2018 年 3 月 1 日～10 月 31 日

・日曜日を含めず、短期間で各宗派ゆかりの地が参拝可能。
・各省の古刹・名刹・歴史名所をご案内。
・人数・予算・期間など、省をまたいだ日程も承ります。
・ベストシーズン以外にも弊社独自のお薦め時期もご案内。
・少人数でも催行可能。仏教に精通したガイドが同行。
（各コース４名様の場合の旅行費用です。１０名様以上の
場合は日本より添乗員が同行致します）
各宗派、宗祖ゆかりの地及び寺院、仏教遺跡参拝の旅
①
陝西省

玄奘三蔵法師、鳩摩羅什
弘法大師空海（お大師様）
善導大師
ツアーポイント

歴史の街、古都西安をじっくりと滞在
玄奘三蔵がインドより持ち帰った経典が納められ
ている大慈恩寺と墓塔がある興教寺
鳩摩羅什の墓碑がある草堂寺
空海が修行をされた青龍寺
善導大師ゆかりの香積寺、水陸庵悟真寺
中国密教の大興善寺やチベット仏教の広任寺
仏舎利が納められていると言われる法門寺
中国を代表する名刹・古刹を参拝。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：１７８，０００円

②
河南省

各地

上海 西安

(西安泊)
西安 大慈恩寺、大興善寺、青龍寺、広任寺
2 日目
碑林博物館
(西安泊)
西安 興教寺、草堂寺、香積寺、
3 日目
水陸庵悟真寺
(西安泊)
西安 法門寺、鐘楼、鼓楼、西の城門
4 日目
(西安泊)
5 日目 西安

上海 各地

③
山西省

曇鸞大師、道綽禅師
善導大師

ツアーポイント

ツアーポイント

弘法大師空海が留学していた相国寺
約 1000 年前に建立した鉄の素材ではない鉄塔
達磨大師が９年間もの間瞑想に籠られた洞窟
禅宗の祖庭である少林寺、
中国三大石窟の一つ龍門石窟
それに中国で最初に建立された白馬寺や北魏
時代に皇室の為に彫られた鞏義石窟寺など
様々な仏教関連の寺院・遺跡を参拝します。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２３５，０００円

浄土真宗の三高僧（曇鸞大師、道綽禅師、善導
大師）ゆかりの地を訪ねます。
三高僧全ての僧に関連のある玄中寺
曇鸞大師が修行をされた綿山
中国四大仏教名山の一つ聖地五台山
など関連の古刹を中心にご参拝頂きます。
観光では明清時代の城郭都市で世界遺産に指定
されている平遥古城もご案内致します。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：５月１０日～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２３５，０００円

1 日目

1 日目

弘法大師空海（お大師様）
達磨大師

2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

各地 上海 鄭州
(鄭州泊)
鄭州⇒開封 相国寺、鉄塔 ⇒鄭州
(鄭州泊)
鄭州⇒少林寺 少林寺、面壁９年の洞窟
(少林寺泊)
少林寺⇒龍門石窟 ⇒洛陽
(洛陽泊)
白馬寺 洛陽⇒鄭州 鞏義石窟寺
(鄭州泊)

6 日目 鄭州 上海 各地

1 日目
2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

各地 上海

太原

（太原泊）
太 原⇒五 台山 顕通寺 、塔院寺、竹 林
寺、菩薩頂
（五台山泊）
五台山⇒（仏光寺）⇒綿山 鸞公岩（雲峰
寺）、正果寺
（綿山泊）
綿山⇒平遥 平遥古城、双林寺、鎮国寺
⇒太原
（太原泊）
太原 玄中寺、開化寺、崇善寺
（太原泊）

6 日目 太原 上海

各地

④
浙江省

最澄大師（伝教大師）
智者大師

⑤
浙江省

鑑真和上
ツアーポイント

天台宗に所縁が深い浙江省を訪ねます。
日本の宗祖最澄大師と中国天台宗の祖智者大師
二人の大師にまつわる所を参拝します。
智者肉身塔が堂内にある智者塔院
天台宗の総本山国清寺がある天台山
開祖最澄大師ゆかりの龍興寺
杭州では禅宗五山と言われる寺院群をご参拝
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：１７５，０００円

律宗の開祖で五度の失敗を経て尚、渡日を果た
された鑑真和上ゆかりの地を訪ねます。
鑑真和上が日本に渡る前に滞在された曹洞宗の
祖庭天童寺、阿育王寺
天台宗の祖庭国清寺
中国四大仏教名山の一つ普陀山
杭州の名刹・古刹もご参拝致します。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２２８，０００円

2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

各地

杭州 または上海⇒杭州

（杭州泊）
杭州⇒新昌大仏寺、智者大師塔⇒天台山
国清寺
（天台山泊）
天台山⇒龍興寺⇒臨海
（臨海泊）
臨海⇒杭州
（杭州泊）
杭州 霊隠寺、飛来峰、浄慈寺、天竺三寺
（杭州泊）

6 日目 杭州

各地 または⇒上海

各地

1 日目
2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

浙江、河南

ツアーポイント
臨済宗ゆかりの地を中心にご案内します。
臨済宗発祥の地臨済寺、臨済院跡
数多くの高僧が訪れた禅寺 柏林寺
禅宗の祖庭少林寺
浙江省杭州の禅宗五山をご参拝頂きます。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２４５，０００円

各地 上海⇒寧波
（寧波泊）
寧波 天童寺、阿育王寺、保国寺、七塔寺
（寧波泊）
寧波⇒普陀山⇒寧波
普陀山へは船を利用します （寧波泊）
寧波⇒天台山国清寺⇒杭州
（杭州泊）
杭州 霊隠寺、飛来峰、浄慈寺、天竺三寺
（杭州泊）

6 日目 杭州 各地 または⇒上海

臨済禅師、達磨大師

河北省

ツアーポイント

1 日目

⑥

各地

1 日目
2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

各地 杭州 または上海⇒杭州
（杭州泊）
杭州 霊隠寺、飛来峰、浄慈寺、天竺三寺
（杭州泊）
杭州⇒鄭州⇒少林寺 少林寺、塔林
（少林寺泊）
達磨大師面壁９年の洞窟 少林寺⇒鄭州
⇒石家庄
（石家庄泊）
臨済寺、臨済院跡、柏林寺 石家庄⇒
北京
（北京泊）

6 日目 北京 各地 または⇒上海

各地

⑦

大足石刻、楽山大仏

四川省

中国中原地方の戦乱を逃れ、四川省に開花した
仏教文化を訪ねます。
９～１３世紀に建立された大足石刻
高さが 71m もある楽山大仏
上記の２か所以外に安岳石刻、栄県大仏
また、楽山大仏と共に世界遺産に指定される
中国四大名山の一つ峨眉山もご参拝します。
ベストシーズン：５月１０日～１０月末頃
おすすめ時期：５月１０日～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：１９５，０００円

2 日目

各地

成都 または上海

福建省

ツアーポイント
真言宗の開祖空海ゆかりの地を中心に訪ねます
船で遭難し、漂流して流れ着いた地 赤岸鎮
修行した寺院 開元寺
１年間滞在をした青龍寺
玄奘三蔵ゆかりの大慈恩寺（大雁塔）や興教
寺、鳩摩羅什の舎利塔がある草堂寺を参拝
他に歴史ある西安の訪問地をご案内致します。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２３５，０００円

（大足泊）
大足⇒安岳石刻、栄県大仏⇒楽山
3 日目
（楽山泊）
楽山大仏 楽山⇒峨眉山 報国寺
4 日目
（峨眉山泊）
峨眉山 峨眉山⇒成都
5 日目
（成都泊）

1 日目

6 日目 成都

5 日目 西安

各地

⑩

2 日目

上海 福州
（福州泊）

福州 赤岸鎮、開元寺

（福州泊）
福州 西安 青龍寺、大慈恩寺（大雁塔）
3 日目
（西安泊）
西安 興教寺、草堂寺、碑林博物館、西門
4 日目
（西安泊）
上海 各地

中国三大石窟雲崗石窟

北京

2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

各地 上海

蘭州

（蘭州泊）
蘭州⇒天水 麦積山石窟、大像山石窟⇒
蘭州
（蘭州泊）
蘭州 炳霊寺石窟、甘粛省博物館
（蘭州泊）
蘭州⇒敦煌 鳴沙山、月牙泉
（敦煌泊）
敦煌 莫高窟、陽関、玉門関
（敦煌泊）

6 日目 敦煌 上海

各地

⑫

⑪

山西省

日本でも大変人気のある訪問地敦煌 莫高窟を
中心に甘粛省三大石窟を訪ねるコースです。
天水市にある麦積山石窟、大像山石窟
黄河のふもとボートで移動する炳霊寺石窟、
莫高窟以外有名ではありませんが、甘粛省の
一見の価値がある石窟寺院をご案内致します。
ベストシーズン：５月１０日～１０月末頃
おすすめ時期：５月１０日～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２２５，０００円

1 日目
各地

甘粛省三大石窟

甘粛省

ツアーポイント

成都
（成都泊）

成都⇒大足 大足石刻

各地 または上海

弘法大師空海（お大師様）
鳩摩羅什、玄奘三蔵

陝西省

ツアーポイント

1 日目

⑨

⑧

山西省

声明念仏

甘粛省

鳩摩羅什、玄奘三蔵

陝西省

山東省
ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

莫高窟と並び中国三大石窟の一つである山西
省雲崗石窟を中心にご案内致します。
山西省の古刹・名刹 華厳寺、普化寺、懸空
寺北京では香山地区の寺院群と雲居寺
それに世界遺産の故宮博物院と天壇公園と
いう盛り沢山の内容です。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２２５，０００円

声明とは仏典に節を付けて唱える仏教音楽の事
で中国より伝わってきました。
円仁和上が五会念仏を学ばれた五台山 竹林寺
と声明の祖と言われる曹植の墓がある 東阿 に
て、声明法要を行います。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：１９５，０００円

インドより持ち帰った経典を漢訳した中で二大
訳者と呼ばれている僧の所縁の地を訪ねます。
鳩摩羅什ゆかりの羅什塔、草堂寺
玄奘三蔵ゆかりの大慈恩寺、興教寺
他に麦積山石窟 や 法門寺 の参観、碑林博物
館、鐘楼、西門の見学などを予定しております。
ベストシーズン：３月末～１０月末頃
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２２８，０００円

1 日目
2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

各地

北京
（北京泊）
北京 香山地区（五塔寺、碧雲寺、臥仏
寺、白塔寺、法源寺）
（北京泊）
北京⇒大同 雲崗石窟
（大同泊）
華厳寺、普化寺、懸空寺 大同⇒北京
（北京泊）
北京 雲居寺、故宮博物院、天壇公園
（北京泊）

6 日目 北京

北京 または上海

各地 または上海

各地

1 日目
2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

各地 上海 太原
（太原泊）
太原⇒五台山 仏光寺、南禅寺、竹林寺
（五台山泊）
五台山 顕通寺、塔院寺、金閣寺、菩薩
頂、南山寺
（五台山泊）
五台山⇒太原⇒聊城
（聊城泊）
聊城⇒東阿 曹植墓、石碑 ⇒済南
上海
（上海泊）

6 日目 上海 各地

1 日目
2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

各地 上海

蘭州

（蘭州泊）
蘭州⇒武威 羅什塔、天悌寺石窟⇒蘭州
（蘭州泊）
蘭州⇒麦積山石窟、法門寺⇒西安
（西安泊）
西安 碑林博物館、鐘楼、西門
（西安泊）
西安 大慈恩寺（大雁塔）、興教寺、草堂
寺
（西安泊）

6 日目 西安 上海

各地

その他
⑬

蜀漢古道（三国志）
ゆかりの地を訪ねて

⑭

おすすめの旅
青蔵鉄道で行く
チベット ラサ周遊の旅

⑮

自然美豊かな
雲南省周遊の旅

ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

三国志で劉備玄徳が治めていた蜀の国を訪ねる
コースです。
蜀の宰相であった蒋婉の墓
激戦地であった剣門関
劉備玄徳と曹操が戦った定軍山
諸葛亮が最後の戦いの後亡くなった五丈原
他、武侯祠、古漢台、馬超墓など三国志にま
つわる史跡をご案内します。
ベストシーズン：３月末～１０月中旬
おすすめ時期：３月末～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：１９５，０００円

青海省の省都西寧より青蔵鉄道を利用し、チベ
ットに入るコースです。世界の鉄道最高地点で
あるタングラ峠（5,230m）を通りチベット高原
の素晴らしい景色を見ながらの列車の旅です。
列車でゆっくりと登っていくので高山病も比
較的安心です。
チベットではラサで２泊し、チベット仏教の寺
院や街並みをゆっくりとご参観頂きます。
ベストシーズン：５月１０日～１０月中旬
おすすめ時期：５月１０日～６月上旬
１０月１０日～末頃
旅行費用：２８８，０００円

独特の雰囲気が魅了する雲南省のコースです。
自然に形成された石の林の様な訪問地石林
少数民族が多数混在する大理
風光明媚な玉龍雪山の風景
世界遺産に指定されている麗江の古い街並み
自然・文化・建築物どれもが素晴らしい所です。
ベストシーズン：年中可能
おすすめ時期：５月１０日～６月上旬
１０月１０日～３月末頃
旅行費用：２４８，０００円

1 日目
2 日目

各地

上海 成都
（成都泊）

成都⇒綿陽 蒋婉墓⇒閬中

（閬中泊）
閬中⇒広元 剣門関、千仏崖、皇澤寺
3 日目
（広元泊）
広元⇒漢中 定軍山、武侯祠、古漢台、馬
4 日目
超墓、博物館
（漢中泊）
漢中⇒ 五丈原 ⇒西安
5 日目
（西安泊）
6 日目 西安

上海 各地

1 日目
2 日目

各地

上海 西寧
（西寧泊）

タール寺、青海省博物館、北禅寺

西寧⇒
（車中泊）
青蔵鉄道にご乗車頂きます
3 日目
⇒ラサ
（ラサ泊）
ラサ デプン寺、セラ寺、ジョカン寺
4 日目
八角街
（ラサ泊）
5 日目

ポタラ宮 ラサ 成都

6 日目 成都

（成都泊）
上海 各地

1 日目
2 日目

各地 上海

昆明
（昆明泊）

昆明⇒石林⇒昆明

（昆明泊）
昆明 大理 喜洲、洱海、崇聖寺三塔
3 日目
（大理泊）
大理⇒麗江 白沙、玉龍雪山展望所
4 日目
（麗江泊）
麗江古城付近街並み 麗江 昆明
5 日目
（昆明泊）
6 日目 昆明 上海

各地

食事、ホテル及び各宗派訪問地のご案内
食事について：中国の食事は基本的に中華料理のセットメニューでご飯・スープを含めて１０品程度出てきます。総体的に油を使って
おりますが、野菜の料理も多くさっぱりと召し上がって頂ける内容です。各省の名物料理などもございますので、中国
の食をお楽しみ下さい。朝食はホテルによって、中華のみか洋食も含まれた内容かに分かれますが、基本バイキング
形式です。いずれの場合も朝食には必ずお粥が出てきます
ホテルについて：今回、予定しておりますホテルは４～５ツ星クラスのホテルで各地一番過ごしやすく快適な環境のホテルです。
弊社では、各省現地会社と提携しご案内させて頂いております。
おすすめ時期：各コース、ベストシーズン以外におすすめ時期を記載しております。ベストシーズンは言葉の通り旅行に一番最適な気候
の時期を表しております。おすすめ時期はそれに加え、中国人旅行者が少ない時期を選定しております。最近は日本に
限らず、中国国内でも大変多くの方が旅行をしております。有名な観光地などでは、その為入場制限や時間制限を設ける
所もあります。弊社では、各訪問地をゆっくりと過ごしてもらえる様におすすめ時期での旅行を推奨しております。

旅行費用に関して：中国各コースで記載しております旅行費用についてはおすすめ時期を基準に算出しております。
発着地・人数・申込時期により変動する事がございますので、詳しくはお問合せ下さい。
【各宗派及び高僧ゆかりの寺院】 ※順不同
法相宗：大慈恩寺、興教寺（玄奘三蔵）
真言宗：青龍寺、相国寺、赤岸鎮、開元寺（空海）
東西本願寺：香積寺、悟真寺、玄中寺（善導大師）
、綿山（曇鸞大師）
臨済宗、曹洞宗：少林寺（達磨大師）
、天童寺、阿育王寺（鑑真和上）
、臨済寺、臨済院跡、柏林寺（臨済禅師）
天台宗：智者塔院、国清寺、龍興寺（最澄大師、智者大師）
鳩摩羅什：草堂寺、羅什塔

インド・ネパール八大聖地の地図
Ｂコース日程表（3 月 4 日までＡコースと同じ）
3/5 ブダガヤ(各国寺院の参拝等) (ブダガヤ泊)
ブダガヤ⇒ベナレス(サールナート参拝)
3/6
(ベナレス泊)
ベナレス(ガンジス河)✈アグラ(アグラ城)
3/7
(アグラ泊)
3/8 アグラ(タージ・マハール)⇒デリー (機中泊)
3/9 デリー✈成田空港✈伊丹空港

１００ｋｍ
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好評につき
第２弾！

「野生司香雪」出版記念 特別企画ツアー
インド、ネパール釈尊八大聖地とゆかりの地を訪ねる究極の旅
A コース 2018 年 2 月 27 日(火)～3 月 13 日(火) 15 日間
B コース 2018 年 2 月 27 日（火）～3 月 3 日（土） 5 日間

A コース 日程表（１５日間）
2/27 関西空港✈デリー
（デリー泊）
デリー✈ラクノー⇒スラバスティ（祇園精舎、
2/28
舎衛城）
（スラバスティ泊）
スラバスティ⇒ピプラワ見学⇒ルンビニ（マ
3/1
ヤ堂、アショカ王柱等）
（ルンビニ泊）
ルンビニ（ティラウラコット、クダン、ラーマグラ
3/2
ーマ等）⇒クシナガラ
（クシナガラ泊）
クシナガラ（涅槃堂、荼毘塚、最後の説法地
3/3
等）⇒ケサリヤ⇒バイシャリ
（バイシャリ泊）
バイシャリ（仏塔、アショカ王柱、見返りの塚等）
3/4
⇒パトナ（クムラハル）
（パトナ泊）
パトナ（博物館、ブッダガート）⇒ナーランダ仏
3/5
教大学跡⇒ラジギール
（ラジギール泊）
ラジギール（霊鷲山、七葉窟、アショカ王第一ス
3/6
トゥーパ等）⇒ブダガヤ
（ブダガヤ泊）
ブダガヤ（大精堂、金剛宝座、苦行林、前正覚
3/7
山、象頭山等）
（ブダガヤ泊）
ブダガヤ⇒ベナレス（サールナート参拝）

3/8

ツアーポイント

仏教の故郷を巡り、釈尊の生涯を見尽す旅
初転法輪の地・サールナートにあるスリランカ寺院には、日本人の野生司
香雪画伯によって描かれたお釈迦様の生涯の仏画があります。氏は、1931
年～6 年間インドに渡り、経済的な援助が少ない中、インドへの熱き思いで
渾身の壁画を描き上げました。この仏画は現在、世界的な文化財となってい
ます。そして、仏画完成 80 周年の節目に野生司香雪画伯の功績と偉業を讃
えて「野生司香雪～その生涯とインド初転法輪寺の仏伝壁画～」が出版され
ました。その出版に伴い 2017 年夏、氏の描いた釈尊の生涯を実際に訪ねる
旅行を実施し大変ご好評いただいた為、この度、第２弾を企画しました。
ベナレス（ガンジス河）⇒コーサンビー参拝⇒
アラハバード
（アラハバード泊）
アラハバード⇒サンカシャ（舎利塔、アショカ
3/10
王柱等）
（サンカシャ泊）
サンカシャ⇒アグラ（タージ・マハール、アグ
3/11
ラ城）
（アグラ泊）
アグラ⇒デリー（ガンジー
記念館、インド門、クトゥブミ
ナール）
3/12
クトゥブミナール→

（ベナレス泊）

Ｂコース 日程表（５日間）

3/9

（機中泊）
ガンジス河

旅行代金 398,000 円
旅行代金 198,000 円

3/13 関西空港

2/27 関西空港✈デリー
（デリー泊）
デリー✈ラジギール（霊鷲山、七葉窟）
2/28
⇒ブダガヤ
（ブダガヤ泊）
ブダガヤ（大精堂、金剛宝座、スジャータ村）
3/1
⇒ベナレス
（ベナレス泊）
ベナレス（ガンジス河、サールナート）
←ムーラガン
ダクティ寺院
3/2
（機中泊）
3/3

関西空港

お釈迦様の聖地参拝の旅
平山美術館開館 20 周年記念
平山郁夫画伯が描かれた道を歩む
釈尊五大聖地とタージマハールの旅
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2018 年 1 月 22 日(月)～1 月 31 日(水)10 日間
旅行代金 298,000 円
15 名催行
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インド 釈尊の聖跡参拝の旅
ご生涯ゆかりの八大聖地参拝

2018 年 1 月 24 日(水)～2 月 2 日(金)10 日間
旅行代金 268,000 円
15 名催行
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25 周年ドンガルカル仏教徒大会
参列とナグプール
釈尊三大聖地参拝の旅

2018 年 2 月 4 日(日)～2 月 12 日(月)9 日間
旅行代金 280,000 円
10 名催行

ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

日本人画家の第一人者である平山郁夫画伯は、
仏教関連作品も多く、その中でも仏教発祥の地
インドへは何度も足を運ばれました。釈尊の聖
地を訪ね、現代の遺跡や釈尊がいらっしゃった
イメージを描かれた素晴らしい作品がたくさん
ございます。広島県の平山郁夫美術館は今年で
２０周年を迎えます。平山郁夫画伯の実弟、館
長でもある平山様にご依頼をし、美術館協賛の
もと、平山郁夫画伯が描かれた道を歩む旅です。

本願寺派富山別院、教区布教団、仏教青年会後
援の釈尊八大聖地を巡る 10 日間の旅です。誕
生・成道・初転法輪・涅槃の地はもちろん、王
舎城(霊鷲山)、阿弥陀経が説かれた祇園精舎、
そして遊女の施食を受けたバイシャリ、滅多に
訪ねない三道宝階降下のサンカシャを参拝しま
す。また、最初の５日間(三大聖地)を同行し、
途中利団の４泊６日間も同時に募集しておりま
す。日本から成田を午後に発つ全日空を利用。
全日空就航空港からも国内線割引運賃の適用が
ございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

南天会主催の佐々井秀嶺上人を訪ねる旅行で
す。チャティスガル州ドンガルカルで行われる
世界仏教徒大会は２５
周年を迎え、盛大に執
り行われます。仏教徒
大会に参列し、佐々井
上人の本拠地ナグプー
ル、マンセル遺跡、龍
樹連峰をめぐり、イン
ド仏教総本山大改宗広
場に参拝します。後半
は釈尊の三大仏跡を参
拝します。

1/22 成田空港✈デリー
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30

(デリー泊)

デリー✈ラクノー⇒サラバスティ(祇園精舎、
舎衛城)
(サラバスティ泊)
サラバスティ⇒カピラ城⇒ルンビニ(マヤ堂、
アショカ王柱など)
(ルンビニ泊)
ルンビニ⇒クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚、最
後の説法地)
(クシナガラ泊)
クシナガラ⇒ナーランダ仏教大学跡⇒ラジ
ギール
(ラジギール泊)
ラジギール(霊鷲山、竹林精舎など)⇒ブダガ
ヤ（大塔、金剛宝座など）
(ブダガヤ泊)
ブダガヤ⇒ベナレス(サールナート参拝)
(ベナレス泊)
ベナレス(ガンジス河)✈アグラ(アグラ城)
(アグラ泊)
アグラ(タージマハール)⇒マトゥーラ(博物館)
⇒デリー
(機中泊)

1/31 デリー✈成田空港
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第５回 乗雲寺インド釈尊七大
仏蹟巡拝とタージ・マハール、
首都デリー観光の旅

2018 年 2 月 6 日(火)～2 月 15 日(木)10 日間
旅行代金 345,000 円
10 名催行

1/24 成田空港✈デリー
(デリー泊)
デリー✈ベナレス（サールナート参拝）
1/25
(ベナレス泊)
ベナレス⇒ブダガヤ（大精堂、金剛宝座、ス
1/26
ジャータ村など）
(ブダガヤ泊)
ブダガヤ⇒ラジギール（ナーランダ大学跡、
1/27
牢獄跡、竹林精舎、霊鷲山） (ラジギール泊)
ラジギール⇒バイシャリ(アショカ王柱、僧院
1/28
跡)⇒クシナガラ
(クシナガラ泊)
クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚)⇒ルンビニ
1/29
(ルンビニ泊)
ルンビニ(マヤ堂、産湯の池)⇒サラバスティ
1/30
(サラバスティ泊)
サラバスティ（祇園精舎、舎衛城）⇒サンカシ
1/31
ャ
(サンカシャ泊)
サンカシャ(仏塔、アショカ王柱)⇒マトゥーラ
2/1
(博物館)⇒デリー
(機中泊)
2/2 デリー✈成田空港
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釈尊が歩まれた
インド六大仏教聖地巡礼の旅

2018 年 3 月 24 日(土)～3 月 31 日(土)8 日間
旅行代金 278,000 円
10 名催行

2/4

成田空港✈デリー
(デリー泊)
デリー✈ライプール(シルプール遺跡)
2/5
(シルプール泊)
シルプール⇒ドンガルカル（仏教徒大会）⇒
2/6
ナグプール
(ナグプール泊)
ナグプール(改宗広場、インドラ寺、マンセル
2/7
遺跡、龍樹菩薩大寺など) (ナグプール泊)
ナグプール✈デリー✈パトナ⇒ラジギール
2/8
(ラジギール泊)
ラジギール(霊鷲山、竹林精舎、ナーランダ
2/9
大学跡)⇒前正覚山⇒ブダガヤ(ブダガヤ泊)
ブダガヤ(大精堂、金剛宝座、スジャータ村、
2/10
尼蓮禅河など)⇒ベナレス
(ベナレス泊)
ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝)✈
2/11
デリー✈
(機中泊)
2/12 成田空港

22

インド仏跡巡拝
釈尊六大聖地参拝の旅

2018 年 6 月 19 日(火)～6 月 26 日(火)8 日間
旅行代金 234,000 円
15 名催行

ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

釈尊ゆかりの七大聖地を参拝します。浄土宗・
乗雲寺、安井隆同ご住職が同行、現地にて案内、
説明、法話をいたします。安井ご住職はインド
国立カルカッタ大学大学院博士課程で５年間原
始佛教哲学の研究で哲学博士を取得。その間イ
ンド大菩提寺で僧院生活をしながら釈尊の佛蹟
を行脚しました。インドへ非常に精通した方で
す。

龍谷大学世界仏教文化研究センター「宗教と旅」
との提携企画です。現地ではセンターのスタッ
フが詳しく解説します。なぜ釈尊が生涯旅をさ
れたのか、釈尊の教えに一般の方々が共感する
事が出来たのか、世界中から仏教徒が巡礼に来
るのかを体験・学習します。

釈尊の六大聖地を参拝します。この時期はオフ
シーズンで、参拝者は少ないので、各聖地でゆ
っくりとお参りして頂く事ができます。雨季に
向かう頃で、最高気温は３７度程ですが、湿気
がないのでカラッとしていて、不快ではありま
せん。緑も多い、冬とは違った雰囲気です。

2/6

関西空港✈デリー

(デリー泊)

デリー✈ラクノー⇒サラバスティ(祇園精舎、
舎衛城)
(サラバスティ泊)
サラバスティ⇒ルンビニ(マヤ堂、アショカ王
2/8
柱等)⇒クシナガラ
(クシナガラ泊)
クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚)⇒バイシャリ(ア
2/9
ショカ王柱等)⇒ラジギール (ラジギール泊)
ラジギール(霊鷲山、牢獄跡、竹林精舎等)⇒
2/10
ブダガヤ(大精堂、金剛宝座等)(ブダガヤ泊)
2/7

2/11 ブダガヤ⇒ベナレス

(ベナレス泊)

ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝)✈
デリー
(デリー泊)
デリー⇒アグラ(タージ・マハール、アグラ城)
2/13
⇒デリー
(デリー泊)
デリー(国立博物館、ガンジー記念館、クトゥ
2/14
ブミナール等)✈
(機中泊)
2/12

2/15 関西空港

祇園精舎に参拝する外国人僧侶達
3/24 関西空港✈デリー
(デリー泊)
デリー✈ベナレス(サールナート参拝)
3/25
(ベナレス泊)
ベナレス(ガンジス河)⇒ブダガヤ(大精堂、金
3/26
剛宝座、スジャータ村等)
(ブダガヤ泊)
ブダガヤ⇒ラジギール(霊鷲山、竹林精舎、
3/27
牢獄跡、ナーランダ大学跡) (ラジギール泊)
ラジギール⇒バイシャリ(ストゥーパ等)⇒ケ
3/28
サリヤストゥーパ⇒クシナガラ(クシナガラ泊)
クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚)⇒サラバスティ
3/29
(祇園精舎、舎衛城)
(サラバスティ泊)
3/30 サラバスティ⇒ラクノー✈デリー✈ (機中泊)
3/31 関西空港

6/19 関西空港✈デリー
(デリー泊)
デリー✈ラクノー⇒サラバスティ(祇園精舎、
6/20
舎衛城)
(サラバスティ泊)
サラバスティ⇒ルンビニ(マヤ堂、アショカ王
6/21
柱、産湯の池等)
(ルンビニ泊)
ルンビニ⇒クシナガラ(涅槃堂、荼毘塚)⇒バ
6/22
イシャリ
(バイシャリ泊)
バイシャリ⇒ラジギール(竹林精舎、ナーラン
6/23
ダ大学、霊鷲山、牢獄跡等) (ラジギール泊)
ラジギール⇒ブダガヤ(大精堂、金剛宝座、
6/24
スジャータ村等)⇒ベナレス
(ベナレス泊)
ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝)✈
6/25
デリー✈
(機中泊)
6/26 関西空港

その他インドの旅
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インド仏教美術
(アジャンタ・エローラ)探訪と
タージ・マハールの旅

インド仏心寺 普賢菩薩開眼法要参列
Ａコース：コルカタ、カトマンズの旅
Ｂコース：釈尊二大聖地とタージ・マハールの旅
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2018 年 2 月 4 日(日)～2 月 10 日(土)7 日間
旅行代金 250,000 円
10 名催行

Ａコース 2018 年 3 月 1 日(木)～3 月 9 日(金)9 日間 旅行代金 293,000 円
Ｂコース 2018 年 3 月 1 日(木)～3 月 9 日(金)9 日間 旅行代金 263,000 円

インドの仏教美術の至宝であるアジャンタ石窟
とエローラ石窟とタージ・マハールを見学しま
す。ホテルは各地デラックスホテルを利用し、
食事もインド料理だけでなくバラエティに富ん
だメニューを準備しています。全日空利用の為、
日本国内ＡＮＡ運航空港から割引運賃を利用し
てのご参加も可能です。お問い合わせ下さい。

3/1

伊丹空港✈成田空港✈デリー

3/2

デリー✈ガヤ⇒ブダガヤ

3/3

ブダガヤ(大精堂、金剛宝座、尼蓮禅河等)
(ブダガヤ泊)

3/4

ブダガヤ(普賢菩薩開眼法要) (ブダガヤ泊)

3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
伊丹空港✈成田空港✈ムンバイ
(ムンバイ泊)
ムンバイ(インド門、ハジアリモスク)✈オーラ
2/5
ンガバード
(オーランガバード泊)
オーランガバード(アジャンタ石窟)
2/6
(オーランガバード泊)
オーランガバード(エローラ石窟)✈デリー
2/7
(デリー泊)
2/8 デリー⇒アグラ(タージ・マハール) (アグラ泊)
2/9 アグラ(アグラ城)⇒デリー
(機中泊)
2/10 デリー✈成田空港✈伊丹空港
2/4
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西インドアートざんまいの旅
世界遺産登録アーメダバードと
インド・テキスタイルを巡る旅

2018 年 2 月 7 日(水)～2 月 12 日(月)6 日間
旅行代金 285,000 円
10 名催行

ツアーポイント

Ａコース日程表

ツアーポイント

(デリー泊)
(ブダガヤ泊)

ブダガヤ⇒パトナ✈コルカタ(マザーテレサ
施設、マーケット等)
(コルカタ泊)
コルカタ(国立博物館、カーリー寺院)✈カトマ
ンズ
(カトマンズ泊)
カトマンズ(旧王宮広場、生き女神寺院、バド
ガオン等)
(カトマンズ泊)
カトマンズ(ボーダナート、パシュパティナー
ト)✈デリー
(機中泊)

インド仏心寺は、インド政府からトラスト(公
益慈善信託)許可を得たお寺で、子供たちの学
校や修行をしたい方に宿泊場所を提供する等
の活動をしています。2001 年に建立され、そ
の 2 年後には本尊釈迦如来が納められました。
2015 年 8 月に脇侍であります文殊菩薩が奉納
されました。そして 2018 年、いよいよ普賢菩
薩が奉納され、開眼法要が執り行われます。開
眼法要の参列は滅多に出来る事ではありませ
ん。ぜひこの機会にご参加下さい。

デリー✈成田空港✈伊丹空港

Ｂコース日程表（3 月 4 日までＡコースと同じ）
3/5
3/6
3/7

ブダガヤ(各国寺院の参拝等) (ブダガヤ泊)
ブダガヤ⇒ベナレス(サールナート参拝)
(ベナレス泊)
ベナレス(ガンジス河)✈アグラ(アグラ城)
(アグラ泊)

3/8

アグラ(タージ・マハール)⇒デリー (機中泊)

3/9

デリー✈成田空港✈伊丹空港
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仏心寺本堂。中央のお釈迦様の左側に、今回普賢
菩薩が奉納されます。

釈尊三大聖地巡拝と
紅茶とヒマラヤ山脈の街
ダージリンの旅

2018 年 2 月 13 日(火)～2 月 20 日(火)8 日間
旅行代金 288,000 円
8 名催行
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シッキム王国と
ダージリン、コルカタの旅

2018 年 3 月 23 日(金)～3 月 31 日(土)9 日間
旅行代金 283,000 円
15 名催行

ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

１．近代美術の巨匠ル・コルビジェの建築を見
学します。
２．2017 年 7 月世界文化遺産登録された歴史都
市アーメダバードを訪問します。
３．世界中にファンがいるインド更紗のルーツ、
今でも変わらない手法で作成している産地と
工房を訪問します。
５．ジャイプールではマハラジャの別荘を改築
した宮殿ホテルに宿泊します。

釈尊の三大聖地（お悟りの地ブダガヤ、王舎城
のあったラジギール、初転法輪の地サールナー
ト）を参拝します。その後は、ダージリンに行
き、アフタヌーンティーや、ヒマラヤ山脈鑑賞、
世界遺産トイトレインに乗車をします。

インドの北東部、チベット・ブータン・ネパー
ルに囲まれたシッキムは、かつて、シッキム王
国として栄えていました。インド最高峰のカン
チェンジュンガ、チベット仏教カルマ・カギュ
ー派の総本山があります。紅茶で有名なダージ
リンでは世界遺産トイトレインの乗車や、イン
ドらしい街コルカタも訪問します。

2/13 関西空港✈デリー
2/14

成田空港✈デリー✈アーメダバード
2/7
(アーメダバード泊)
アーメダバード(ル・コルビジェ建築見学、階
2/8
段井戸等)
(アーメダバード泊)
アーメダバード(ワサナ地区見学)✈ジャイプ
2/9
ール
(ジャイプール泊)
ジャイプール(アンベール城)⇒サンガネール
2/10
村⇒ジャイプール
(ジャイプール泊)
2/11 ジャイプール(風の宮殿)⇒デリー✈(機中泊)
2/12 成田空港

2/15
2/16
2/17
2/18

(デリー泊)

デリー✈ガヤ⇒ラジギール(霊鷲山、竹林精
舎、ナーランダ大学)⇒ブダガヤ(ブダガヤ泊)
ブダガヤ(大精堂、金剛宝座、スジャータ村、
前正覚山等)⇒ベナレス
(ベナレス泊)
ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝)⇒
（車中泊）
ニュージャルパイグリ⇒ダージリン(アフタヌ
ーンティー等)
(ダージリン泊)
ダージリン(タイガーヒル、トイトレイン、バザ
ール等)
(ダージリン泊)

2/19 ダージリン⇒バグドグラ✈デリー✈ (機中泊)
2/20 関西空港

3/23 中部空港✈香港✈コルカタ
(コルカタ泊)
コルカタ✈バグドグラ⇒ダージリン
3/24
(ダージリン泊)
ダージリン(タイガーヒル、グーム僧院、トイト
3/25
レイン、紅茶工場等)
(ダージリン泊)
ダージリン⇒ペリン(ペマヤンツェ僧院等)
3/26
(ペリン泊)
3/27 ペリン⇒(ルムテク僧院)⇒ガントク(ガントク泊)
3/28

ガントク(タシビューポイント、エンチェ僧院、
チベット学研究所、バザール等) (ガントク泊)

3/29 ガントク⇒バグドグラ✈コルカタ (コルカタ泊)
コルカタ(国立博物館、カーリー寺院、タゴー
ルハウス、ジャイナ教寺院)
(機中泊)
3/31 コルカタ✈香港✈中部空港
3/30

世界三大仏教遺跡への旅
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黄金のパゴダと敬虔なる仏教国
ミャンマーの旅

2018 年 3 月 5 日(月)～3 月 10 日(土)6 日間
旅行代金 248,000 円
10 名催行

(公財)仏教伝道協会企画
ミャンマー仏教聖典贈呈式
参列と仏跡参拝の旅

29

2018 年 3 月 28 日(水)～4 月 2 日(月)6 日間
旅行代金 298,000 円
20 名催行

ツアーポイント

ツアーポイント

世界三大仏教遺跡の一つであるバガン寺院群
と、マンダレー、ヤンゴンを巡るツアーです。
ミャンマーの見どころを短めながら、網羅した
コースとなっております。

ミャンマー観光省大臣とミャンマーホテル協会
の協力を得て、仏教伝道協会が刊行する「仏教
聖典」がミャンマー国内のホテルに一斉常備さ
れる事になり、これを記念して仏教聖典贈呈式
参列を始めとする仏教伝道協会オリジナルツア
ーです。

3/4

午後１０時３０分中部空港集合
中部空港✈バンコク✈ヤンゴン✈マンダレー
3/5
(マハムニ大仏等)
(マンダレー泊)
マンダレー(ウペイン橋、マハーガンダヨン僧
3/6
院等)✈バガン(夕日鑑賞)
(バガン泊)
バガン(シュエジーゴンパゴダ、アーナンダ僧
3/7
院、タビニュ寺院等)
(バガン泊)
バガン✈ヤンゴン⇒バゴー(シュエモードパ
3/8
ゴダ、涅槃仏寺等)⇒ヤンゴン (ヤンゴン泊)
ヤンゴン(シュエダゴンパゴダ、スーレーパゴ
3/9
ダ、マーケット等)✈バンコク
(機中泊)
3/10 バンコク✈中部空港

3/28 成田空港✈ヤンゴン
(ヤンゴン泊)
ヤンゴン(日本人墓地での法要、シュエダゴ
3/29
ンパゴダ、仏教聖典贈呈式) (ヤンゴン泊)
ヤンゴン✈バガン(子供たちの得度式、アー
3/30
ナンダ寺院、夕景鑑賞等)
(バガン泊)
バガン✈マンダレー（シタグ国際仏教大学表
3/31
敬訪、マハムニパゴダ等）
(マンダレー)
マンダレー✈ヤンゴン(チャウタッジーパゴ
4/1
ダ、マーケット等)✈
(機中泊)
4/2 成田空港

バガン遺跡群(ミャンマー)

ボロブドゥール(インドネシア)
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壮大な世界遺産アンコール・ワット

遺跡見学と微笑みの国タイ
バンコクを訪ねる旅

2018 年 5 月 18 日(金)～5 月 23 日(水)6 日間
旅行代金 235,000 円
8 名催行
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アンコール・ワット(カンボジア)

インドネシア、ジャワ島、バリ島の旅
世界三大仏教寺院・ボロブドゥール遺跡と
ヒンズー教、イスラム教文化、
日本統治時代の負の遺産を訪ねて

2018 年 6 月 19 日(火)～6 月 25 日(月)7 日間
旅行代金 258,000 円
10 名催行
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カンボジア・プノンペンと
世界三大仏教遺跡
アンコール遺跡群の旅

2018 年 8 月 27 日(月)～9 月 1 日(土)6 日間
旅行代金 178,000 円
10 名催行

ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

世界三大仏教遺跡のカンボジア・アンコールワ
ットを訪ねます。アンコール・ワット以外のア
ンコール遺跡群の見学を網羅しています。また、
バンコクでは有名店での食事や、見ごたえのあ
る王宮やエメラルド寺院なども見学します。
新千歳空港以外、成田、中部、関西、福岡空港
発着でもご参加頂けます。詳細はお問い合わせ
ください。

世界三大仏教遺跡のボロブドゥール遺跡の見学
はもちろん、周辺のパオン寺やムンドゥ寺等も
見学します。また、ジャカルタでは日本統治時
代の負の遺産を訪ねます。最後はバリ島で絶景
のバトゥール湖とキンタマーニ高原の見学も
し、民族舞踊見学や名物料理もご賞味頂きます。

アンコール・ワットやアンコール・トム、バン
テアイスレイ等、主要なアンコール遺跡群を網
羅しています。また、通常訪れる事の少ないプ
ノンペンでは、有名な王宮やシルバーパゴダの
他、ポルポト時代の収容所跡のトゥールスレン
も見学します。プノンペンの国立博物館には沢
山のアンコール遺跡から出土した彫刻等が展示
されています。

5/18
5/19
5/20
5/21
5/22
5/23

新千歳空港✈バンコク✈シェムリアップ
(シェムリアップ泊)
シェムリアップ(アンコール・トム、バイヨン寺
院、アンコール・ワット等) (シェムリアップ泊)
シェムリアップ(タプローム、スラスラン、タケ
オ、オールドマーケット等) (シェムリアップ)
シェムリアップ(バンテアイスレイ)✈バンコク
(バンコク泊)
バンコク(エメラルド寺院、王宮、涅槃寺等)
バンコク✈
(機中泊)
新千歳空港

6/19
6/20
6/21
6/22
6/23
6/24
6/25

中部空港✈シンガポール✈ジャカルタ
(ジャカルタ泊)
ジャカルタ(カリバタ英雄墓地、イスティクラ
ル、ファタヒラ広場等)
(ジャカルタ泊)
ジャカルタ✈ジョグジャカルタ(プランバナン、
サリ寺院等)
(ジョグジャカルタ泊)
ジョグジャカルタ(ボロブドゥール、パオン寺、
ムンドゥ寺等)
(ジョグジャカルタ泊)
ジョグジャカルタ(王宮、ブリンハルジョ市場
等)✈デンパサール
(バリ島)
バリ島(キンタマーニ高原、バトゥール寺院、
ウブド等)✈シンガポール
(機中泊)
シンガポール✈中部空港

8/27
8/28
8/29
8/30
8/31
9/1

関西空港✈ホーチミン✈プノンペ
(プノンペン泊)
プノンペン(トゥールスレン、王宮、国立博物
館等)✈シェムリアップ
(シェムリアップ泊)
シェムリアップ(南大門、バイヨン寺院、タプロ
ーム、アンコール・ワット) (シェムリアップ泊)
シェムリアップ(バンテアイスレイ、ロリュオス
遺跡群等)
(シェムリアップ泊)
シェムリアップ(オールドマーケット、トンレサ
ップ湖)✈ホーチミン
(機中泊)
ホーチミン✈関西空港

スリランカの旅
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スマナサーラ長老と行く
瞑想合宿とスリランカ
仏教聖地参拝の旅

LOHAS な国スリランカ浄化する旅
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アーユルヴェーダ研修

2018 年 4 月 7 日(土)～4 月 14 日(土)8 日間
旅行代金 320,000 円
10 名催行

2018 年 2 月 8 日(木)～2 月 18 日(日)11 日間
旅行代金 388,000 円
40 名催行

ツアーポイント
スマナサーラ長老の精舎「キリタラマヤ寺院」
にて、日本での瞑想合宿とは違った本場でのヴ
ィパッサナー瞑想実践が出来ます。スマナサー
ラ長老の説法を聞き、坐る瞑想や、お寺の敷地
内で歩く瞑想をします。
2/8

成田空港✈コロンボ⇒ヴィヤコンダ
(ヴィヤコンダ泊)

2/9

ヴィパッサナー瞑想修行

(ヴィヤコンダ泊)

2/10 ヴィパッサナー瞑想修行

(ヴィヤコンダ泊)

2/11 ヴィパッサナー瞑想修行

(ヴィヤコンダ泊)

2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17

キリタラマヤ寺院での瞑想風景

ツアーポイント

ヴィヤコンダ⇒アウカナ仏立像⇒ダンティマ
レ⇒アヌラダプラ
(アヌラダプラ泊)
アヌラダプラ(スリマハ菩提樹等)⇒ミヒンター
レ参拝⇒シギリヤ
(シギリヤ泊)
シギリヤ⇒ポロンナルワ(王宮跡、ガルビハ
ーラ等)⇒シギリヤロック見学 (シギリヤ泊)
シギリヤ⇒ダンブッラ石窟⇒キャンディ(仏歯
寺)
(キャンディ泊)
キャンディ⇒ケラニヤ寺院⇒コロンボ⇒ゴー
ル
(ゴール泊)
ミリッサ沖にてホエールウォッチング(オプシ
ョナル)⇒コロンボ✈
(機中泊)

ガルビハーラの涅槃仏(ポロンナルワ)

アーユルヴェーダに特化したホテルでアーユル
ヴェーダの施術、研修をします。日本人アーユ
ルヴェーダ講師が同行しますので、より深く理
解して頂く事が出来ます。自宅で簡単に出来る
セルフアーユルヴェーダや食事の講習もありま
す。興味がある程度でもご参加頂けます。
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12

2/18 成田空港

仏歯寺の内部(キャンディ)

4/13
4/14

伊丹空港✈成田空港✈コロンボ(コロンボ泊)
コロンボ(浜辺で瞑想)⇒ダンブッラ(アーユル
ヴェーダフルボディマッサージ)(ダンブッラ泊)
ダンブラ(シロダーラを含むアーユルヴェーダ
施術、食の講習会)
(ダンブッラ泊)
ダンブッラ⇒シギリヤロック⇒ダンブッラ(ハ
ーバルフットマッサージ)
(ダンブッラ泊)
ダンブッラ⇒(アヌラダプラ見学)⇒ダンブッラ
(フェイシャルマッサージ)
(ダンブッラ泊)
ダンブッラ⇒ローズクォーツマウンテン⇒キ
ャンディ
(キャンディ泊)
キャンディ(仏歯寺)⇒コロンボ✈ (機中泊)
成田空港⇒羽田空港✈伊丹空港

カレーと紅茶の旅
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ナイル善己さんと行く
北インド・ラジャスタン
カレーの旅

2018 年 2 月 17 日(土)～2 月 25 日(日)9 日間
旅行代金 339,000 円
15 名催行

36

ティーバイヤーと行く
スリランカ
美味しい紅茶園を巡るの旅

2018 年 1 月 14 日(日)～1 月 20 日(土)7 日間
旅行代金 288,000 円
10 名催行

37

アイルランドとスコットランド
紅茶の旅

2018 年 6 月 10 日(日)～6 月 17 日(日)8 日間
旅行代金 484,000 円
10 名催行

ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

北インドの珠玉の観光ルートを「食とカレー」
にこだわって、銀座の老舗「ナイルレストラン」
のナイル善己さんと訪れます。北インド料理教
室や、有名レストランでの豪華ディナーを予定
しています。砂漠の州ラジャスタンでは宮殿の
ような豪華ホテルに宿泊します。他では体験出
来ない事が盛り沢山です。

青山ティーファクトリー・清水さんの買付に同
行し、たくさんの紅茶工場を訪問します。ティ
ーバイヤーと同額で旬の茶葉を購入できます。
ヌワラエリヤとディンブラのベストシーズに合
わせた日程です。ジェフリーバワ設計の豪華な
ヘリタンスカンダラマホテルに宿泊します。

１．紅茶をテーマに２か国を巡るツアーで、外
せない観光地も含めています。
２．古城、建築家デザイン、格式あるホテルな
ど、さまざまなアフタヌーンティーを体験。
３．新興茶産地スコットランドの茶園を訪問。
４．個人旅行では体験できない事が盛り沢山で、
効率よく周ります。

2/17 成田空港✈デリー
(デリー泊)
デリー⇒アグラ(タージ・マハール、アグラ城、
2/18
ブハラレストランにて昼食)
(アグラ泊)
アグラ⇒ジャイプール(風の宮殿、天文台等)
2/19
(ジャイプール泊)
ジャイプール(アンベール城、バザール、買い
2/20
物、料理教室)⇒
(車中泊)
ジャイサルメール(キャメルサファリ、ラジャス
2/21
タン料理デモンストレーション等)(キャンプ泊)
ジャイサルメール⇒ジョドプール
2/22
(ジョドプール泊)
ジョドプール(メヘランガル城塞と青の街)✈
2/23
デリー(有名店にて夕食)
(デリー泊)
デリー(インド門、ショッピング、有名店にて夕
2/24
食)✈
(機中泊)
2/25 成田空港

1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20

成田空港✈コロンボ⇒キャンディ
(キャンディ泊)
キャンディ⇒紅茶工場見学⇒ヌワラエリヤ
(市内見学)
(ヌワラエリヤ泊)
ヌワラエリヤ⇒ディンブラ(紅茶工場見学)⇒
ディコヤ
(ディコヤ泊)
ディコヤ(紅茶工場見学)⇒キャンディ
(キャンディ泊)
キャンディ⇒ダンブッラ石窟 (ダンブッラ泊)
ダンブッラ⇒コロンボ✈
(機中泊)
成田空港

6/10 成田空港✈アブダビ
(機中泊)
アブダビ✈ダブリン(神聖タラの丘、アードギ
6/11
ラン城、ケルズの書等)
(ダブリン泊)
ダブリン(ビューリーズ紅茶コーヒー会社、ギ
6/12
ネスビール醸造所見学等)
(ダブリン泊)
ダブリン✈グラスゴー(トーマスリプトンの墓、
6/13
アフタヌーンティー等)
(グラスゴー泊)
グラスゴー⇒エジンバラ(スクーン石、旧市街
6/14
等)
(エジンバラ泊)
6/15 エジンバラ(郊外の紅茶工場) (エジンバラ泊)
6/16 エジンバラ✈アブダビ✈
(機中泊)
6/17 成田空港

添乗員同行お勧めの旅
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中央アジアウズベキスタンの旅
玄奘三蔵求法の道を仏教遺跡テルメズへ
シルクロードのオアシスを訪ねる

2018 年 5 月 28 日(月)～6 月 4 日(月)8 日間
旅行代金 298,000 円
8 名催行
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中国・山西省に、古代からの仏教
寺院参拝の旅

2018 年 8 月 27 日(月)～9 月 1 日(土)6 日間
旅行代金 248,000 円
10 名催行

ツアーポイント

ツアーポイント
山西省の省都である太原では、沢山の展示物の
ある山西省博物院にて、仏教関係の展示物を見
学します。また、世界遺産にも指定されている
文殊菩薩の霊山・五台山では、通常は時間の関
係で行かないお寺まで網羅します。また、中国
の三大石窟の一つであり、仏教芸術の粋・雲崗
石窟を訪問します。大同でも多くのお寺にお参
りします。歴史と伝統の仏教寺院を詳細に訪ね
る、他には絶対にないツアーです。ぜひこの機
会にご参加下さい。関空以外の発着も可能です。
お問い合わせください。

5/28 関西空港✈ソウル✈タシケント(タシケント泊)
タシケント✈サマルカンド(グリアミール廟、バ
5/29
ザール)
(サマルカンド泊)
サマルカンド(シャーヒジンダ―廟等)⇒ブハ
5/30
ラ
(ブハラ泊)
ブハラ(カラーン・モスクとミナレット、チャール
5/31
ミナール、ラビハウズ等)
(ブハラ泊)
6/1 ブハラ⇒鉄門⇒テルメズ
(テルメズ泊)
テルメズ(ファヤズテパ、カンプルテパ、ズル
6/2
マラ仏塔、博物館等)
(テルメズ泊)
テルメズ✈タシケント(ナポイ劇場、博物館、
6/3
工芸美術館等)✈
(機中泊)
6/4 ソウル✈関西空港

8/27 関西空港✈上海✈太原
(太原泊)
太原(山西博物院、双塔寺等)⇒(南禅寺、尊
8/28
勝寺、佛光寺)⇒五台山
(五台山泊)
五台山(菩薩頂、塔院寺、普化寺、竹林寺、
8/29
竜泉寺等)
(五台山泊)
五台山(碧山寺、殊像寺)⇒(鴻門岩)⇒(応県
8/30
木塔寺)⇒(懸空寺)⇒大同
(大同泊)
大同(雲崗石窟、観音堂、華厳寺、九龍壁、
8/31
平城遺址等)
(大同泊)
9/1 大同✈上海✈関西空港
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3/6 成田・中部・関西・福岡空港✈ソウル✈カトマンズ
(カトマンズ泊)
3/7 カトマンズ✈ルクラ⇒パグディン(トレッキング約３時間)
(パグディン泊)
パグディン⇒ナムチェバザール (トレッキング約６時間)
3/8
(ナムチェバザール泊)
天気が良ければコンデリ(6,608m)の眺望がお楽しみ頂けます。
ナムチェバザール⇒シャンポチェ(トレッキング約３時間) (シャンポチェ泊)
3/9
タムセルク(6,608m)やタスムカング(6,367m)の展望がお楽しみ頂けます。
3/10 シャンポチェ⇒モンジョ(トレッキング約３時間)
(モンジョ泊)
3/11 モンジョ⇒ルクラ(トレッキング約５時間)
(ルクラ泊)
3/12 ルクラ(町の散策)✈カトマンズ(自由行動)
(カトマンズ泊)
3/13 カトマンズ(午前、自由行動。午後、古都パタン見学)✈
(カトマンズ泊)
3/14 ソウル✈成田・中部・関西・福岡空港

ツアーポイント
誰もがあこがれるエヴェレスト街道のトレッ
キングです。街道の出発地ルクラからシェル
パ族の故郷ナムチェバザールを通り、シャン
ポチェを目指します。シャンポチェでは、世
界最高峰のエヴェレストをはじめとするロー
ツェ、アマダブラムなどのクーンブ山系の大
パノラマを楽しめます。とても整備されたコ
ースです。海外トレッキングが初めての方でも安心です。

ツアーポイント
ＧＮＨ（国民総幸福）を追求する国ブータン。
素朴で人柄がとても良いほっこりする国です。
敬虔な仏教徒が多く、ブータンを代表するタク
サン僧院はハイライトの一つです。旅行の時期
はマツタケの時期です。復路はバンコクに宿泊
し、世界遺産のアユタヤ日帰り観光もします。
広島・関西・中部空港発着です。
8/18 各地空港✈台北✈バンコク
(バンコク泊)
バンコク✈パロ⇒ティンプー(メモリアルチョ
8/19
ルテン、タシチョゾン等)
(ティンプー)
ティンプー⇒ドチュラ峠⇒プナカ(プナカゾン、
8/20
チミラカン等)
(プナカ泊)
プナカ(ワンデュフォダン)⇒パロ(国立博物
8/21
館、パロゾン、キチュラカン等)
(パロ泊)
8/22 パロ(タクサン僧院、バザール)
(パロ泊)
8/23 パロ✈バンコク
(バンコク泊)
バンコク⇒アユタヤ(チャオプラヤ川クルー
8/24
ズ、アユタヤ遺跡等)⇒バンコク (バンコク泊)
8/25 バンコク✈台北✈各地空港

ポーランド(アウシュビッツとクラクフ)、
ドイツ・ベルリン、そしてスイスの旅
2018 年 6 月 6 日(水)～6 月 15 日(金)10 日間
旅行代金 594,000 円
10 名催行

ネパール、エヴェレスト街道を行く
エヴェレスト展望トレッキング

2018 年 3 月 6 日(月)～3 月１3 日(火) 9 日間
旅行代金：未定（お問い合わせください。）
６名催行

ヒマラヤの桃源郷、龍の国
ブータンとタイを訪ねて

2018 年 8 月 18 日(土)～8 月 25 日(土)8 日間
旅行代金 365,000 円
15 名催行

人気のウズベキスタン６泊８日の旅です。サラ
イらしく玄奘三蔵法師にゆかりがあり、中央ア
ジアに残る仏教遺跡をテルメズに訪ね、美しい
三尊像をタシケント国立博物館に訪ねます。ま
た、青の街サマルカンドやオアシスの町ブハラ
など、ウズベキスタンの魅力ある街をご案内し
ます。アシアナ航空利用で関西空港以外にも成
田や中部、福岡空港発着でもご参加いただけま
す。治安の心配はなく、これまでのご参加者か
らも好評をいただいております。詳しい資料を
ご用意しております。お気軽にお申付け下さい。
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ツアーポイント
中世の面影を残すクラクフとアウシュビッツ(ポーランド)、仏教美術とホロコ
ースト(ベルリン)、美しいユングフラウヨッホと町並みをスイスに訪ねます。
フィンランド航空利用予定でアウシュビッツの昼食を除く全食付きの旅。ご宿
泊ホテルは四つ星ホテルを予定しています。
6/6
6/7,8
6/9
6/10
6/11,12
6/13
6/14,15

福岡空港✈ヘルシンキ
(ヘルシンキ泊)
ヘルシンキ✈クラクフ(アウシュビッツ)
(クラクフ２泊)
クラクフ✈ベルリン(ダーレム美術館、ホロコースト記念館) (ベルリン泊)
ベルリン✈チューリッヒ(旧市街散策等)
(チューリッヒ泊)
チューリッヒ⇒ベルン(ユングフラウヨッホ日帰り等)
(ベルン２泊)
ベルン⇒ジュネーブ(信楽寺参拝)
(ジュネーブ泊)
ジュネーブ✈ヘルシンキ✈福岡空港
(機中泊)
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治安の良くなった親日国
トルコ魅惑の世界遺産周遊の旅

2018 年 4 月 11 日(水)～4 月 19 日(木)9 日間(予定)
旅行代金：未定(お問い合わせください。)
8 名催行

ツアーポイント
トルコは親日国で、現在は危険情報もイスタン
ブールとアンカラのごく一部の地域で、レベル
１。その他の地域に関しては発令されていませ
ん。治安の心配がなくなったトルコにぜひお出
掛け下さい。大韓航空利用予定で、発着地は、
成田、中部、関西、福岡空港が可能です。
詳細はパンフレッをご請求下さい。
カッパドキアのきのこ岩→

悠久の歴史を感じるエジプトの旅
２０１７年１１月から２０１８年３月までの間、エジ
プト航空の成田空港～カイロ空港間の直行便の運航が
再開されました。昨年から今年３月のチャーターフラ
イトが大好評だった為です。
今回は人気のナイル川クルーズの企画です！クルーズ
船は未定ですが、エジプト政府認定のデラックスクラ
スをご利用頂きます。お部屋以外にも、ラウンジ、デ
ッキのプールサイド等でリラックスして頂けますし、
ベリーダンス等のエンターテイメントまでお楽しみ頂
けます！ぜひこのチャンスにご参加下さい！

ギザの三大ピラミッド

ルクソール神殿
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ナイルクルーズの船の一例（イメージ）
ナイル川クルーズの客船は沢山あります。
今回利用予定クラスの一例をご紹介します。
画像は利用予定
クラスのプリンセス
サラ号です。
ナイル川のクルー
ズなので、海のク
ルーズ船に比べる
と小さいですが、
設備はきちんと整
っています。

2018 年 3 月 4 日(日)～3 月 11 日(日) 8 日間
旅行代金２９８，０００円
8 名様催行
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11

あなたの旅をお手伝い

エジプト四か所の世界遺産を周遊
ナイル川クルーズの旅

成田空港✈

(機中泊)

カイロ✈ルクソール(カルナック神殿、ルクソール神殿
等)
(クルーズ船泊)
ルクソール(王家の谷、ツタンカーメンの墓、ハトシェプ
スト女王祭殿等)⇒エドフ
(クルーズ船泊)
エドフ(ホルス神殿)⇒コムオンボ(コムオンボ神殿)⇒
アスワン
(クルーズ船泊)
アスワン(アスワンハイダム)⇒アブシンベル(大神殿・
小神殿)⇒アスワン
(クルーズ船泊)
アスワン✈カイロ(モハメッドアリモスク等)⇒（メンフィ
ス・サッカラ・ダハシュール見学）⇒ギザ
(ギザ泊)
ギザ(クフ王のピラミッド、スフィンクス、パノラマポイン
ト)⇒カイロ(考古学博物館)✈
(機中泊)
成田空港

志を同じくするサークルや、お仲間との見聞の旅。トラベルサライが旅作りを誠心誠意お手伝い申し上げます。
個人旅行から添乗員同行の団体旅行まで・・・。近くは中国、東南アジアから、遠くはインド、ヨーロッパ、中近東、南米などの
ご希望の訪問国、仏跡巡拝、遺跡見学、民族訪問、美術の旅などの旅行のテーマ。発着地、日数など何でもお聞かせくだされば、

速やかにご希望に沿って日程や企画書を無料で提出いたします。何なりとお気軽にお申し付けください。

ベテランスタッフが

（営業時間/月～金曜 09:30～18:00 土曜 9:30～13:00）
〒541-0047 大阪市中央区淡路町 1-2-10 RR ﾋﾞﾙ

TEL:06-6232-3012
FAX:06-6232-3013
E メール・アドレス info@saray.co.jp
総合旅行業務取扱管理者：奥村

雅堂、諏訪

圭二郎

（営業時間/月～金曜 09:30～18:00 土曜 9:30～13:00）
〒105-0013 東京都港区浜松町 1-12-5 アルファエイチビル 5 階

TEL:03-5777-6326
FAX:03-5777-6327
E メール・アドレス tokyo@saray.co.jp
総合旅行業務取扱管理者：柴野

雅彦

観光長官登録旅行業第 1510 号

ボンド保証会員
日本旅行業協会正会員

詳しい内容等のお問い合わせは、お電話、メール、または同封のハガキで！パンフレット等、詳しい内容を記載した資料をお送りします。
※特に表記のない場合、旅行代金の他、燃油サーチャージ料など別途諸経費が必要です。

