
の旅 ポイント

き ・ り ・ と ・ り

郵便振替⼝座番号　00140-4-39332 加⼊者名　株式会社　富⼠国際旅⾏社

【予約票】
株式会社　富⼠国際旅⾏社　御中　

パスポート
のローマ字

ご住所
(〒　　―　　　　　）

部屋タイプ.１⼈部屋~追加25,000円Fを希望..【　.する　・　.しない　】
　2⼈部屋同室希望の⽅：　　　　　　　　　　　　　　　　　..様 その他特記事項

⽣年⽉⽇
有効旅券（パスポート）　　　　..【　.有　・　.無　】
パスポート番号：
有効期限：　　　　　　年　　　　　⽉　　　　　　⽇

⻄暦...　　　　　年　　　⽉　　　⽇⽣（　　　　）歳

お名前 (男・⼥)

性　別
【ハノイと⼭岳少数⺠族の村で⽂化体験6⽇間】　出発希望⽇：　　⽉　　　⽇　(出発⽇は⽉曜⽇となります)

パスポート

【tel】（　　　　　）　　　　－　　　　　　【fax】（　　　　　）　　　　－　　　　　　
【携帯】　　　　　－　　　　 －　　　　　　【e-mail】

必要経費の目安

およそ以下の通りです。航空機・バスなどの移動の発着時刻をもとにした
目安です。実際の時刻とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。
[未明].0：00〜4：00　[早朝].4：00〜6：00　[朝].6：00〜8：00　[午前].
8：00〜12：00.[午後].12：00〜16：00　[⼣刻].18：00〜16：00　[夜].
18：00〜23：00　[深夜].23：00〜24：00.刻を基にした目安です。

ご旅⾏条件
.旅⾏条件の詳細は「旅⾏業約款」（募集型企画旅⾏契約Fによります。
.この旅⾏は2019年4⽉1⽇現在を基準としています。
■旅⾏契約の解除
.参加者が最低実施⼈員に達しなかった場合は、旅⾏を中⽌することがあ
.ります。.この場合は出発の23⽇~33⽇/7⽉20⽇〜8⽉31⽇ご出発の場合F前
.までにお知らせします。
＜取消料＞※12⽉20⽇〜1⽉7⽇、4⽉17⽇〜5⽉6⽇、7⽉20⽇〜8⽉31⽇出発に限り

.お客様都合で旅⾏を取消す場合は、下記の取消料をお⽀払いただきます。

ご旅⾏要項
■旅⾏代⾦に含まれるもの(⼀部例⽰）
・旅⾏費⽤：個⼈包括旅⾏運賃
・ホテル料⾦：2名部屋基準~ホームスティは除くF、税、サービス料含む
・⾷事代：（旅程表に表記のもの）
・空港、駅〜ホテル間の送迎バス料⾦
・ガイド料：.~旅程表に明⽰したのもの）
・旅程表に明⽰した市内（郊外）⾒学のガイド料、⼊場料、チップ
■旅⾏代⾦に含まれないもの
・旅程表以外に⾏動される場合の交通費、宿泊費、飲⾷代等
・渡航⼿続費⽤：旅券印紙代~5年⽤11,000円/10年⽤16,000円F
・渡航⼿続⼿数料：~旅券申請書作成代⾏/ビザ代F
・超過⼿荷物料⾦：規定の重量、⼤きさ、個数を超える分
・個⼈的諸費⽤：電話、電報、fax、クリーニング代、追加飲⾷費⽤、
　⾃由⾏動時の諸費⽤等
・お⼀⼈部屋追加料⾦~相部屋の⽅がいない場合も同様F
・空港施設使⽤料および保安料　・⽇本国内の交通費、前泊の費⽤
・傷害、疾病等に関する医療費　・任意の旅⾏傷害保険料
・訪問国⼊国税、航空保険料、燃油付加運賃、国際観光旅客税

観光庁⻑官登録旅⾏業第84号 ⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会　正会員 

株式会社 富⼠国際旅⾏社　
旅⾏実施　 ●この旅⾏に関するお問い合わせ・お申し込みは下記まで

〒160-0022　東京都新宿区新宿２-11-7宮庭ビル4階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合旅⾏業務取扱管理者：⼩野寺　研⼀

TEL:03-3357-3377 FAX:03-3357-3317 営業時間：⽉〜⾦／AM9：30〜PM6:00
（⼟曜・⽇曜・祝⽇は休ませていただきます）
ホームページ・http://www.fits-tyo.com/yamaguchi@fits-tyo.com　担当：⼭口、⾼久

.ご案内の旅⾏費⽤以外に、下記の諸費⽤が別途かかります。

.●パスポート（旅券）を新たに申請される⽅

.●海外旅⾏傷害保険（任意）

.●⼀⼈部屋追加費⽤（ハノイのホテルのみとなります）

※お⼀⼈参加で相部屋をご希望の場合、最終的な部屋割りによってはやむを得ず
　.お⼀⼈部屋追加料⾦を頂戴することがございます。予めご了承ください。
.●前泊ホテル費⽤
※お申込みいただいた時点での空室状況によって、ご案内いたします。
.●燃油付加運賃、空港税等

.

.●各空港までの交通費●各空港の空港施設使⽤料および保安料  

契約の解除期間 取消料

旅⾏開始⽇前⽇から起算して遡って30⽇前
旅⾏開始⽇前々⽇以降
旅⾏開始⽇後の解除、無連絡参加

旅⾏費⽤の20％

旅⾏費⽤の100％

ご出発前

印紙代
その他

　　11,000円（５年旅券）〜16,000円（10年旅券）
　　⼾籍抄本（謄本）の⼿数料、写真代など

セット保険料【例】　　7,380円〜11,700円~6⽇間プランF.※詳細は⼿続き案内にて.

⼀⼈部屋希望の場合　　15,000円（お⼀⼈ご参加の⽅）

燃油付加運賃等...燃油付加運賃＝約6,600円　空港税等＝約3,000円
........................国際観光旅客税＝1,000円

ご旅⾏中
●⾷事代（旅程に含まれない⾃由⾷）2,000円~3,000円~1回F
●飲み物代（飲み物は⾷事に含まれません）500円~1,000円~1回F
●⾃由⾏動時の交通費や⼊場料
●その他（お⼟産代、電話・fax、切⼿などの個⼈的費⽤）等

①下記の予約票にご記⼊いただき、富⼠国際旅⾏社宛に郵送またはFAXでお送りください。
②予約票が届き次第、旅⾏社より取引条件説明書⾯とお申込書を他の必要書類とともにお送りいた
...します。条件確認後、申込書をお送りいただき、申込⾦件確認後、申込⾦30,000円（旅⾏費⽤内⾦）
...を㈱富⼠国際旅⾏社宛に下記郵便振替⼝座へご送⾦ください。~申込書と申込⾦の両⽅の到着をもって正式申込）..............

③旅⾏費⽤残⾦は、出発1ヶ⽉迄にお⽀払いいただきます。

旅⾏費⽤の50％

※旅⾏開始⽇前⽇から起算して遡って40⽇前 旅⾏費⽤の10％

※写真は全てイメージです。

 株式会社富⼠国際旅⾏社　
旅⾏企画・実施　

〒160-0022　東京都新宿区新宿２-11-7宮庭ビル4階
TEL:03-3357-3377 FAX:03-3357-3317

ベトナムの⽂化や⽣活を知る

６日間

ハノイと⼭岳少数⺠族

　の村で⽂化体験

ハノイと⼭岳少数⺠族

　の村で⽂化体験

◇山岳少数民族ムオン族の村で、高床式住宅で文化体験

◇地産の食材を利用した家庭料理とルオン・カン（ライス・ワイン）を

   ご賞味下さい

◇民族舞踊やバンブーダンスのレッスンなどご堪能ください

◇成田・中部・関西・福岡各空港から出発

時間帯の目安



◆定員：８名様　 (最少催行人員　４名様)

◆利用航空会社：ベトナム航空、日本航空、ベトジェットエア

◆添乗員：現地係員がお世話します

◆食事条件：４朝食・３昼食・３夕食　　

◆お一人部屋追加代金：１５，０００円

◆パスポートの残存有効期間：

　入国時６ケ月以上有効なものが必要です。

◆利用予定ホテル (または同等クラスホテル) 

【ハノイ】モミジ ビジネス ホテル

　　　　　くれたけ イン キンマー132 または同等クラス

【モー村】ムオン族の高床式住宅でのホームスティ 

                                                 

 

 

OP

旅程表のマーク

朝＝朝⾷　昼 =昼⾷　⼣＝⼣⾷　Ｘ＝⾷事なし　機＝機内⾷ ●＝建物内部の⾒学　◎＝下⾞して⾒学　○＝⾞窓⾒学

      =航空機        　=専⽤⾞        　=列⾞　　    ＝ボート　　＝オプショナルツアー　　

        　

⽇次（曜⽇） 都　　市

①
現地時刻

②

③

④

⑤

⑥

ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル
(⽉)       成⽥・中部          午前            成⽥・中部・関⻄・福岡(直⾏便)          ハノイ 

　　       関⻄・福岡                  

                    ハノイ               午後            現地係員がお出迎え後、ホテルへ          

(⽕)　      ハノイ               午前            現地⽇本語ガイドがホテルにお出迎え

                                                                     山岳少数⺠族ムオン族のモー村へ向かいます。

　　　　  モー村  　　　午前　　   ハノイ　　 モー村  (約1時間30分）

　　　　　　　　　　    午後 　　   ⽂化体験① 昼⾷

　　　　　　　　　　　　　　　   モー村で⾷事をする料理のほとんどの⾷材は、地元のものです。

　　　　　　　　　　　　　　　   ハノイとは違う山や川に囲まれた環境で、家庭料理をご賞味下

　　　　　　　　　　　　　　　   さい。

                                                午後             ⽂化体験② 村内散策

                                                                      昼⾷後、⽇本語ガイドが村内散策にご案内。季節により農作業

　　　　　　　　　　　　　　　   を⼿伝ったり、果物を収穫したりして村での⽣活を体験。

　　　　　　　　　　    ⼣刻　　    ⽂化体験③  モー村での家庭訪問                                                                               

　　　　　　　　　　　　　　        ⼣⾷時の家庭の団欒の時間を体験。ベトナムのライスワイン

　　　　　　　　　　　　　　　　(ルオウ・カン)を飲んだり、⺠族舞踊やバンブーダンスの

　　　　　　　　　　　　　　　   レッスンをお楽しみ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

(⽔)    　   モー村  　　     午前　　  モー村　　  ハノイ(約1時間30分）

                   ハノイ                午前           昼⾷後、●⺠俗学博物館⾒学

　　　　　　　　　　　　　          ⾒学後、ホテルへ

                                                                    ⼣⾷後、カ−チューハノイにて伝統⾳楽【世界無形⽂化遺産】

                                                                    をお楽しみ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
(⽊)    　    ハノイ               　　　　  終⽇：ハノイ市内⾒学　●ホーチミン廟　●ホーチミンの家

                            　　　　　　　         ◎⼀柱寺　●⽂廟　◎ホアンキエム湖(玉山祠)) ◎ハノイ大聖堂　

  　　　　　　　　　　　　　　　●マーマイの家　●軍事歴史博物館　●ホアロー刑務所　　　　　　　　　　　

 (⾦)　　   ハノイ                                    終⽇：自由⾏動

                                                                                  ⽇帰りハロン湾クルーズ（昼⾷付）　　　

                                                                              　バイディン寺・チャンアンクルーズ（昼⾷付）

                                                                                   タムコック＆古都ホアル−（昼⾷付）

  

(宿　泊） ⾷ 事
Ⅹ 
 
 ⼣
 機 

朝 
 
 
 昼 
⼣

 (土)         ハノイ                 深夜　　   ハノイ(直⾏便）　　成⽥・中部・関⻄・福岡　　

　　　   成⽥・中部           午前

                 関⻄・福岡

　　　　　　　　　　　　  

朝 
 
 
Ｘ 
X

　　　　ハノイと山岳少数民族の村で文化体験　6日間　

 
 
 ハノイ泊　

 
ムオン族の⾼床式住宅でホームスティ　

OP1

 
 ハノイ泊　

朝 
 
 
 昼 
⼣

朝 
 
 
 昼 
Ⅹ

 
 ハノイ泊　

OP2
OP3

 
 機中泊　

機 
 
 
Ｘ 
X

出発⽇   成⽥空港発着  中部空港発着   関⻄空港発着   福岡空港発着

 5/13     114,000円      109,000円      111,000円        89,000円

 5/20　  114,000円      109,000円      111,000円        89,000円

 5/27     114,000円      109,000円      111,000円        89,000円

 6/  3     119,000円      114,000円      116,000円      108,000円

 6/10     119,000円      114,000円      116,000円      108,000円

 6/17     119,000円      114,000円      116,000円      108,000円

 6/24     119,000円      114,000円      116,000円      108,000円

 7/  1     125,000円      119,000円      121,000円      113,000円

 7/  8     125,000円      119,000円      121,000円      113,000円

 7/15     125,000円      119,000円      121,000円      113,000円

 7/22     131,000円      125,000円      127,000円      118,000円

 7/29     131,000円      125,000円      127,000円      118,000円

 8/  5     158,000円      154,000円      156,000円      148,000円

 8/12     158,000円      154,000円      156,000円      148,000円

 8/19     131,000円      125,000円      127,000円      118,000円

 8/26     131,000円      125,000円      127,000円      118,000円

 9/  2     131,000円      125,000円      127,000円      118,000円

 9/16     125,000円      119,000円      121,000円      113,000円

 9/23     119,000円      114,000円      116,000円      108,000円

 9/30     119,000円      114,000円      116,000円      108,000円

ムオン族

　ムオン族はベトナムに居住する少数民族の中で、3番目に多い人口を抱え、北

部山岳地帯、特にホアビン省とタインホア省に多く住んでいます。ムオン族は主

に稲作に従事しており、水稲が主要な穀物となっています。

　ムオン族の高床式の住居の正面は、広々とした畑に面していて、風通しが良

く、利便性が高いです。こうした高床式の住宅は山岳部の蒸し暑い気候に適して

おり、居住や財産の保管、猛獣から身を守る目的以外に、文化を守り抜く所でも

あるとされています。

　伝統的民族衣装は独特で、彼らの審美眼を示しています。男性は前身頃にボ

タンで留めたスリットのあるシャツとワイドチューブのパンツを着用し、腰ベルトで縛

ります。また、正月や祝日などに男性は紫か黄色いのシルクのシャツ、黒いコート

を着用し、パープルの頭巾を巻きます。

伝統芸能カーチュー

　ベトナムの伝統芸能「カーチュー」

(ca tru)」は、李王朝時代の11世紀

に生まれました。

　カーチューで使われる音楽はベト

ナム北部のホン河（紅河）デルタ

地帯が発祥の地とされ、伝統楽器

の節に合わせて、歌い手が詩と曲

を情感豊かに歌いあげます。

　2009年、この伝統芸能「カーチュー

(ca tru)が緊急保護を要するユネスコ

世界無形文化遺産として認定されま

した。

　ベトナム北部、中部、南部の様々な

民族についての資料が見られる大型の

博物館。

　約1万5000点にも及ぶ住居、生活用

品、衣装などを展示するほか、儀式など

の模型や図解、ビデオ上映等を用いて、

わかりやすく解説しています。

　室内展示は地理的、言語的に近い

民族ごとに分類されています。

民族学博物館

ご旅行代金

旧家保存館 マーマイの家

 　マーマイの家とは、ハノイ旧市街の

中心にある伝統的な中国風の木造

家屋のことです。

　19世紀後半に建てられ、旧市街の

古き良き街並みを残し、受け継いで

いこうという活動の一環で一般公開

されています。 

オプショナルツアー  (最少催行人員　２名様)

◆日帰りハロン湾クルーズ　(お一人様：１４，０００円）

◆ハンディン寺・チャンアンクルーズ

　　（お一人様：１５，０００円)

◆タムコック＆古都ホアル―（お一人様：１３，０００円）

　＊上記のツアーは、日本語ガイドが同行します。

 

◇各空港の施設使用料・保安料は下記の通りです。

成田空港：２，６１０円　中部空港：２，５７０円　関西空港：３，０４０円　福岡空港：９７０円

ハノイでは日系の便利なホテルをご用意

ハノイでは、日系の便利なホテルをご用意致します。

◆朝食が和食か洋食またはベトナム料理が選べます。

◆ホテル内に露天風呂があり、街並みを見ながらリフ

   レッシュいただけます。

◆無料のドリンクサービスがあります。

モー村


