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インドの旅
インドの旅

１

秘境インド・ラダックに
マンダラの
の源流をたずねる旅
マンダラ

2018 年 7 月 18 日(水)～7 月 25 日(水)8 日間
旅行代金 348,000
10 名催行
348,000 円

２

インド仏教遺跡三大聖地巡拝と
タージ・マハールの旅

2018 年 9 月 3 日(月)～9 月 9 日(日)7 日間
旅行代金 225,000
10 名催行
225,000 円

３

インド仏跡巡拝とネパール、
ヒマラヤ眺望の旅

2018 年 9 月 27 日(木)～10 月 6 日(土)10 日間
旅行代金 378,000
10 名催行
378,000 円

ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

インド北部の秘境ラダックには、チベット仏教
復興の祖リンツェンザンボゆかりのアルチ・ゴ
ンパがあり、カシミール様式の建築をはじめ貴
重な壁画やタンカが残されています。
アルチ・ゴンパの他、ラマユル・ゴンパやスピ
トク・ゴンパ、ヘミス・ゴンパに加え、タクト
ク・ゴンパでの祭りを参観します。
マンダラ研究者の桐谷征一先生の企画によるマ
ンダラの源流を訪ねる旅です。

お釈迦様の三大聖地の参拝をします。王舎城ラ
ジギール、お悟りの地であるブダガヤ、初転法
輪の地であるサールナートの３か所です。
その他にも、インドの象徴ともいえるタージ・
マハールを見学します。全日空利用なので、全
日空運航の各地方空港よりご参加頂けます。詳
細はお問い合わせください。

お釈迦様の二大聖地（誕生の地と祇園精舎）の
参拝の後、ネパールの国内を観光します。チト
ワン国立公園でのジープサファリや、ポカラで
ヒマラヤ山脈の鑑賞、古都カトマンズの観光や、
エベレストを眼前にするヒマラヤ遊覧飛行のオ
プショナルツアーも準備しています。

7/18 成田空港✈デリー空港
7/19
7/20
7/21
7/22
7/23
7/24

(デリー泊)

デリー✈レー⇒アルチ（アルチゴンパ）
(アルチ泊)
アルチ(ラマユルゴンパ、マンギュ・ゴンパな
ど)
(アルチ泊)
アルチ⇒レー(スピトク・ゴンパ、シェイ・ゴン
パ、バザールなど)
(レー泊)
レー郊外のタクトク・ゴンパで行われるツェチ
ュ祭りを参観
(レー泊)
レー郊外(ヘミス・ゴンパ、ティクセ・ゴンパな
ど)
(レー泊)
レー✈デリー(国立博物館など)✈ (機中泊)

9/3
9/4
9/5
9/6
9/7
9/8

7/25 成田空港
9/9

４

インド 釈尊三大聖地巡拝の旅

５

各地空港発✈成田空港✈デリー (デリー泊)
デリー✈パトナ⇒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、牢獄跡、竹林精舎)⇒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)✈デリー⇒アグラ
(アグラ泊)
アグラ(タージ・マハール、アグラ城)⇒デリー
(ショッピング)
(機中泊)
デリー✈成田空港✈各地空港

サンガ企画特別ツアー
山下良道先生ご同行
インド仏教聖地巡礼の旅

2019 年 1 月 26 日(土)～1 月 31 日(木)6 日間
旅行代金 216,000
10 名催行
216,000 円

2018 年 11 月 13 日(火)～11 月 23 日(金)11 日間
旅行代金 372,000
30 名催行
372,000 円

ツアーポイント

ツアーポイント

インドのお釈迦様の三大聖地(ご成道の地ブダ
ガヤ・初転法輪の地サールナート・王舎城跡ラ
ジギール)を無理なく最短で参拝するコースで
す。

山下良道先生とともに北インドに点在する釈尊
ゆかりの六つの聖地を巡礼します。仏跡各地で
は山下先生指導によるマインドフルネス瞑想を
行います。３ヶ所で連泊し、駆け足ではないゆ
とりをもった日程です。仏跡各地で一番良いホ
テル、大型バスを利用しての巡拝で、国際線往
復も安心の日本航空利用です。また、過去の遺
跡を訪ねるだけではなく、現在進行中のインド
仏教復興運動に触れます。
11/13 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)
11/14
(ベナレス泊)
ベナレス(ガンジス河、サールナート参拝、現
11/15
地活動訪問など)
(ベナレス泊)
ベナレス⇒ブダガヤ(大塔、菩提樹、金剛宝
11/16
座、スジャータ村等)
(ブダガヤ泊)
11/17 ブダガヤ(郊外の仏跡参拝)

1/26 関西空港✈デリー

(ブダガヤ泊)

(デリー泊)
ブダガヤ⇒ラジギール(竹林精舎、霊鷲山、
ナーランダ仏教大学跡)
(ラジギール泊)
ラジギール⇒(バイシャリ参拝)⇒(ケサリヤ仏
11/19
塔)⇒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)
11/20
⇒ルンビニ
(ルンビニ泊)
11/18

1/27 デリー✈パトナ⇒ラジギール(ラジギール泊)
ラジギール(霊鷲山、ナーランダ仏教大学
1/28 跡、竹林精舎等)⇒ブダガヤ(大塔、金剛宝
座、菩提樹、スジャータ村等) (ブダガヤ泊)
ブダガヤ⇒ベナレス(サールナート参拝)
1/29
(ベナレス泊)

11/21 ルンビニ(ルンビニ園参拝)

(ルンビニ泊)

1/30 ベナレス(ガンジス河)✈デリー✈ (機中泊)
11/22 ルンビニ⇒ゴラクプール✈デリー✈(機中泊)
1/31 関西空港着
11/23 成田空港

9/27 中部空港✈バンコク✈デリー
(デリー泊)
デリー✈ラクノー⇒スラバスティ(祇園精舎・
9/28
舎衛城など)
(スラバスティ泊)
スラバスティ⇒(ピプラワ)⇒ルンビニ(マヤ
9/29
堂、アショカ王柱など)
(ルンビニ泊)
ルンビニ(ティラウラッコット)⇒チトワン(チトワ
9/30
ン国立公園ジャングルサファリ) (チトワン泊)
チトワン(ウォーキングサファリ)⇒ポカラ⇒サ
10/1
ランコット
(サランコット泊)
サランコット(ヒマラヤ鑑賞)⇒ポカラ(ヒンドゥ
10/2
バシニ寺院、デビルスフォール等) (ポカラ泊)
10/3 ポカラ(ペグナス湖、自由行動) (ポカラ泊)
ポカラ✈カトマンズ(目玉寺、旧王宮広場、ク
10/4
マリ女神の館など)
(カトマンズ泊)
カトマンズ(ヒマラヤ遊覧飛行：ＯＰツアー、パ
10/5
シュパティナート等)✈バンコク
(機中泊)
10/6 バンコク✈中部空港

山下 良道 Ryodo Yamashita
（スダンマチャーラ比丘）
(Sudhammacara Bhikkhu)
ワンダルマ仏教僧
鎌倉一法庵主

日本の曹洞宗での坐禅修行、欧米での海外布教、ビ
ルマのテーラワーダ仏教の瞑想修行のあと２００
６年帰国。鎌倉一法庵を拠点に、独自の「ワンダル
マ･メソッド」に基づき、瞑想指導を日本各地で行
っている。２００７年以来毎年１１月には、インド
へ行き数週間滞在しながら、南北のリトリートセン
ターで多くのインド人に瞑想指導を行い、インド仏
教復興運動を援助している。著書多数。最新刊は『光
の中のマインドフルネス』
（サンガ）

ｓｓ

2018 年 6 月 30 日（土）～7
日（土）～7 月 7 日（土）8
日（土）8 日間
２名様以上ご参加の場合：２７０，０００円（日本語ガイドが同行します）
名様以上ご参加の場合：２７０，０００円（日本語ガイドが同行します）
６名様以上ご参加の場合：３００，０００円（添乗員同行）
８名様以上ご参加の場合：２８８，０００円（添乗員同行）

ツアーポイント
マンゴー好き必見！
マンゴーパラダイスの
インドへ！！
インド各地から集められた様々
なマンゴーを一時に味わおうと
いう夏限定のユニークなイベン
ト参加するツアーです。またタ
ージマハールをはじめとする代
表的な観光地も巡り、インドの
魅力を存分に楽しめます。

世界を変える絵本 Tarabooks 工房見学と
南インドの芸術工房 アートざんまいの旅

6/30 関西空港✈デリー
（デリー泊）
デリー（クトゥブミナール）⇒
7/1
マンゴーフェスティバルへ （デリー泊）
デリー✈ベナレス（リキシャに乗って
7/2
散策。ガンジス河遊覧） （ベナレス泊）
ベナレス✈ジャイプール（アンベール
7/3
城、博物館）
（ジャイプール泊）
ジャイプール（風の宮殿）⇒チャンドバ
7/4
オリ（階段井戸）⇒アグラ
（アグラ泊）
アグラ（タージマハール、アグラ城）⇒
7/5
デリー
（デリー泊）
デリー（ｼﾞｬｰﾏｰﾏｽｼﾞｯﾄ、オードデリー）
7/6
✈
（機中泊）
7/7 関西空港

2018 年 9 月 5 日（水）～9
日（水）～9 月 8 日（日）5
日（日）5 日間
旅行代金：料金調整中。200,000 円前後を予定しております。
円前後を予定しております。

ツアーポイント

成田空港✈デリー✈チェンナイ
（チェンナイ泊）
チェンナイ（タラブックスの工房見
学）
（チェンナイ泊）
チェンナイ（コロンマン デル芸術
村、カラムカリ染織工房※確認中）
✈デリー
（デリー泊）
デリー（国立クラフトミュージアム、
カーンマーケット）✈
（機中泊）
関西空港

9/5

南インドにある社員 50 人に
満たない小さな出版社・タラ
ブックスは、紙から印刷、製
本に至るまで手づくりの美
しい絵本を生み出している。
様々な絵本賞等を受賞する
タラブックスの絵本作りの
工房に訪れ、これまでにない
独自の芸術文化に触れる旅
です。

9/6

9/7

9/8
9/9

※旅行内容が一部変更になる場合もございます。

タラブックス絵本工房

国立クラフトミュージアム

タージ・マハール（アグラ）

好評につき
第３弾
第３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 8 月 28 日(火)～3 月 13 日(火) 15 日間
B コース 2018 年 2 月 27 日（火）～3
日（火）～3 月 3 日（土） 19 日間
Ｃコース 2018 年 6 月 29 日（金）～
日（金）～7
金）～7 月 4 日（水） 6 日間

旅行代金 398,000
398,000 円
旅行代金 498,000 円
旅行代金 235,000 円

ムーラガンダクティ寺院（ベナレス・サールナート）
ムーラガンダクティ寺院（ベナレス・サールナート）

寺院の壁画に描かれた釈尊の偉大な生涯画

A コース 日程表（１５日間）
8/28 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、
8/29
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
8/30
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
8/31
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
9/1
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）
9/2
⇒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
9/3
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
9/4
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
9/5
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）

ガンジス河にて沐浴風景見学⇒コーサンビ
9/7
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
9/8
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
9/9
ラ城） ––––––––––––– （アグラ泊）
Ｂコースと別れデリーへ
アグラ⇒デリー（ガンジー
9/10 記念館、インド門、クトゥブミ
ナール） クトゥブミナール→
（機中泊）
9/11 関西空港
Ｂコース 日程表（１９日間）

9/10

9/11
9/12
9/13

9/6
9/14
ガンジス河

（ベナレス泊）

9/15

A コースと分かれ、アグラ駅へ
アグラ駅⇒ボパール⇒ビムベトカ（ビムベトカ
岩窟画）⇒ボパール
（ボパール泊）
ボパール⇒サンチー（サンチー仏塔郡）⇒サ
ッダーラ仏塔⇒ボパール
（ボパール泊）
ボパール⇒ジャルガオン⇒アジャンタ（アジャ
ンタ石窟群）⇒ｵｰﾗﾝｶﾞﾊﾞｰﾄ ﾞ（ｵｰﾗﾝｶﾞﾊﾞｰﾄﾞ泊）
ｵｰﾗﾝｶﾞﾊﾞｰﾄﾞ⇒エローラ（エローラ石窟群）⇒
ｵｰﾗﾝｶﾞﾊﾞｰﾄﾞ✈デリー
（デリー泊）
デリー（インド博物館、ガンジー記念館、イン
ド門、クトゥブミナール）✈
（機中泊）
関西空港

ツアーポイント
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。現在、仏画は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３弾を企画しました。
C コース 日程表（６日間）
6/29 成田空港✈デリー
（デリー泊）
デリー✈ベナレス⇒サールナート（大菩提会訪
6/30
問、ダメーク塔、初転法輪寺等） （ベナレス泊）
ガンジス河⇒ベナレス（ラームナガール城、ヒン
7/1
ズー大学）
（ベナレス泊）
ベナレス✈ジャイプール（シティパレス、ジャン
7/2
タルマンタル、風の宮殿）
（ジャイプール泊）
アンベール城⇒デリー✈
7/3
（機中泊）
7/4

成田空港

２０１８年は、１２年ぶり（前回のクリンジ開花は２００６年）にムンナール地方にてクリンジの花が咲く年です。
７・８月から１０月までの間にいくつかの地域（Kovilur,
Kovilur, Kadavari, Rajamala and Eravikulam National Park）
７・８月から１０月までの間にいくつかの地域（
Park）
にて開花が予想されています。
にて開花が予想されています。

１

クリンジの花鑑賞と南インド
ドラヴィダ文化周遊の旅

２

2018 年 8 月 25 日(土)～9 月 3 日(月)10 日間
旅行代金３２６，０００円
10 名様催行
8/25
8/26
8/27
8/28
8/29
8/30
8/31
9/1
9/2
9/3

成田空港✈コロンボ✈チェンナイ(チェンナイ泊)
チェンナイ⇒カンチプラム(カイラーサナータ寺
院等)⇒マハバリプラム(海岸寺院、クリシュナバ
ターボール等)⇒
(車中泊)
マドゥライ(ミナクシアンマン寺院、ティルマラ
イ・ナーヤカ宮殿等)
(マドゥライ泊)
マドゥライ⇒コモリン岬(夕日鑑賞) (コモリン岬)
コモリン岬(ご来光鑑賞)⇒トリヴァンドラム(バド
バナースワーミ寺院)
(トリヴァンドラム泊)
トリヴァンドラム⇒トッタパリ(バックウォータ
ークルーズ乗船)⇒アレッピー (ハウスボート泊)
アレッピー⇒ムンナール(クリンジの花畑鑑賞、ス
パイス・ハーブ園)
(ムンナール泊)
ムンナール(クリンジの花畑鑑賞)⇒コーチン(バザ
ール散策、ショッピング等)
(コーチン泊)
コーチン(チャイニーズフィッシングネット、シナ
ゴーグ、宮殿等)✈コロンボ✈
(機中泊)
成田空港

2018 年 8 月 26 日(日)～9 月 2 日(日)8 日間
旅行代金３２４，０００円
10 名様催行
8/26
8/27
8/28
8/29
8/30
8/31
9/1
9/2

２

9/16
9/17

9/18

9/19
日本だけではなく北イン
ドでも健康食として注目
されている南インド料理
を３か所で３名の先生か
ら習います。産地の新鮮な
スパイスを使って、本場の
美味しい南インド料理を
クリシュナのバターボール(マハバリプラム)
お楽しみ下さい。

成田空港✈デリー✈コーチン
(コーチン泊)
コーチン(チャイニーズフィッシングネット、シナ
ゴーグ等)⇒ムンナール
(ムンナール泊)
ムンナール(クリンジの花畑鑑賞、スパイスハーブ
園、タタ紅茶博物館等)
(ムンナール泊)
ムンナール(イドゥッキ地区の紅茶茶園と工場見
学)⇒クーヌール
(クーヌール泊)
クーヌール(紅茶茶園と工場、オークション会場の
見学)
(クーヌール泊)
クーヌール(コッタギリの紅茶茶園と工場見学、世
界遺産のニルギリ山岳鉄道乗車) (クーヌール泊)
クーヌール⇒コインバトール✈デリー✈(機中泊)
成田空港

クリンジの花鑑賞と選べる２コース
料理スパイス又は紅茶の旅

2018 年 9 月 15 日(土)～9 月 22 日(土)8 日間
成田空港発着 ３１２，０００円
8 名様催行
伊丹発関空着 ３２２，０００円
9/15

クリンジの花は４０程の品種が存在し、
ほとんどが青い花が咲きます。現地名は
ニーラクリンジで、ニーラは青という意
ニーラクリンジで、ニーラは青という意
味があり、山全体を青く染め、ニルギリ
味があり、山全体を青く染め、ニルギリ
(青い山)
青い山)と言われる所以となった花とさ
と言われる所以となった花とさ
れています。

南インド紅茶の旅
産地ニルギリとムンナールの旅

9/20
9/21
9/22

伊丹空港✈成田空港✈デリー✈コーチン
(コーチン泊)
コーチン⇒ムンナール(スパイスハーブ園等)
(ムンナール泊)
ムンナール(クリンジの花畑鑑賞) (ムンナール泊)
南インド料理コース
紅茶コース
クッキングデモンスト 紅 茶工場 で製茶行 程見
レーション後コーチン 学と、ローカルレストラ
へ
(コーチン泊) ン訪問 (ムンナール泊)
ホテルで休憩、南インド バ ックウ ォーター クル
料理レッスン
ーズへ。後、コーチンへ
(コーチン泊)
(コーチン泊)
エルナクラム、コンフォ コ ーチン コンフォ ート
ート地区散策。夕日鑑賞 地区散策、船上ハイティ
(コーチン泊) ークルーズ(コーチン泊)
コーチン✈デリー(国立博物館等)✈
(機中泊)
成田空港着又は関西空港着

トラベルサライお勧めの旅
←聖ワシリー聖堂は赤の広場前
に建つ 1560 年イワン雷帝が対モ
ンゴル戦勝時に建てられ、現在は
ロシアの象徴となっています。

華麗なるロシアの文化を訪ねて
～モスクワ、サンクトペテルブルグ～
２０１８年８月２日(木)～８月７日(火)６日間
旅行代金：未定 パンフレットをご請求下さい。
関西空港✈ソウル✈モスクワ
(モスクワ泊)
モスクワ(赤の広場、聖ワシリー聖堂、雀の丘、救世主
キリスト教教会、クレムリン)
(モスクワ泊)
モスクワ(アレクサンドルネフスキー修道院)⇒サンク
トペテルブルク
(サンクトペテルブルク泊)
サンクトペテルブルク(エカテリーナ宮殿、エルミター
ジュ美術館)
(サンクトペテルブルク泊)
サンクトペテルブルク(聖イサク寺院、血の上の教会、
精銅の騎士像、ペトロパブロフスク要塞)✈
(機中泊)
ソウル✈関西空港

8/2
8/3
8/4
8/5
8/6
8/7

中国・シルクロード
仏教東漸の道を辿り、仏教美術の至宝を訪ねて
２０１８年９月３日(月)～９月１０日(月)８日間
旅行代金：３２８，０００円 １５名催行
9/3
9/4
9/5
9/6
9/7
9/8
9/9
9/10

関西空港✈北京✈ウルムチ
(ウルムチ泊)
ウルムチ(博物館)✈クチャ(キジル千仏洞)
(クチャ泊)
クチャ(スバシ故城、クズルガハ烽火台)⇒
(車中泊)
トルファン(交河故城、カレーズ等)
(トルファン泊)
トルファン(ベゼクリク千仏洞、高昌古城、アスターナ古
墳群、火焔山等)
(トルファン泊)
トルファン⇒柳園⇒(楡林窟)⇒敦煌
(敦煌泊)
敦煌(莫高窟、鳴沙山、月牙泉等)
(敦煌泊)
敦煌✈北京✈関西空港

旧ロシア帝国の宮殿「クレムリン」
↓世界遺産に指定されています。
エルミタージュ
美術館では、ル
ノアール、ピカ
ソ、ダヴィンチ、
レンブラント等
沢山の名画を鑑
賞頂きます。

ツアーポイント
シルクロードは中国からインドへと求法僧が往来した道でもあ
ります。中でも玄奘三蔵と鳩摩羅什は二大訳僧とも称され、数々
の経典を漢訳し、中国と日本の仏教に多大な影響を与えました。
こちらのコースでは中国の最西端の新疆ウイグル自治区にある
玄奘三蔵と鳩摩羅什ゆかりの地、
「砂漠の大画廊」莫高窟を巡り
ます。
玄奘三蔵も滞在した高昌故城

莫高窟第 45 窟の塑像
ワルシャワ旧市街

負の世界遺産ポーランド・アウシュビッツ収容所と
古都ワルシャワ、クラコフ、プラハの旅
２０１８年１０月１７日(水)～１０月２５日(木)９日間
旅行代金：未定 パンフレットをご請求下さい。
(機中泊)
10/17 関西空港✈
10/18 ドバイ✈ワルシャワ(ラジンスキ公園) (ワルシャワ泊)
(ワルシャワ泊)
10/19 ワルシャワ(聖十字教会、旧市街)
(クラコフ泊)
10/20 ワルシャワ⇒クラコフ(旧市街)
クラコフ(アウシュビッツ強制収容所、ヴィエリチカ岩
10/21
塩坑)(クラコフ泊)
クラコフ⇒オモロウツ(聖三位一体の碑、聖ヴァーツラ
10/22
フ教会、ホルニー広場)⇒プラハ(プラハ泊)
10/23 プラハ(プラハ城、旧市街等) (プラハ泊)
10/24 プラハ(午前自由行動)✈ドバイ(機中泊)
10/25 ドバイ✈関西空港

プラハ城
第２次大戦中のナチス占領下、ユダヤ人強制収容所が設けられ、多く
の尊い命が無造作に奪われました。その建築跡は今も私たちに命の尊
さを問い続け、当時の悲惨さを物語ってくれます。

ツアーポイント
①「恋する猫さんぽ」の著作がある犬猫写真家」新美敬子先生が
同行します。旅行中は猫撮影のワンポイントレッスンや猫スポ
２０１８年１０月２５日(木)～１０月２８日(日)４日間
ットをご案内頂く予定です。
旅行代金：１６５，０００円 １０名催行
②自由時間やオプションを設け、自由度の高い旅行です。
③現地日本語ガイドと添乗員同行の安心の旅です。荷物や食事の
(香港泊)
10/25 羽田空港✈香港
事など心配せず、猫さんぽに安心リラックス、専念して頂ける
香港⇒ランタオ島の秘密の猫スポット⇒長州島
ようにしております。
10/26
(長州島泊)

犬猫写真家 新美敬子先生と行く
「うるわしの香港 猫さんぽの旅」

10/27

長州島(猫スポット)⇒香港(自由行動)

10/28

香港(上環～中環猫スポット)✈羽田空港

(香港泊)

ミャンマー民泊体験と神秘の仏塔ゴールデン・ロック
世界三大仏教遺跡の一つバガン寺院群を巡る旅
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
旅行代金：２８８，０００円～２９８，０００円
２名様催行 毎日出発可能 伊丹・中部・成田空港発着
※上記以外の空港も、ANA 運航の羽田・成田便を往復 1 万円にて手配可能です。

1 日目

各地空港✈成田空港✈ヤンゴン (ヤンゴン泊)

2 日目

ヤンゴン⇒バゴー(シュエモードパゴダ等)⇒
ゴールデンロック
(ゴールデンロック泊)
ゴールデンロック⇒ヤンゴン✈バガン
(バガン泊)

3 日目
4 日目
5 日目
6 日目
7 日目
8 日目

バガン⇒マジーカン村(村での生活体験)(民泊)
マジーカン村⇒サレー(ヨーソー僧院、ササヤ
ナウンジー僧院等)⇒バガン
(バガン泊)
バガン(シュエジーゴンパゴダ、アーナンダ僧
院、タビニュ僧院等)✈ヤンゴン(ヤンゴン泊)
ヤンゴン(シュエダゴンパゴダ、インヤー湖、
マーケット等)✈
(機中泊)
成田空港✈各地空港

ツアーのポイント
ミャンマーの伝統的建築である高床式
の民家に宿泊します。バガンの遺跡群
より２時間程の所にあるマジーカン村
という電気は自家発電、水道も通って
いない人口４５０人程度の小さな村で
す。移動は牛車か自転車の本当に素朴
な村の生活をご体験下さい。食事は村
の人々が作る家庭料理です。また、神
秘の仏塔と言われるゴールデン・ロッ
クや世界三大仏教遺跡の一つであるバ
ガン寺院群もご案内致します。

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(
２０１８年８月２７日(月)～９月１日(
～９月１日(土) ６日間
旅行代金：１７８，０００円
旅行代金
：１７８，０００円 関西空港発着 催行決定！
←シルバーパゴダ

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２０日(
２０１８年６月２０日(水)～６月２６日(
～６月２６日(火) ７日間
旅行代金：２５８，０００円
旅行代金：２５８，０００円 関西空港発着 催行決定！
6/20

→トゥールスレン
強制収容所跡

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

関西空港✈ホーチミン✈プノンペン(プノンペン泊)
プノンペン(トゥールスレン収容所跡、王宮、マーケ
ット等)✈シェムリアップ(シェムリアップ泊)
シェムリアップ(アンコールワット、アンコールトム
の遺跡群)(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)(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)✈ハノイ(機中泊)
ハノイ✈関西空港

6/21
6/22
6/23
6/24
6/25
6/26

中部空港✈シンガポール✈デンパサール(バリ島泊)
バリ島(ゴアガジャ、キンタマーニ高原、バトゥール
寺院、ケチャックダンス鑑賞等) (バリ島泊)
デンパサール✈ジョグジャカルタ(プランバナン寺
院群、ワヤンクリット人形劇) (ジョグジャカルタ泊)
ジョグジャカルタ(ボロブドゥール遺跡、パオン寺、
タマンサリ等)
(ジョグジャカルタ泊)
ジョグジャカルタ✈ジャカルタ(モナス、イスティク
ラルモスク、旧日本軍司令塔等)(ジャカルタ泊)
ジャカルタ(プタンブラン墓地、カリバタ英雄基地、
ファタヒラ広場等)✈シンガポール (機中泊)
シンガポール✈中部空港

キルギス夏の旅

中央アジア ウズベキスタンの旅

⑮

⑮
玄奘三蔵求法の道を仏教遺跡テルメズへ

ソンクル湖、イシククル湖で天山山脈を眺め、
花を見ながらハイキング

シルクロードのオアシスを訪ねる

２０１８年７月１０日(火)～７月２１日(土)１２日間
旅行代金：４４７，０００円
１０名様催行
中央アジアのスイスと呼ばれるキルギ
ス共和国。万年雪をいただく天山山脈
が連なり、西はパミール高原と、連な
る山ばかりの国です。昼は山々を眺め、
夜は満天の星を眺める。何もないとこ
ろに感動がいっぱいある国です。

２０１８年５月２８日(月)～６月４日(月)８日間
旅行代金：２９８．０００円 ８名様催行

ツアーポイント
観光ビザの取得が不要になった中央アジアの雄ウズベキスタン。
中央アジアに遺るテルメズの仏塔をはじめ、シルクロードのオアシスの姿を残
すブハラ、そして玄奘三蔵法師も立ち寄った青の街サマルカンドを訪ねます。
イスラム教徒の国ですが、政教分離が進んでおり、バザールの散策なども楽し
くご案内します。
ビザが不要になったことで、お気軽にご旅行いただけます。

7/10
7/11
7/12
7/13
7/14

5/28
5/29
5/30
5/31
6/1
6/2
6/3
6/4

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、チャールミナール、ラビハウズ等)
(ブハラ泊)
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、工芸美術館等)✈ (機中泊)
ソウル✈関西空港

7/15
7/16
7/17
7/18
7/19
7/20
7/21

ヒマラヤの桃源郷、龍の国・ブータンを訪ねて

⑮
⑮

～チベット仏教文化と伝統工芸、生活に触れる旅～
２０１８年８月１８日(土)～８月２５日(土)８日間

成田空港・関西空港✈ソウル✈アルマトイ
(アルマトイ泊)
アルマトイ⇒ビシュケク(歴史博物館、アラ・トー広場等) (ビシュケク泊)
ビシュケク(バザール、アラ・アルチャ自然公園)
(ビシュケク泊)
ビシュケク⇒(世界遺産のブラナの塔とバラサグン遺跡)⇒チョン・ケミン
渓谷
(チョン・ケミン渓谷泊)
チョン・ケミン⇒ソンクル湖
(ソンクル湖泊)
ソンクル湖⇒イシク湖・チョルポン・アタ(歴史文化博物館、紀元前８世紀
から５席の岩絵)
(チョルポンアタ泊)
イシク湖クルーズ⇒(プルジェワルスキーの博物館、ドゥンガン・モスク、
聖トリニティ・ロシア正教)
(カラコル泊)
カラコル(カラコル渓谷、ケーブルカー、ジェティオガズ渓谷) (カラコル泊)
カラコル⇒ボコンバエバ(鷹狩のショー)⇒ビシュケク
(ビシュケク泊)
ビシュケク(スーパー)⇒アルマトイ(パンフィロフ戦士公園、ゼンコフ教
会、グリーン・バザール等)
(アルマトイ泊)
アルマトイ(歴史博物館、日本人墓地等)✈
(機中泊)
ソウル✈成田空港・関西空港

スリランカ
ペラヘラ祭鑑賞と四つの世界遺産を巡る旅

旅行代金：３６５，０００円

催行決定！！

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。
中部空港発着

断崖絶壁に建てられたブータン
仏教の最高権威であるタクサン
僧院。徒歩で行く自信のない方
は、途中までロバ車に乗って行
く事も可能です。
8/18
8/19
8/20
8/21
8/22
8/23
8/24
8/25

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、チミラカン等)
(プナカ泊)
プナカ(ワンデュフォダン)⇒パロ(国立博物館、パロゾン、キチュラカン等)
(パロ泊)
パロ(タクサン僧院、バザール)
(パロ泊)
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ズ、アユタヤ遺跡等)⇒バンコ
ク
(バンコク泊)
バンコク✈台北✈各地空港

エセラペラヘラ祭は最後の王朝が都を置いた古都キャンディで 7～8 月の満月
に行われる祭りです。仏歯を王宮で供養する為、煌びやかに飾られた象の背中
に仏歯を安置して練り歩くスリランカ最大のお祭りです。

２０１８年８月２０日(月)～８月２６日(日)７日間
旅行代金：２４８，０００円 １０名催行 成田・中部発着
8/20
8/21
8/22
8/23
8/24
8/25
8/26

中部空港✈成田空港✈コロンボ
(コロンボ泊)
コロンボ⇒アヌラダプラ(スリマハ菩提樹、イスルムニヤ精舎等)⇒ハバラ
ナ
(ハバラナ泊)
ハバラナ⇒シギリヤロック⇒ポロンナルワ(ガルビハーラの三体仏、ランカ
ティラカ等)⇒ハバラナ
(ハバラナ泊)
ハバラナ⇒ダンブッラ石窟⇒キャンディ(ペラヘラ祭鑑賞) (キャンディ泊)
キャンディ(仏歯寺参拝、ペラヘラ祭鑑賞)
(キャンディ泊)
キャンディ⇒(象の孤児院)⇒コロンボ✈
(機中泊)
成田空港✈中部空港

青蔵鉄道で行くチベット
ラサ周遊の旅
2018 年 8 月 20 日(月)～8 月 25 日(土)6 日間
2 名催行
旅行代金 288,000
288,000 円

ツアーポイント
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

各地✈上海✈西寧
1 日目
（西寧泊）

タール寺、青海省博物館、北禅寺
2 日目
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）

ポタラ宮 ラサ✈成都
5 日目
（成都泊）
雄大な景色を眺めながら

6 日目 成都✈上海✈各地

中国・山西省に、古代からの
仏教寺院参拝の旅

浄土真宗本願寺派 高岡教区
教学財団教学研究室企画
浄土教の源流を訪ねて

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

2018 年 8 月 27 日(月)～9 月 1 日(土)6 日間
10 名催行
旅行代金 238,000
238,000 円

中国 天台山参拝と
浙江省の旅
2018 年 9 月 10 日(月)～9 月 15 日(土)6 日間
10 名催行
旅行代金 228,000 円

ツアーポイント

ツアーポイント

ツアーポイント

中国四大仏教聖山のひとつ五台山をゆったりと
参拝します。黛螺頂や普寿寺、東台頂等も参拝予
定です。また、現存する中国最古の木造建築であ
る南禅寺や切り立った崖に建つ懸空寺、中国三大
石窟で世界遺産の雲崗石窟も参観します。

「浄土真宗本願寺派 高岡教区教学財団教学
研究所」が主催する中国祖跡巡拝の旅です。曇
鸞大師、道綽禅師、善導大師ゆかりの玄中寺や
曇鸞大師ご修行の鸞公岩等、中国浄土教ゆかり
の地を参拝いたします。広く開かれた研修旅行
ですので、どなたでも自由にご参加いただけま
す。また、研修だけではなく、明代の古い町並
みが残る世界遺産の平遙古城も見学します。

THE BONZE くらぶ「つきいちボンサンと語ろ
う会」企画の中国参拝旅行です。今回の企画は
延暦寺の開祖、最澄も修行したことがある中
国・天台山を訪問し、天台大師智顗ゆかりの国
清寺や華頂山華張寺等を参拝します。また、紹
興酒で有名な紹興や浙江省の古鎮めぐりもお楽
しみ下さい。

南禅寺

雲崗石窟

関西空港✈杭州⇒天台山
小松✈上海✈太原

関西空港・成田空港✈上海✈太原

1 日目
1 日目

1 日目
(太原泊)
太原⇒南禅寺⇒仏光寺⇒五台山
2 日目
(五台山泊)
五台山（菩薩頂、顕通寺、羅喉寺、普寿寺等）
3 日目
(五台山泊)
五台山（碧山寺または東台頂）⇒懸空寺⇒
4 日目
大同
(大同泊)
大同（雲崗石窟、華厳寺、九龍壁等）
5 日目
（大同泊）

2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

(太原泊)
太原（崇善寺等）⇒玄中寺⇒平遙古城
(平遙泊)
平遙⇒綿山（鸞公岩、正果寺）
(綿山泊)
綿山⇒五台山（南禅寺、仏光寺、竹林寺）
(五台山泊)
五台山（顕通寺、菩薩頂等）⇒太原✈上海
(上海泊)

2 日目
3 日目
4 日目
5 日目

（天台山泊）
天台山（国清寺、華頂寺、智者塔院等）
（天台山泊）
天台山⇒新昌（新昌大仏寺）⇒紹興（魯迅
記念館、紹興酒工場等）
（紹興泊）
紹興⇒西塘古鎮（遊覧船）⇒烏鎮
（烏鎮泊）
烏鎮（遊覧船）⇒杭州（西湖遊覧）
（杭州泊）

6 日目 杭州✈関西空港
6 日目 上海✈富山
6 日目 大同✈上海✈関西空港・成田空港

第六回ミツと行く スリランカ紅茶の旅
アイルランドと
アイルランドと
スコットランド
スコットランド
紅茶の旅
紅茶の旅

２０１８年７月２９日(日)～８月９日(木)１２日間
旅行代金：４４２，０００円 催行決定 残席４！

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

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。

紅茶専門店と行くスリランカ セイロンティーの旅

7/29 成田空港✈コロンボ(コロンボ泊)
コロンボ⇒ノリタケアウトレット⇒
7/30
キャンディ
(キャンディ泊)
キャンディ⇒(ルーラコンデラ茶
7/31 園、ブルーフィールド)⇒ヌワラエ
紅茶とスリランカの魅力
リヤ
(ヌワラエリヤ泊)
を楽しむツアーです。
(ペドロ工場見学、ディンブラ茶
8/1
園)
(ヌワラエリヤ泊)
ヌワラエリヤ⇒エッラ(アイスレビ
8/2
―茶園)
(エッラ泊)
(ウバオーガニック茶園、ハンドロ
8/3 ールティー体験)⇒ハプタレー(リ
プトンシート)
(ハプタレー泊)
茶園でゆっくり滞在し、
茶園婦人と共に茶園での
ハプタレー⇒サバラガムワ地区
8/4
生活を体験します。
⇒ワッドゥワ
(ワッドゥワ泊)
(シナモンアイランドツアー)⇒ゴ
8/5 ール観光⇒マウントラヴィニア
(マウントラヴィニア泊)
マウントラヴィニア⇒コロンボ(ハ
8/6 ーブのテイスティングセミナー紅
茶局での講義)
(コロンボ泊)
紅茶だけではなく、世界
オークション会場見学、カフェ視
遺産のゴール要塞の観光、 8/7
察等
(コロンボ泊)
スリランカの料理教室、
8/8
コロンボ(自由行動)✈
(機中泊)
雑貨店等での買い物等、
8/9 成田空港
盛り沢山の内容です。

セイロンティー専門店青山ティーファクトリー企画
ピーククォリティのウバ茶園と自然公園を巡る旅
２０１８年８月１９日(日)～８月２５日(土)７日間
旅行代金：２８８，０００円 １０名催行
8/19

8/20

２０１８年８月９日(
２０１８年８月９日(木)～８月１６日(
～８月１６日(木)８日間
旅行代金：３４９，０００円 ８名様催行 定員１２名様
１．紅茶専門店が企画する紅茶に詳しくない人の為の紅茶の旅
２．世界遺産もたっぷり！スリランカ満喫の旅
３．スリランカの文化とホスピタリティを感じる厳選された
ラグジュアリーホテルに滞在！
8/9 成田空港✈コロンボ⇒ダンブッラ
(ダンブッラ泊)
ダンブッラ⇒(シギリヤロック)⇒キャンディ(仏歯寺等)
8/10
(キャンディ泊)
8/11 キャンディ⇒ヌワラエリヤ(茶摘み体験)(ヌワラエリヤ泊)
ヌワラエリヤ⇒(ダンバテン茶園テイスティング、リプトンシート、
8/12
「キリテ」体験)⇒エッラ (エッラ泊)
エッラ⇒マルワッタ谷の茶園にて製茶行程見学⇒ヤーラ国立公
8/13
園(ヤーラ国立公園泊)
ジープサファリ⇒ゴール(世界遺産の市街地散策)⇒マウントラ
8/14
ヴィニア(マウントラヴィニア泊)
8/15 マウントラヴィニア⇒コロンボ(オークション会場見学)✈(機中泊)
8/16 成田空港

プロの買い付けの様子をご覧頂きな
8/21
がら、工場によって違う味わいや香
りを堪能頂ける旅行です。

8/22

8/23
野生の象とスリランカヒョウで良
く知られ、ヒョウの密集率は世界一
と言われている自然公園を訪問。

8/24
8/25

成田空港✈コロンボ
(コロンボ泊)
コロンボ⇒ニュービター
ナカンダ茶園、ルフナ
の茶園⇒ラトゥナプーラ
(ラトゥナプーラ泊)
ラトゥナプーラ⇒ダンバ
テン茶園⇒ウバハイラ
ンズ茶園⇒エッラ
(エッラ泊)
エッラ⇒ヤーラ自然公
園(ジープサファリ)
(ヤーラ泊)
ヤーラ⇒ワッドゥワ(ジェ
フリーバワ設計のリゾ
ートホテルでゆっくりと
お過ごし下さい)
(ワッドゥワ泊)
ワッドゥワ⇒コロンボ(シ
ョッピング等)✈
(機中泊)
成田空港

ジェフリーバワ設計のデラ
ックスホテルに宿泊します。

２０１８年１０月１０日(
２０１８年１０月１０日(水)～１０月１８日(
～１０月１８日(木) ９日間 旅行代金：２５８，０００円
旅行代金：２５８，０００円 ８名催行
成田・中部・関西・福岡空港発着可。添乗員は関西からの予定です。
10/10
10/11
10/12
10/13
10/14
10/15
10/16
10/17
10/18

各地空港✈ソウル✈イスタンブール

(イスタンブール泊)

イスタンブール✈アンカラ(アタチュルク廟、アナトリア考古
博物館)⇒カッパドキア
(カッパドキア泊)
カッパドキア(ギョレメ屋外博物館、ゼルベの谷、カイマクル
の地下都市、民家等)
(カッパドキア泊)
カッパドキア⇒(スルタンハンのキャラバンサライ)⇒コンヤ
(神学校、メブラーナ博物館)⇒パムッカレ
(パムッカレ泊)
パムッカレ(ネクロポリス、ヒエラポリス、石灰棚等)⇒アフロ
デシアスの遺跡(神殿跡、競技場等)⇒エフェソス遺跡(トラヤ
ヌスの泉大劇場等)⇒クシャダス
(クシャダス泊)
クシャダス⇒ペルガモン遺跡(トラヤヌス神殿等)⇒トロイ遺
跡(トロイの木馬等)⇒チャナッカレ
(チャナッカレ泊)
チャナッカレ⇒イスタンブール(ローマ大競技場、オベリス
ク、蛇の柱等)
(イスタンブール泊)
イスタンブール(ブルーモスク、地下宮殿、トプカプ宮殿、ア
ヤ・ソフィア、グランドバザール等)✈
(機中泊)

イスタンブール
ヨーロッパとアジアを隔てるボスポラス海峡掛け渡
し、東西文明の接点イスタンブールは、古今、軍事、
貿易の重要な地です。また市街はヨーロッパ側に新
旧市街とアジア側と３つに分かれています。ブルー
モスク、アヤソフィア大聖堂など見所が沢山です。

ソウル✈各地空港

治安に関してのご案内
トルコの治安に心配の方もおられると思いますが、外務省の海外安全
ホームページによりますと、今回訪問するエリアは赤の○に囲まれた
あたりですが、イスタンブールとアンカラの一部のみ、レベル１とさ
れ、その他は発令されていません。安心してご参加下さい。

パムッカレ
『綿の城』という意味を持つトルコ有数の温泉保養
地です。珍しい石灰棚は世界遺産に登録されてい
ます。周辺には石灰棚を望む丘の上にはペルガモン
王国やローマ時代からの聖なる都市と言う意味の
ヒエラポリスがあります。
カッパドキ
アでは、奇
石の岩窟内
をホテルに
改 造 し た
「洞窟ホテ
ル」に宿泊
します。
洞窟ホテル(イメージ)

世界三大料理のトルコ料理
魚介類は黒海、エーゲ海、地中海から、
アナトリア平原の羊肉の味は上等な
牛肉をしのぐ美味しさです。種類も豊
富な旬の野菜、果物。トルコ菓子。イ
スラムの国ですが、お酒はどこでも簡
単に手に入り、地酒のラクやビール、
ワインの種類も豊富です。

同じ商品を１０個ご注文頂くと、１個サービスさせて
頂きます。ただし、フェアトレード商品は除きます。

①インド ダージリン紅茶
“ラプチュ”
サライがお薦めする一番人気の紅茶です。

②インド ダージリン紅茶
“ゴールデンチップ”

『ラプチュ』は、ダージリン地方の高地で栽
培され、インドのごく一部の限られた人しか

ゴールデンチップとは、一番上に生えている
飲むことができない価値の高い紅茶です。
新芽のことです。少量しか採れないため、希
１箱 １００ｇ ８００円（税込）
少価値のある紅茶です。ゴールデンチップが
含まれる紅茶は、まろやかで深みのある味に

③インド アッサム紅茶
なります。

“インディアンミルクティー”
１箱 ７５ｇ １，４００円（税込）
アッサム紅茶は、ダージリンよりも味が濃く
甘みがあるため、ミルクとの相性が良いです。
また、紅茶の中に７種類の香辛料がブレンド
されており、インドで一般的に飲まれている
チャイをお気軽に楽しむことができます。

⑥インドネシア

⑤スリランカ ウバ紅茶
１箱 １００ｇ ８００円（税込）
スリランカで生産されるお茶の代表格で、

東ティモール コーヒー

ティーバッグ
インドのダージリン、中国のキームン茶に

コーヒーはインドネシア東ティモ

④インド
“ピュアダージリンティー”

並ぶ、世界三大紅茶の１つです。独特の香

ールの原産です。酸味とコクのバ

有機栽培をしたオーガニックのダージリンテ

りとコクがあり、ミルクとの相性が良いお

ランスが大変良く、風味豊かなオ

ィーです。お使い頂きやすいティーパックの

茶です。オーガニック茶のほのかな甘みと

ーガニックコーヒーです。豆と粉

商品となります。１袋２ｇで２０袋入ってい

さっぱりした後味をお楽しみください。

とドリップがございますので、お

紅茶１袋 １００ｇ ９００円（税込）

ます。

好きな方をお選び下さい。

１箱 ２０袋（４０ｇ） ２，５００円（税込）

・ティーバッグ
・茶葉

⑦インド原産 ターメリック（ウコン）
・豆
ターメリックはインドのカレーには欠かすこ
・粉
とのできない香辛料です。また、健康食品とし
・ドリップ
ても注目されており、肝機能向上・抗ガン・美
容などに効果があり、栄養価が高いと言われて
います。
１箱 １００ｇ ５００円（税込）

⑧インド カレーパウダー
インドで実際に使われているカレー用の香辛

ご注文は、同封のアンケートはがきのご注文欄にご記入頂き、そのまま
ポストへ投函ください。電話、ＦＡＸ、メールでのご連絡もＯＫです。
フリーダイヤル：０１２０－４０８－１２８

料です。いつものカレーに少量入れるだけで、

Ｆａｘ：０６－６２３２－３０１３ メール：ｉｎｆｏ＠ｓａｒａｙ．ｃｏ．ｊｐ
ｉｎｆｏ＠ｓａｒａｙ．ｃｏ．ｊｐ
あの刺激的なインドの味を再現できます。
お支払い方法
１箱 １００ｇ ７００円（税込）

⑨インド ガラムマサラ
ガラムはヒリヒリした辛い、マサラは混合スパ
イスという意味です。香辛料と辛いものが好き
な方は、鶏肉を焼くときや野菜炒めに使うと、

①お振込の場合（銀行・ゆうちょ銀行）★商品は、入金確認後の発送となります。
・ご請求書と振込用紙をお送りします。金額をご確認の上、銀行または郵便局にて弊社宛にお振
込ください。
②代金引換（ヤマト運輸）
・代引き手数料は購入金額が１万円以下の場合は３００円（税抜）
、３万円以下の場合は４００
円（税抜）を申し受けます。
・代金は商品発送時に配送員にお支払いください。
・恐れ入りますが、ご注文者様とお届け先が異なる場合は、ご連絡・ご確認を取らせて頂いてか
らの発送となります。何卒ご了承ください。

配送について
エスニック料理に早変わりします。
１箱 １００ｇ ７００円（税込）

・お振込の場合は入金確認後、代引引換の場合は、ご注文書到着後１０日以内にヤマト運輸にて
お届けいたします。但し、注文数の関係で在庫がない場合は遅れることもございます。ご了承
ください。
・送料は 本州・四国・九州 ９４０円（税抜）北海道・沖縄・離島１，７４０円（税抜）

