
2016年8月21日（日）
　　　　　  　

～

　　　　8月28日（日）
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　2009年、26年間にわたる内戦の終結を迎えたスリランカ。戦場
となった北部州は激しい戦闘が繰り広げられ、大きな被害を受けまし
た。かつて第2の都市として栄えたジャフナは、スリランカ・タミル文
化発祥の地として知られています。海岸やラグーンではおいしい海産
物が獲れ、現地ならではの料理も豊富です。復興は目覚ましく、中心
部では新しいホテルやスーパーも増えて観光地化が進んでいます。
　その一方で、ジャフナ県、ムライティブ県の村落では避難先から帰
還した人々の生活再建が続いています。帰還直後にトタン板の仮設ば
かりだった地域に、ようやく石造りの家が立ち並ぶようになりました。
　内戦と開発により失われようとしているジャフナの伝統食・ヒンドゥ
ー教の祭り・暮らしや文化を体験しながら巡り、復興に向けて歩を進
める人びとのお話を聞かせてもらいます。

申込締切：2016年7月15日（金）
旅行代金：238,000円

現地プログラム企画：特定非営利活動法人 パルシック
旅行企画：株式会社 ピース・イン・ツアー

往復航空運賃［成田－コロンボ］、全行程宿泊費、食費、全行程
移動費、入国税・空港税等含む。旅行代金は2016年5月1日
現在の燃油等付加運賃を基準として算出しております。燃油料金
が変更となった場合、追加料金をいただく場合がございます。
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旅行日程（現地側の都合などによって変更になる場合があります）
日付（曜日） 時間 行　程 宿泊地

ニゴンボ
（ホテル）
ムライティブ
（教会）

ムライティブ
（教会）
ジャフナ
（ゲストハウス）
ジャフナ
（ゲストハウス）

コロンボ
（ホテル）

機内

11：20
17：10
18：30
AM
夕刻
AM

PM

AM
PM
AM
PM
AM

13：00
17：30
AM
PM
19：15
　7：35

8月21日
（日）

22日（月）

23日（火）

24日（水）

25日（木）

26日（金）

27日（土）

28日（日）

成田空港発（UL455便）
コロンボ空港着
ニゴンボ着、ホテルチェックイン
ムライティブへ移動、途中仏教遺跡見学
ムライティブタウン着
せり場見学
漁家、キリスト教会神父を訪問し内戦の話を聞く
最後まで戦場となり、近年帰還が許された地域を訪問
昼食はジャフナ名物のスープなど
パルシック事業地を見る（サリー事業・コミュニティセンター）
ジャフナへ移動、途中戦争博物館を見学
寺院のお祭り、街・旧要塞・図書館など見学
沐浴所、ヒンドゥー寺院等を見学、お茶休憩
ジャフナ北西部観光、タウンで買い物
ヒンドゥー寺院の朝のお祈りを見学
カイツ島でカニの蓄養を見学
ジャフナ空港へ　空路でコロンボへ移動
コロンボ・ラトマラナ空港到着
コロンボ市内観光、自由行動
（市場、博物館、アーユルベーダ体験など）
コロンボ空港出発（UL454便）
成田空港着後、解散

開
催
時
期

★普段の旅行ではなかな
か行くことのできない
スリランカ北部を訪問
★ジャフナの失われつつ
ある伝統文化に触れる

★ヒンドゥー教のお祭り
を見学
★スリランカ北部の伝統
食が食べられる
★村の人びとから内戦の
体験、復興に向け歩を
進める今についてお話
を聞く

★成田空港より日本人ス
タッフ同行、現地では
日本人駐在員による
通訳付き

★お一人様でのご参加
　大歓迎！

ツアーの

ポ イ ント

8日間



募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、株式会社ピース・イン・ツアー（観光庁長官登録旅行業
第1917号、以下、「当社」という）が企画・募集し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募集型企画旅行契約（以下、「旅行契約」
という）を締結することになります。
（2）旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお
渡しする最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）」（以下、「当社約款」という）によります。

旅行のお申し込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込み下
さい。電話、FAX、メール等の通信手段によるお申し込みの場合は、当社
が予約を承諾した後に「ご予約確認書兼ご請求書」をお送り致しますので、
お客様が同書類を受け取られてから3日以内もしくは当社が指定する期日
までに申込金または旅行代金全額のお支払いと、申込書の提出をお願い致
します。当社が申込金または旅行代金全額を受領した時点で旅行契約が成
立します。期日までにお支払いがない場合は、お申し込みはなかったもの
として取り扱いますのでご注意下さい。

旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
（1）利用運送機関の運賃・料金（エコノミークラス席利用料金とします）
（2）送迎バス等の料金（移動等のバス又は車代）
（3）観光の料金（バス料金、ガイド料金、入場料金）
（4）宿泊の料金（2～ 3人1室利用、税、サービス料金含む）
（5）食事の料金（朝食×6回、昼食×6回、夕食×6回）
（6）運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油特別付加運賃）
（7）日本国内の空港施設使用税、旅行日程中の空港税及び出入国税等、査

証料
（8）手荷物運搬料金（航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内）
（9）団体行動中の心付
上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として
払い戻しは致しません。

旅行代金に含まれないもの
上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

（1）超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を越える分について）
（2）クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付、
飲物代、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サー
ビス料
（3）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、予防接種料金、渡航手続取扱料金） 
（4）希望者のみが参加されるオプショナルツアーの料金
（5）お一人部屋を利用される場合の追加代金
（6）日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
（7）傷害・疾病に関する医療費及び救援に関わる費用

旅行契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することがで
きます。
旅行開始日がピーク時であって、旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって40日目に当たる以降31日目に当たる日まで 旅行代金の10%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3
日目に当たる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日、前日、旅行開始日当日 旅行代金の50%
旅行開始日の無連絡不参加、または旅行開始後の取消 旅行代金の100%
※ピーク時とは、旅行開始日が4/27 ～5/6、7/20 ～8/31、12/20 ～1/7の
いずれかに当たる場合を指します。

旅程補償
当社は、旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、当社旅行条件書に定
める条件により、その変更内容に応じて1～ 5％に相当する変更補償金を
旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、お客様
1人に対して1旅行契約につき旅行代金（追加代金を加えた合計額）の15％
を限度とします。

お客様の責任
お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活
用し、旅行者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努
めなければなりません。

個人情報の取扱について
（1）当社および受託旅行業者は、旅行申込書に記載いただいた個人情報に
ついて、お客さまとの連絡、運送・宿泊機関等の手配、ご旅行アンケート
送付、弊社発行の通信の送付等に利用させて頂きます。詳しくは弊社ホー
ムページ（http://www.pitt.jp/rules/privacy.php）のプライバシーポリシー
をご参照下さい。

ご旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2016年5月1日現在を基準としております。またご旅行
代金は2016年5月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・
適用規則を基準として算出しています。

その他
（1）渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームペ
ージ 「http://www.forth.go.jp/」でご確認下さい。
（2）渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域
の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販
売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外
安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認下さい。

旅行条件（抜粋）　＊必ずご一読ください。お申し込みの際、旅行条件書（全文）をお受け取りください。
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ご旅行代金が15万円未満
旅行代金が15万円以上30万円未満
ご旅行代金が30万円以上

20,000円

30,000円

50,000円

旅行条件
①旅行期間：2016年8月21日（日）～ 8月28日（日）
②旅行代金：238,000円
③最少催行人数：5名
④出発空港：成田空港
⑤添 乗 員：なし。現地到着後、パルシックのスタッフが同行します。
⑥利用ホテル（宿泊先）：Angel Villa又は同等クラス（ニゴンボ）

Grand Oriental Hotel 又は同等クラス（コロンボ）
パルシックゲストハウス又は同等クラス（ジャフナ）
ムライティブタウン教会（ムライティブ）

⑦利用航空会社：スリランカ航空
⑧食　　事：スリランカ国内での全行程食事付き

●現地プログラム企画 

特定非営利活動法人  パルシック
〒101-0063  東京都千代田区神田淡路町1-7-11  東洋ビル1階
電話：03-3253-8990　Fax：03-6206-8906
Eメール: office@parcic.org　　WEB: http://www.parcic.org
（メール、電話、ファックスでお申し込みください）

●旅行企画・実施 

株式会社  ピース・イン・ツアー
　　観光庁長官登録旅行業第1917号
　　（社）日本旅行業協会(JATA)正会員

〒162-0042東京都新宿区早稲田町67
　　　　　 早稲田クローバービル5F

総合旅行業務取扱管理者 原　優二

WEB : http://www.pitt.jp/

パルシックは…地球の各地で暮らす人と人が、国家の壁を越えて、助け
合い、支え合い、人間的で対等な関係を築くことをめざしています。交
流や交易を通じた平和な地域社会の実現をめざして、「民際協力」とフェ
アトレードに取り組んでいます。スリランカでは、30年近くにおよぶ
内戦で翻弄された人々の命と暮らしを守るために北部での復興支援事業
を実施する一方で、ウバ州で生産される紅茶をフェアトレードとして輸
入し、日本での販売を通じて、人々の改善に貢献しています。南部デニ
ヤヤでは、2010年から小規模農家の生計向上支援事業を開始しました。
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