
《募集型企画旅行契約》     
この旅行は、株式会社ツアーコラボ（福岡県福岡市中央区天神4-1-17 博多天神ﾋﾞﾙ7階､観光庁登録旅行
業第1814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
は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。 
旅行契約の内容・条件は、この旅行条件書によるほか、別途お渡しする確定書面（ 終日程表）、およ
び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。    
《旅行のお申し込み及び契約成立時期》   
●当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます）にて当社所定の申込書に所定の事項を記入
し、下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただ
きます。電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を
通知した翌日から換算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。旅行契約は、
当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。
●申込金 

区　　　分 申込金（お１人様）

旅行代金が10万円以上30万円まで ￥30.000

《旅行代金に含まれるもの（いずれも旅行日程に明示されたものに限る）》   
●航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金[原
価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せ
られるものに限ります]を含みません。また、特に記載のない限りエコノミークラスを基準とします）●
送迎バス等の料金●観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）●宿泊の料金及び税・サービス料金
（特に記載がない限り２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします）●食事の料金及び税・サービス料金
●航空機による手荷物の運搬料金●現地での手荷物の運搬料金（一部含まれないコースがあります。ま
た、一部の空港・ホテルではお客様ご自身で運搬していただく場合があります）これらの費用は、お客
様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 
《旅行代金に含まれないもの(前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします)》 
●超過手荷物料金●クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他
の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金●渡航手続関係諸費用●オプショナ
ルツアー料金●運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）●日本国内の空港施設使用料
●日本国内 における自宅から発着空港集合・解散地点までの交通費・宿泊費●旅行日程中の空港税等
（但し、空港税等を含んでいることを明示したコースを除きます）  
《旅行条件・旅行代金の基準》      
この旅行条件は2019年4月1日を基準としています。又、この旅行代金は2019年4月1日現在の有効なもの
として公示されている運賃・規則、または、2019年4月1日を現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基
準として算出しています。
《その他》       
(1) 旅行代金は特に記載のない限りおひとり分を表示しています。また、こども代金は、旅行開始日当
日を基準に満２歳以上～１２歳未満の方に適用します。
(2) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3) 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際にはご旅行に使用されるパスポートに
記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、
関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合、お客様
の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約
を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきます。 
       

●渡航先（国、または地域）によって外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。
●海外渡航関連情報は、外務省安全相談センターなどでもご確認いただけます。 
　(TEL：03-3580-3311  FAX：0570-023300)  (URL：http://www.anzen.mofa.go.jp/)  
●渡航先（国、または地域）の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」ホームペー
ジでご確認ください。(URL：http://www.forth.go.jp/)    
       
       

●海外旅行保険への加入について   
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行損害保険に必ずご
加入されることをおすすめします。 
●個人情報の取扱について    
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号、メールア
ドレスなど）について、お客様との間の連絡、お申し込みいただいたご旅行における運送・宿泊機関等の提
供するサービス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。  
       

株式会社ツアーコラボ
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〒810-0001 
福岡県福岡市中央区天神 4-1-17 博多天神ビル 7Ｆ

般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、担当者からの説明に不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱主任者にお尋ねください。 

(有）SQUARE（スクエア）（
受
託
販
売
）

〒810-0001福岡市中央区天神5丁目10-1 - 2 0 3
146 総合旅行業務取扱管理者：安達 照二

E-MAIL:adachi@square-tabi.jpE-MAIL:adachi@square-tabi.jp

契約解除の日

旅行開始日の前日から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

旅行開始日の前々日～前日

旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加

30.000 円

旅行代金の 30％

旅行代金の 50％

旅行代金の 100％

取消料（お一人様）

●取消料    

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受けます。（お１人様） 
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旅行条件（抜粋）旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第 12 条の 4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法 12 条の 5の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前に確認のうえお申込み下さい。

ミャンマー福祉視察旅行ミャンマー福祉視察旅行

TEL:092-717-7177
FAX:092-717-7155

＜募集要項＞＜募集要項＞

(株）アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー

E-MAIL:fuk@iwa-fuk.co.jp

ミャンマー福祉視察旅行ミャンマー福祉視察旅行ミャンマー福祉視察旅行ミャンマー福祉視察旅行

福岡発着福岡発着
20192019 年 7 月 29 日（月）～ 8月 2日（金）年 7月 29 日（月）～ 8 月 2日（金）

Myanmar

SQUARE
20120192019

CO.,LTD

ヤンゴン国際空港から車で20分、シュエダゴン・
パゴダから車で 10 分のヤンゴンを代表する大
型高級ホテル。空港～ダウンタウンのちょうど
中間にあり、交通の便がとても良くビジネスマ
ンのご利用にお勧めです。インヤー湖畔の静か
な環境のいいエリアにあり、ヤンゴンでは 大
級のプールやスパでゆっくりお過ごし頂けま
す。ホテル内イタリアンレストランには定評が
あり人気です。【Wi-Fi 客室無料】

【ミャンマー基本情報】

★★★★★ ★★★★★ セドナ ホテル ヤンゴン セドナ ホテル ヤンゴン 
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●利用航空会社：キャセイドラゴン航空　
●利用ホテル :セドナホテル（２名 1室基準）
１名１室利用の場合は追加代金（￥24.000）が必要です。
● 少催行人員：10 名　● 大募集人員：30 名
●添乗員：同行　●食事 :朝 3 昼 3 夕 3

■旅行代金　￥154.000（2 名 1 室の場合）
　諸税・燃油￥15.870 別途必要です。　　　　
■一人部屋追加代金￥24.000
■査証代・・・不要
　旅券残存有効期間：入国時 6 ヵ月以上必要

「外国人介護人材受入プラットフォーム」



（木）

（月）

8月2日

（水）

ミャンマー・ミッション行程ミャンマー・ミッション行程
福岡

ヤンゴン

キャセイ・ドラゴン航空で
香港経由、ヤンゴンへ。
着後、ホテルへご案内します。

15:10
17:50 KA 343

朝：ホテル

香港
22:45
23:45

朝：ホテル

昼:ミャンマー料理

夜:ビュッフェ

昼：機内

夜：機内

朝：機内

昼：機内

ホテルにて朝食。
■「外国人技能実習生制度」で実際に日本に
   送出している会社「ＨＯＰＥＷＩＬＬ」を訪問。
　【ミャンマー技能実習生についての制度】

昼食：レストラン

■日本語学校「Thinミャンマー日本語学校」
■介護トレーニングセンター見学。
　　  「THE GOLDEN LOTUS」
夕食：ビュフェ

【ヤンゴン泊】KA 250

【ヤンゴン泊】

香港

キャセイ・ドラゴン航空で
香港経由、福岡へ。

01:25
05:55
09:25
14:00

【機中泊】

福岡

ヤンゴン
香港
香港

KA 251

KA 342

夜:中華料理

昼:中華料理

1

2

3

4

（金）

 「HOPEWILLHOPEWILL」 「J-SAT」「J-SAT」
。

ホテルにて朝食。
■送り出し機関「J-SAT」
◎アウンサンマーケット
■政府の予算によって成り立っている老人ホーム
 「ニンシーゴン老人ホーム」
昼食：レストラン
■「Day Care Centre for the Aged in Yangon」
夕食：市内レストラン

視察の順番が変わったり、変更になる場合もありますので

予めご了承ください。

アドバイザーの河野氏より最初にミャンマーの送り
出しの現状などをプレゼンしてもらいます。

 「ニンシーゴン老人ホーム」 「ニンシーゴン老人ホーム」

神戸大学に留学されていた方が経営。
ミャンマー語 /英語 / 日本語 3か国語の辞書など
も編纂し、販売されています。

「Thin ミャンマー日本語学校Thin ミャンマー日本語学校」

当初、個人の寄付で設立された老人ホームです。現
在は、幾分からの政府の支援は有るそうですが、大
半は寄付で賄われているようです。仏教の教えであ
る慈愛の想いがここでは学ぶ事ができます。

waku waku 日本語学校

リサーチからビジネスマッチング、視察手配、会社
登記、運営管理などから人材派遣等ミャンマー進出
支援の一括サポートを行う。

「Day Care Centre for the Aged in YangonDay Care Centre for the Aged in Yangon」

元のミャンマー政府があったヤンゴン市内の敷地内
に設立された障碍者福祉施設や高齢者デイサービス
センター。

5

■タンリンタバーワ老人ホーム
  
昼食：市内レストラン

■waku waku 日本語学校
◎シュエダゴン・パゴダ観光
夕食：市内レストランにて中華料理～空港へ

夜:レストラン

朝：ホテル

【ヤンゴン泊】

タンリンタバーワ老人ホームタンリンタバーワ老人ホーム

（火）

8月1日

7月29日

7月30日

7月31日

昼:レストラン

ヤンゴン市内にある介護トレーニングセンター。

これまでは、シンガポールで働くための授業を

行っていましたが、現在は日本語学校も併設し、

日本への送り出しに力を入れています。

「THE GOLDEN LOTUSTHE GOLDEN LOTUS」

僧院の寄付によって成り立つ福祉施設で知的障がいか
ら老人施設まで幅広い福祉施設である。また敷地もか
なり広大で今なお増築している様子はビレッジといっ
た感じで、多くの外国人（欧米人）もボランティアと
して活躍しており、ここには仏教の理念である功徳を
積む「善行を行えば自分に還る」という仏教大国ミャ
ンマー全ての慈愛が凝縮されているような気がします。

校長の Aye aye nyunt
女史はミャンマー送り
出し機関の副会長も兼
務しており悪質な送り
出し機関の取り締まり
なども行っており、多
くの情報を持っていま
す。また、副校長は日
本人の谷口裕子さんと
いう方で松山出身とい
う事で愛媛の中村知事
とも繋がっていてミャ

ンマー +地方自治体の先駆けとして太い経路を
確立されているので、今回の福岡市としての視
察に関しては参考になる事があるかと思います。
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