
※燃油特別付加運賃、空港税、インドビザ申請代は変動する場合がございます。予めご了承くださいませ。

※旅行代金の他に燃油特別付加運賃(17,000円)、空港税(約10,000円)、インドビザ申請代(1,550円)、渡航手続き代行料(9,720円）が別途必要です。

上の写真：聖菩提樹（お釈迦様が覚りを開かれた地・ブッダガヤ）

旅行代金 ： 268,000円 成田空港発着 全食事付き 添乗員同行

旅行期日 ： 2019年1月14日(月)～ 1月20日(日) 7日間

旅行企画

浄土真宗本願寺派大見山超勝寺

2500年以上も前に説かれた教えが現代でも輝く仏教のルーツに触れます。この度のツアー

では、ブッダの八大聖地の内、三箇所を無理なく巡っていく内容になっております。どなだでも

参加頂けます。一緒にブッダのルーツを訪ねる旅に出かけてみませんか？

©Takehiro Kuroki

超勝寺 副住職 大來尚順

ツアーに同行します！！
初転法輪仏像（サールナート）

お釈迦様が多くの説法をされた霊鷲山山頂（ラージギル）

旅行実施

永遠の愛の象徴タージ・マハル（アーグラー）



ホテルへ

朝
昼
夕

ラージギル 着 午前 お釈迦様が多くの説法をされた地・ラージギル参拝
（霊鷲山、ビンビサーラ王の牢獄跡、竹林精舎）

ラージギル 発 午後 ナーランダへ

ラージギル 発
3

1月16日
（水）

ブッダガヤ 発 午前 専用バス ラージギルへ

ブッダガヤへ

ブッダガヤ ホテル・スジャータ ★★★ 泊

ブッダガヤ 着

ナーランダ 着 午後 玄奘三蔵も留学したナーランダ仏教大学跡見学

2
1月15日
（火）

空路、ガヤへ

朝
昼
夕

ガヤ 着 13:40 専用バス ブッダガヤへ
ブッダガヤ 着 午後 お釈迦様が覚りを開かれた地・ブッダガヤ参拝

（大菩提寺、聖菩提樹、金剛宝座、ムチリンダ池、

ラマダ・プラザ・JHV

朝
昼
夕

★★★★ 泊

着 午後
（迎仏の塔、遺跡公園、スリランカ寺院、博物館）

サールナート
サールナートへ

サールナート 発
ベナレス 着

日 程 表

4
1月17日
（木）

ブッダガヤ 発
お釈迦様が初めて説法をされた地・サールナート参拝

ベナレス

日にち 都　市　名 時　間 交通機関 スケジュール
食
事

1
2019年
1月14日
（月）

09:30

デリー 着 18:00 専用バス

成田空港第2ターミナル　午前09時30分集合
×
機
夕

成田空港 発 11:30 AI307 エアインディアにて空路、インドの首都デリーへ
ホテルへ

ブッダガヤ ホテル・スジャータ ★★★ 泊

発 12:10 AI433デリー

アショーカ王柱、スジャータ村）

アーグラー市内見学

夜

ガンジス河にてボートに乗ってヒンドゥー教徒

（タージ・マハル、アーグラー城）

デリー ヴィヴァンタ・バイ・タージ・ドゥワルカ ★★★★ 泊

ホテルへ
夕方 ヒンドゥー教の聖地・ベナレスへ
夕方

午前 専用バス

夕方

機
×
×

7
1月20日
（日）

成田空港 着 08:00 入国手続き、税関の後、解散

5
1月18日
（金）

朝
昼
夕

発 10:30 6E3175 空路、デリーへ

アーグラー 着 夜 ホテルへ

朝
昼
機

1月19日
（土）

6

の沐浴風景見学

★★★★★ 泊アーグラー ITCムーガル

ベナレス
デリー 着 12:10 専用バス アーグラーへ

午前 専用バス

ベナレス 早朝 専用バス

16:00 18:00

デリー
アーグラー 発 午後 デリーへ

機　中

●食事記号　朝：朝食、昼：昼食、夕：夕食、機：機内食、車：車中食、×：食事なし

●上記の時間はすべて現地時間にて表示しており、日本とインドの時差は3時間30分です（日本：正午＝インド：午前08時30分）

●上記行程は現地交通事情、交通機関の遅れにより変更を生ずる場合があります。予めご了承下さい。

●上記の観光は原則として全て下車観光となります。 ○時間の目安

●ホテルの星数は現地の評定ランクですので、あくまで目安としてお考えください。 早朝 朝 午前 午後 夕方 夜 深夜

4:00 6:00 8:00 12:00

泊

発 21:30

23:00 4:00

AI306 空路、成田空港へ



　

訪 問 地 の ご 案 内

ブッダガヤ（成道の地） ラージギル（王舎城）

　釈尊が菩提樹の下で覚りを開い
た場所で仏教最高の聖地とされて
います。成道のその地には聖菩提
樹と金剛宝座、その背後に大菩
提寺が建ち、多くの巡礼者で賑
わっています。
　近郊には釈尊に乳粥を供養した
スジャータの村、尼蓮禅河（にれん
ぜんが）、釈尊が成道前に上った前
正覚山などがあります。

　釈尊在世時のマガダ国の首都で
王舎城があった場所です。釈尊が
多くの説法をされた場所として名
高い霊鷲山（りょうじゅせん）の山
頂には香室跡があり、朝日または
夕日を仰ぎながらの参拝は格別で
す。
　霊鷲山の他には、釈尊と弟子達
が滞在した竹林精舎、「王舎城の
悲劇」の舞台となったビンビサーラ
王の牢獄跡、第一結集地・七葉
窟などがあります。大菩提寺 霊鷲山山頂

サールナート（初転法輪の地） ベナレス（ヒンドゥー教聖地）

　釈尊が初めて説法をされた（初
転法輪）場所です。5人の修行僧
（五比丘）が釈尊を出迎えた迎仏
の塔、ダメーク塔やダルマラージカス
トゥーパなどの遺跡が残る遺跡公
園、世界最高傑作の仏像の１つと
賞賛される初転法輪像や釈尊八
大聖地の彫刻などがある州立博
物館、日本人画家・野生司香雪
が釈尊伝の壁画を描いたムーラガ
ンダクティ寺院などがあります。

　初転法輪の地・サールナートから
ほど近いところにヒンドゥー教の聖
地・ベナレス（ヴァラナスィー）があり
ます。ヒンドゥー教徒はこのガンジス
河で沐浴をすると全ての罪が清め
洗い流されると信じており、一年を
通してインド中から巡礼客が訪れ
ます。静かな仏跡地とは真逆の雑
然とした賑わいは“インドらしさ”を
感じることができます。

ダメーク塔 ガンジス河

●1月の各地の平均気温　　　温度＝℃、降雨量＝ｍｍ

都市名 最高気温 最低気温 降雨量

タージ･マハル インドでの食事

　ムガル帝国第5代皇帝のシャー・
ジャハーンの命により1632年から22
年間もの歳月をかけて作られた総
大理石製の皇帝の妃の廟で、イン
ドで最も有名な観光地として世界
的に名高く知られています。
　当時の緻密な設計と高度な建
築技術の高さに驚くと同時にその
美しさは筆舌に尽くし難いものが
あります。

　インド料理といえばカレーですが、
多種の豆、季節の野菜、チキン、マ
トン、魚、卵など多くの種類があり
ますし、タンドリーチキンやシシカバ
ブに代表される肉料理もあります。
いずれもナン、チャパティー、ライスと
よく合います。
　インド料理以外にも場所によって
は中華、チベット、西洋、日本料理
もお楽しみ頂けます。

タージ･マハル インドカレー（イメージ）

7.6

東　京 9.8 2.8 48.6

ブッダガヤ 23.5 9.6 18.3

ベナレス 23.4 8.9 18.8

19.3デリー 20.5

●インド共和国
面積：328万7,590k㎡（日本の約8.7倍）
人口：12億4,149万人（2011年国際連合推計）
首都：ニューデリー
民族：インド・アーリヤ族、ドラビダ族、モンゴロイド族等
宗教：ヒンドゥー教徒79.8％、イスラム教徒14.2％、キリスト教徒
2.3％、シク教徒1.7％、 仏教徒0.7％、ジャイナ教徒0.4％
言語：ヒンディー語を含む、22言語が主な言語
通貨：インド・ルピー



旅行期間 2019年1月14日(月)～1月20日(日) 【7日間】　成田空港発着、全食事付き、添乗員同行

旅行代金 268,000円

旅券必要残存期間 　2019年7月14日以降有効の旅券 個室追加代金 68,000円

デリー：ITCウェルカム、ラージギル：ラージギル・レジデンシー、ブッダガヤ：ロイヤル・レジデンシー、ベナレス：ラディソン同等クラスホテルリスト

申込み締め切り 2018年12月6日(木) 最少催行人員 15名

旅行代金に含まれる費用 旅行代金に含まれない費用
○航空運賃（エコノミークラス） ○旅券（パスポート）取得費用
○食事、飲み物（日程表に記載通り、税金・サービス料含む） ○個人的性質の出費（飲物、電話、洗濯代など）
○宿泊（2人1部屋の基準） ○超過手荷物料金（国際線：1人23kg2個を超える場合）
○交通（日程表に記載のバス、列車運賃） ○海外旅行保険料（任意契約）
○観光（入場料、税金） ○渡航手続き代行料（9,720円）

○手荷物運搬料（国際線：1人23kg2個以内） ○空港税（約10,000円）　
○主催旅行保険 ○インド観光ビザ申請代（1,550円）
○航空保険料 ○個室追加代金（68,000円）

○旅行開始日の前日から起算して30日目から3日目までに解除する場合 旅行代金の20％

※燃油特別付加運賃、空港税、インドビザ申請代は変動する場合がございます。

●お申込み方法

①申込み用紙に必要事項をご記入の上、郵送またはFAXにてトラベルサライ宛てお送り願います。

②申込み金：60,000円（旅行代金に充当）を下記までお振込み願います。

○銀行　：　三井住友銀行　浜松町支店　普通預金　No．365599　口座名：トラベルサライ

この旅行は㈱トラベルサライ（東京都港区浜松町1-12-5 αHビル5Ｆ　官公庁長官登録旅行業第1510号、以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企
画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容、条件は別途お渡しする旅行条件書、最終日程表並びに当社旅行業約款によります。

●取消料　お客様のご都合で契約を解除される場合、以下の取消料（お一人様、査証取得後は査証料、代行料も）を申し受けます。

株式会社トラベルサライ 東京営業所

〒105-0013　東京都港区浜松町1-12-5 ｱﾙﾌｧｴｲﾁﾋﾞﾙ5階

電話：03-5777-6326　FAX：03-5777-6327

旅行実施・お問合せ・お申込み

観光庁長官登録旅行業第1510号

（一社）日本旅行業協会正会員・ボンド保証会員

浄土真宗本願寺派

 大見山 超勝寺
〒747-0233　山口県山口市徳地853

○旅行開始日前々日から出発日集合時間まで 旅行代金の50％
○旅行開始後、無連絡不参加

旅行代金の基準日：2018年7月19日

○日本語ガイド費用、添乗員同行費用 ○燃油特別付加運賃（約17,000円）　

管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所で取引に関する責任者です。この旅行
契約に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の管理者にお尋ねください。

観光庁長官所轄の個人情報保護ガイドラインに基づき実施致します。詳細は、申込
み時に書面にてお送りさせて頂きます。

営業担当：上田　手続き担当：西田、長野

総合旅行業務取扱管理者：柴野雅彦 個人情報保護の取り組みについて

旅行代金の全額

旅行企画 ご注意とお願い

○ゆうちょ銀行　：　00120-1-568020　口座名：㈱トラベルサライ

●旅行代金はエコノミー席利用の場合の代金です。

●交通機関の都合等やむを得ない事情により、発着時刻、訪問地、宿泊地、利

用ホテル等、日程の一部に変更を生じることがあります。

●機内食は食事回数に含まれておりません。機内食は利用便によって軽食となり、

提供されない場合や、ホテル、レストランの食事となる場合があります。また、逆に

ホテル、レストランの食事が機内食に変更となる場合があります。

●現地国内線は、機材調整また、全離発着が整備されていないために、予告なく

運休や大幅な遅延、予約超過が起きる事があります。又、運行スケジュールも頻

繁に変更になります。その際には、空路を変えてバスや列車などで移動することに

なり、やむなく観光などが一部変更、割愛になります。

●当旅行の訪問国では各宗教や各州によって祝祭日があり、直前でないとわから

ない場合もあります。観光施設の突然の休館もあります。

●食事は可能な限りレストランでおとりいただきますが、スケジュール上や衛生上や

むを得ず簡単なお弁当を御用意することも御座います。

●航空機は日程表中に記載された便を予定しておりますが、利用便の都合上他

の便、または他の航空会社に変更となる場合がございます。

●宿泊ホテルを記入している場合でも、現地事情により同等クラス以上のホテル

をご利用頂く場合があります。


