WAKO 70th ANNIVERSARY
～和光70年記念～

早春のペルシャ紀行10日間
ペルシャの世界遺産と絨毯工房を巡る

世界遺産ペルセポリス（イメージ）

世界遺産イマーム広場（イメージ）

ペ ルシャの 文 化 に 触 れ 、
ペ ルシャ絨 毯 の 工 房を訪 ねる

日次

1

和光創立７０年を記念し、長い歴史とさまざまな文明が彩るエキ
ゾチックな魅力に満ちたペルシャ
（イラン）への旅をご案内いたしま
す。
首都テヘラン、
花と詩で知られるシラーズ、
「イランの真珠」
とし
て知られるイスファハン、
砂漠のオアシス・カシャーンを巡ります。
今回の企画ではシラーズにてミーリー染織工房を見学し、
テヘラ
ンのミーリー工房の本社では、
デザインや絨毯の修復を実際に
ご覧いただきます。ペルシャ絨毯の本当の魅力を実感していた
だける機会です。
また、
このツアーでは添乗員と
現地での日本語ガイドに加え、
千代田トレーディング株式会社
代表のアミール氏が全行程をご
一緒し、
イラン、
そしてペルシャ絨
ミーリー工房（イメージ）
毯の魅力をお伝えいたします。

2

ミーリー工房とは

7

1820年創業。ペルシャ絨毯が最盛期であった16世紀サファヴィー朝期の宮
廷工房のものづくりを継承し、失われつつあった部族の意匠や織り、美術館や
博物館に収蔵されている伝統的ペルシャ絨毯を復興し、世界的に高く評価さ
れています。手紡ぎ、草木染、手織りなど制作工程すべてに関わるミーリールネ
サンスと呼ばれる絨毯づくりは、絨毯の世界だけでなく多方面に大きな影響を
与えています。その作品はヴィクトリア＆アルバート美術館など多くの美術館に
収蔵され、絨毯界で権威あるアディル・ベシム・オスカーなど多数受賞。2011
年より京都・祇園祭の山の懸装品としてﾐ―リー工房の絨毯（真珠織）
がかけ
られ、現代のシルクロードを繋ぐ出来事として話題を呼びました。
【ツアー同行コーディネーター】ソレマニエ・フィニィ アミール氏
（ミーリー工房総代理 千代田トレーディング株式会社 代表）
1978年イラン生まれ。4代にわたりペルシャ絨毯に携わる家に生
まれ、幼少より絨毯に親しむ。現在、千代田トレーディング株式会
社代表。
ミーリー工房の絨毯を紹介するとともに、絨毯が生まれた
風土や歴史、
まだ日本では知られていないイランの魅力を伝える
活動を行っている。
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イスファハン（イメージ）

内 容・食 事・宿 泊 地

3/2 ［22：00 ～ 22：30］東京（成田）発 a

（金）

添乗員同行

中東内都市（ドーハまたはドバイ）乗継 a

機中泊 **R

3/3 ［09：00 ～ 10：30］テヘラン着

（土）

着後、テヘラン市内観光〈世界遺産ゴレスターン宮殿（入場）〉
テヘラン泊 Rwe

3/4

テヘラン a シラーズ
［朝または午前］空路シラーズへ。
着後、シラーズ観光〈ハーヴェズ廟（入場）
、バザール（下車）〉
シラーズ泊 qwe

3/5

シラーズ滞在 b
［1日］
ミーリー染織工房訪問及び見学

（日）

（月）

シラーズ泊 qwe

3/6

シラーズ b イスファハン
［午前］シラーズ観光〈世界遺産ペルセポリス（入場）〉
［午後］イスファハンへ（480km/約6時間）
イスファハン泊 qwe

3/7

イスファハン滞在 b
［1日］イスファハン観光〈世界遺産イマーム広場（下車）、
イマームモスク（入場）
、アリガプ宮殿（入場）〉
イスファハン泊 qwe

3/8

イスファハン b カシャーン
［午前］カシャーンへ（220km/ 約 3 時間）
着後、カシャーン観光〈ハビーブ・エブネ・ムーサ廟（入場）、
タバーアバーイー家の邸宅（入場）
〉
カシャーン泊 qwe

3/9

カシャーン b テヘラン
［午前］カシャーン観光〈フィン庭園（入場）
〉
［午後］テヘランへ（220km/ 約 3 時間） テヘラン泊 qwe

（火）

（水）

（木）

（金）

3/10 ［１日］テヘランデザインセンター訪問

（土）

［20：00 ～ 22：50］テヘラン発 a 中東内都市（ドーハま
たはドバイ）乗継 a
機中泊 qw*

3/11 ［19：00 ～ 23：00］東京（成田）着
（日）

R**

◎ご夫婦などのカップルでご参加の場合、
ダブルベッドルームとなることがございます。
◎イラン査証が必要となります。申請日から遡って旅券に1年以内のイスラエル渡航
歴があると査証申請ができません（2017年7月現在）。
◎イラン渡航後、2011年3月以降、アメリカの入国に際しアメリカの査証取得が必要
となります。予めご留意のうえ、お申し込みください。

募 集

要

項

■旅行期間：2018年3月2日
（金）～3月11日
（日）
〈10日間〉
■旅行代金：700,000円（エコノミークラス/2名1室利用）

ビジネスクラス利用追加代金：680,000円／1人部屋利用追加代金：110,000円

◎上記旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。別途、国内空港施設使用料、国内空港旅客保安サービス料および海外空港税等
（目安：6,510円）
が必要となります。
（2017年8月1日現在）

■利用ホテル：〈テヘラン〉
エスピーナ パラス ホテル、
〈シラーズ〉
シラーズ グランド ホテル、
〈イスファハン〉
コーサル ホテル、
〈カシャーン〉
アメリハ ホテルまたはマノーチェリーハウスまたはネガレスタンホテル
■日本発着時利用予定航空会社：カタール航空またはエミレーツ航空
■ 最少催行人員：10名 ■ 添乗員：同行します。 ■ 食事：朝食7回、昼食8回、
夕食7回（機内食は除く）

ご旅行条件書（要約）

染料（イメージ）

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認のうえお申し込みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、
（ 株）JTB首都圏（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を締結することに
なります。旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発
前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及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
（1） 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みく
ださい。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（2） 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、当社が予約
の承諾の旨通知した翌日から起算して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。
（3） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立する
ものとします。
●申込金

区分

申込金（おひとり）

旅行代金が100万円以上

100,000円以上旅行代金まで

●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって31日目にあたる日より
前に
（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）お支払いください。
●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、次の金額を取消料
として申し受けます。
（おひとり様）

特定日に開始する 特定日以外に開始
旅行（おひとり様） する旅行（おひとり様）

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
40日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

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日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで

無料

旅行代金の20％

旅行開始日の前々日～旅行開始当日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100％

※「特定日」
：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7
●旅行代金に含まれるもの
（1） 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金
（2） 旅行日程に含まれる専用バス等の料金
（3） 旅行日程に明示した観光の料金（入場料）
（4） 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に
別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）
（5） 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
（6） 航空機による手荷物の運搬料金
（航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。詳しくは係
員にお尋ねください）
（7） 現地での手荷物の運搬料金
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様
ご自身に運搬していただく場合があります。
（8） 現地係員の費用

（9） 添乗員の同行費用
（10） 燃油サーチャージ（航空会社の定める燃油サーチャージが増減または廃止さ
れた場合でも旅行代金の増減はありません）
●旅行代金に含まれないもの
前項（1）～（10）ほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
（1） 超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。
（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。
（3） 渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）。
（4） ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。
（5） 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行
開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
（6） 旅行日程中の海外空港税等｡
（7） 日本国内の空港施設使用料、国内空港旅客保安サービス料。
●追加代金と割引代金
「追加代金」は、以下の代金をいいます。
（あらかじめ「旅行代金」の中に含めて
表示した場合を除きます。）
①お１人部屋を使用される場合の追加代金。
②その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2017年8月1日を基準としています。
●その他
旅行代金はおとなおひとり分を表示しています。当社はいかなる場合も旅行の
再実施はいたしません。

ご案内とご注意
■お申し込みについて
●当社は、旅行お申し込みの際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
きに必要な範囲で利用させていただきます。
●当パンフレット内の渡航の案内は、日本国籍の方を対象とします。日本国籍では
ないお客様は旅行お申込販売店にお問い合わせください。
■旅行代金について
●コースの旅行代金はビジネスクラス利用で2人部屋をお2人でご利用いただく場
合の1人分の代金です。
■旅行条件・旅行代金の基準
●この旅行条件は2017年8月1日を基準としています。又、旅行代金は2017年
8月1日現在の有効な運賃・規制を基準として算出しています。
■交通機関について
●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またこれらによって旅行
日程の変更・目的地滞在期間の短縮などが生じる場合もあります。このような場
合、責任は負いかねますが、当初日程に従った旅行サービスがお受けになれるよ
う手配努力いたします。
●パンフレットの日程内に記載の全ての航空・列車・船舶等は、2017年5月現在に予
定されている夏期スケジュールに基づいて記載しています。そのため、航空（国際
線）の発着時間が異なる場合がありますので販売店にてご確認ください。また、そ
れ以外の日程表内の発着時間および時間帯は宿泊ホテル発着の予定時刻です。ご
利用いただく航空便・列車等によっては変更となる場合がありますので、時間の特
定が難しい場合、
この表記はありません。いずれも交通事情および航空スケジュー
ルの変更、天候および現地事情等により、発着時間・時間帯・所要時間等が変更とな
る場合がありますが、その際は現地にて係員がご案内します。なお、日本～現地空
港往復の国際線利用区間の確定時間は「旅のしおり
（最終日程表）」にてご確認くだ
さい。
●航空機の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等により、パンフレット記載の日
程どおりの催行が不可能になる場合がありますが、当初の内容を実施できるよう
弊社としては最大限の努力をいたします。但し、やむなく観光の一部を変更ある
いは割愛させていただくこともあります。ご了承ください。
■ご宿泊について
【2名様で1部屋ご利用の場合】
●2人用のお部屋には、ツインルーム（ベッドが2台）、ダブルルーム（キングサイ
ズまたはクイーンサイズの大型ベッドが1台）、ジャーマンツインルームまたは
ハリウッドツインルーム（2つのベッドマットが1つの枠に入っている）の3種類
があります。また、同じホテルであっても大きさや種類が異なるタイプのお部屋
もあります。原則としてツインルームをご用意いたしますが、ご夫婦でご参加の
場合はダブルルームとなる場合があります。なお、事前のご希望はお伺いいた
しかねます。
■ペルシャのホテル事情
●ペルシャの伝統的なホテルは、他地域に比べ一般的にお部屋が狭くなる場合が
ございます。
●ペルシャのホテルは、伝統的なヨーロピアンスタイルと近代的なアメリカンス
タイルの2つのタイプのホテルに大別されます。それぞれ次のような特徴があ
ります。
ヨーロピアンスタイルのホテルは、多くが市の中心に位置するため観光にも便
利ですし、また古き良きヨーロッパの雰囲気を味わっていただけます。しかし、
建物が年代を経ているため必ずしも機能的ではない面もあります。部屋にテレ

ビ、ミニバー、
ドライヤーがなかったり、蛇口のしまりが悪かったり、浴槽の水は
けが遅いということがあります。不便さとして感じられるかもしれませんが、歴
史と伝統の味わいということでご理解ください。また建物の構造上、部屋の広さ
や眺望、調度品等も画一ではありません。また、ホテルによっては浴槽のない
シャワーのみのお部屋となる場合があります。
【複数のお部屋をご利用いただく場合】
●グループ、ご家族参加で2部屋以上をご利用いただく場合でも、ホテル事情によ
り、お隣りまたは同じ階のお部屋をご用意できない場合があります。

旅券・査証について（2017年8月1日現在）
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問
合せください）
※ご自身の旅券（パスポート）の有効期間が下表の訪問国の必要残存期間を満たし
ているかどうか、必ずご確認下さい。有効期間が足りない場合には、新たな旅券
（パスポート）
を取得することになります。
※現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様
の責任で行ってください。これらの手続等の代行については、販売店が渡航手続
代行料金をいただいてお受けします。

国名

査証要否

イラン

要

必要残存期間
入国時6ヵ月以上、未使用査証欄が見開き2頁以上

渡航先の危険情報・保健衛生について
●渡航先（国又は地域）によっては、外務省より危険情報等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。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」をお渡しいたします。また、
「 外務省 海外安全ホームページ
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
●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

特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行約款特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急
激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害
について、規定に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
• 死亡補償金：2500万円 • 入院見舞金：4～40万円 • 通院見舞金：2～10万円
• 携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品1個あたり10
万円を限度とします。）

空港諸税について
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港
税等(出入国税、空港施設使用料、税関審査料等)の支払が義務付けられています。各
コースに表示されている旅行代金には、空港税等は含まれておりませんので、別途お
支払いが必要です。
（当社が日本円で収受する場合は、
ご出発の35日前に、水～土曜
日発は5週間前の月曜日午前中の終値、日～火曜日発は6週間前の月曜日午前中の
終値（いずれも東京三菱銀行売渡レート）より換算し、確定いたします。）具体的な必
要国（地域）及び金額等については、本パンフレットの日程表の頁に記載されています
ので、
ご確認ください。

燃油サーチャージについて
※旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。燃油サーチャージが増減または
廃止された場合でも旅行代金の増減はありません。
※燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するため
に、一定の期間、一定の条件下に限って航空会社が国土交通省航空局に申請し認
可を受ける、航空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会
社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全てに課せられます。

航空会社の手数料について
航空会社によって課せられる手数料は当パンフレットでは旅行代金に含まれているた
め、別途お支払いいただく必要はありません。

イスラム圏への旅行について

海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり
ます。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であ
るのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、
お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅
行保険については、販売店の係員にお問合わせください。

個人情報について
●当社は、旅行お申し込み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、
メールアドレス等）
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や団体査証
取得のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。
●個人情報保護のため、参加者名簿はお配りいたしません。

スケジュールについて

特別な行事等により、寺院への入場ができなない場合があります。この場合は外観の
みの観光となります。肌が露出する服装は控えてください。女性は足腰のラインが出
ないような服装をご準備ください。

時間帯のめやすについて
●時間帯のめやすについては、およそ次の通りです。航空機・バスなどの移動の発着
時刻をもとにした目安時間です。実際の発着時刻、集合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。

早朝

東京都品川区上大崎二丁目24番9号 アイケイビル4階 〒141-0021

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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ご不明な点があれば、御遠慮なく右記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

午前

午後

夕刻

夜

深夜

■スケジュール表のマーク一覧

宿泊ホテル及び利用航空便などのスケジュール内容については、出発の2週間～7
日前（遅くとも前日まで）にお渡しする「最終旅行日程表」
（ 旅のしおり）にてご確認く
ださい。

●旅行企画・実施

朝

：航空機
：バス

：船

：朝食あり

D：軽食あり

：昼食あり
：機内食

：夕食あり
：食事なし

●お申し込み・お問い合わせ

〒104-0061 東京都中央区銀座4-3-1 並木館3階

7 0120-606-489
TEL

03-6731-7690

FAX

03-6731-7658

営業時間：月～金:10:00～18:00 休業日：祝日・年末年始
総合旅行業務取扱管理者

井上 完之

