだかります。その設備の良いソススドューンロッジは連日満室で、団体ツアーの予約自体も受けないのです。 

あの絶景を紹介するのは世界探訪の使命！という思いで 2018 年に単身現地を訪れ特別に契約を結ぶことに成功し、実現した第 1 回目の旅でした。 
 
遂に訪れたデッドフレイ・・・感動のみの絶景が待っていました。  

現地を離れる前に次回のお部屋も確保！2020年 6月2日出発の 10日間で設定します！  記 ブループラネットツアー 今長谷啓享（世界探訪・企画担当） 

 

世界探訪・静岡説明会 10 月 7 日（月） 要予約  
13：00～15：30 

ネパール、キューバ、アイスランド、パタゴニア、ウユニ塩湖、モンサンミッシェル＆パリ 

静鉄ホテルプレジオ静岡駅南２Ｆ会議室 
ご予約は ＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

 

世界探訪・静岡説明会 10 月 7 日（月） 要予約  
13：00～15：30 

ネパール、キューバ、アイスランド、パタゴニア、ウユニ塩湖、モンサンミッシェル＆パリ 

静鉄ホテルプレジオ静岡駅南２Ｆ会議室 
ご予約は ＳＢＳツアーズまで ＴＥＬ054-260-7902 

 

●受託販売●          ●旅行実施・販売     

 

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世界的なガイドの案内 
上村直己の遠征隊や数々の日本隊のネパール挑戦を支えてきたエベ
レスト登頂経験もあるトップガイドが同行します。  

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人々が日々の暮らしに使う生活道です。
危険な場所や辛い登りが続くことも少なく歩きやすい道です。 
徐々に標高を上げて高山病に体を慣らしながら絶景の世界を進みま
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 エベレストの絶景は折り紙つき 
ナムチェから世界最高所のコンデロッジ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。コンデからの帰りはヘリで楽々。  

④一生の思い出！ネパールの頂き パラクピークに登頂 
パラクピーク（4618ｍ）に登頂。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 
プライベートポーターが我々と一緒に歩きますので身軽に歩けます。  

⑥カトマンズ市内観光＆エベレスト遊覧飛行（オプション） 
 

※日程はお問い合わせください 

 

ますます快適になったネパールのロッジ  
世界中からのトレッカーが集まるエベレスト街道のロッジは 2 名用のツインルーム
に、水洗トイレなど定評がありましたが、近年はますます施設が改善され、お部屋内
に水洗のトイレがある部屋や、安定したお湯が出るガス湯沸かし式の共同シャワー
まで備えたロッジも珍しくなくなってきました。日本人用に味付けされた食事など、安
心してトレッキングをお楽しみ頂けます。 
 

 

 
 

 

①キューバ西部の４つの世界遺産を観光します 
キューバ建国の父であるホセ・マルティの街・シエンフェーゴス、過
酷な奴隷の歴史を物語るトリニダ、この国の歴史を語るときに欠か
せないサトウキビ産業の集落・ロスインヘニオス、そして首都・ハバ
ナという世界遺産 4 か所を訪れます。  

②革命の英雄・チェ・ゲバラ 
アルゼンチンの裕福な家の出身で医者でありながら、貧富の差に
あえぐキューバの庶民のために革命を起こしたチェ・ゲバラ。彼の最
期はボリビアの庶民のための戦いでした。常に貧しい人の見かたで
あったチェ・ゲバラの霊陵などを訪れます。  

③音楽・お酒・葉巻 キューバを感じる 
街を歩けば聞こえてくる、そしてレストランに入れば演奏されるキュー
バミュージック。ダイキリやモヒートなどラムベースのお酒。キューバン
シガーとして世界的に有名な葉巻。いまでは世界中に広がるキュー
バ文化・慣習をオリジナルの地で楽しみます。  

④パステルカラーの街並み 
キューバの写真で必ず登場する美しいパステルカラーの街並み。 
今回はこれもキューバらしいアメリカのクラシックカーのオープンカー
と、馬車に乗って楽しみます。  

⑤ヘミング・ウェイの世界 
ハバナ郊外のコヒマル村にはノーベルショー作家のヘミング・ウェイ
が愛した風景、自宅、船がそのままの姿で残り、足繁く通った海辺
のレストランが今もお客さんをお迎えしています。アメリカ人だった彼
がこの国を愛し、人生の長い時間をこの地で過ごした理由が良くわ
かる、落ち着いたキューバの田舎らしい村を訪れます。  

⑥オールインクリーシブのリゾートホテル滞在 
キューバで最も人気のあるビーチリゾートのバラデロでは食事もお酒
も好きな時に好きなだけお楽しみ頂けるオールインクルーシブの高
級ホテルに滞在します。欧米人に大人気の設備の行き届いたお部
屋や美しいビーチ、プールでのんびりお過ごしください。  

※日程はお問い合わせください 
  

  

①世界で最も快適な冬のオーロラの旅！チャンスも 5 回 
穏やかな気候（1 月平均最低気温は-3℃）で大げさな服装は不要です。早い時
間帯の出現傾向（21 時～24 時）で夜更かしも少なく、滞在先のホテルの自室で
オーロラを待ち、オーロラが出たらすぐ近くで観察しますので、北米のような面倒
なオーロラ観測施設への移動も不要です。オーロラチャンスも 5 回です！  

②アイスランドで最も美しい山に舞うオーロラ 
アイスランドで最も美しいキルキュフェットル山の上空に舞う姿に期待します。 
一般のアイスランドツアーにはない、絶景に舞うオーロラです。  

③世界遺産の観光地＆名瀑＆アイスケイブ 
昼間は世界遺産・シンクヴェトリル国立公園、地球の割れ目「ギャウ」、間欠泉
「ゲイシール」や美しい「グトルフォスの滝」などと合わせてゴールデンサークルと
呼ばれる観光地、さらに美しい氷河に掘られた氷のトンネル・アイスケイブ、レイ
キャビク市内観光、世界最大の露天風呂「ブルーラグーン」も訪れます犬ぞりな
どで時間をつぶして夜を待つ北米のオーロラツアーとの大きな違いです。  

 

レイキャビク      ： フォスホテルバロン、フォスホテルリンド  （スタンダードクラス） 
ボルガネス      ： アイスランドエアーホテルハーマル       （スタンダードクラス） 
グランダフィヨルドゥル ： ホテルフラムネス                    （スタンダードクラス） 
 

●オーロラは自然現象です。ご返金などの対象にはなりません。ご了承ください。 
 
●アイスケイブはラングヨークトル氷河に人工的に作られた観光用のアイスケイブです。インタ
ーネットなどに掲載されている危険性の高い自然のアイスケイブではございません。 

 

●

①ウユニ塩湖の『塩砂漠』＆『天空の鏡』 
 を一度の旅で！

ウユニ塩湖には二つの表情があります。雨水が溜ま
り、湖面に空や雲、星空が反射する「天空の鏡」で有
名な雨季と、雨水が蒸発し、蜂の巣文様が続く真っ白
な「塩砂漠」が美しい乾季。今回は一度で両方の風景
に期待できる雨季明けの最高の季節に訪れます。  

 ②日暮れ、感動のご来光、新月星空観賞
③ウユニ塩湖では塩のホテルに連泊  
④スクレ、ポトシ、古代ティワナク遺跡 
世界遺産を 3 か所＆チチカカ湖へ。  

 

●別途、燃油サーチャージ
羽田空港施設使用料＆出国税 、現地空港税

 ①崩落するペリートモレノ氷河をクルーズと展望台で満喫。

  
 ②数々の氷河満喫 陸から船から！

 
 ③世界的名山のパイネ チリ・パタゴニア観光＆ミニハイキング

  
④イグアスの滝はボートで滝壷から、ヘリに乗って空から！ 

 さらにアルゼンチンから、ブラジルから！

 
 ⑤ブエノスアイレス市内観光＆雰囲気満点のタンゴショー 

 

 

 


