旅大学

日本人は、戦争で、何を学んできたか？！

～ノモンハンの風に吹かれたい！～
トラベルデザイナー おそどまさこ オリジナルデザイン

盧溝橋＆七三一部隊の遺跡も訪ねる。ノモン
ハン事件の激戦地から中国へ陸路で国境を
越えてハルピンまで。ノモンハンでは日本酒を
大地にかけて、ホルステン川やハルハ川を流
れる水に触り、問題がなければ大草原で慰霊
の凧揚げをしたい！ 1０日間の旅
■日程：２０１８年８月２５日(土)～９月３日(月)
■旅行代金：４９８，０００円
※燃油サーチャージ、及び国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税等が別途必
要となります。

■企画・現地同行：トラベルデザイナー おそどまさこ ホームページもご覧ください。
■後援：一般社団法人 日本旅行福祉推進会議 (aircare.jp
aircare.jp えあけあ)
■旅行主催：株式会社いい旅
観光庁長官登録旅行業（第１種)第１７３７号／日本旅行業協会正会員／東京海上日動火災保険株式会社代理店

http://traveldesigner.ne.jp/

激戦地ノモンハンを陸路で国境を越えて、モンゴルから中国へ！ １０日間

～おそどまさこがこのツアーで実行したいプラン～
①北京では、日中戦争のきっかけとなった盧溝橋事件の盧溝橋
盧溝橋を歩いて渡りましょう。近くの抗日記念館も覗きます。
盧溝橋
②ウランバートル市を一望できるザイサントルゴイ
ザイサントルゴイへ行きましょう。戦勝記念碑があり、ナチスと日本の旗を踏み折っており、日本
ザイサントルゴイ
は侵略者と位置づけられています。
③郊外の日本人墓地
日本人墓地へ行きましょう。ダンバダルジャーの日本人墓地跡には
835 柱の遺骨がおさめられているそうです。近くの
日本人墓地
ダンバダルジャー僧院はチベット風寺院で第二次世界大戦後、日本人抑留者の病院だったとか。
④代表的な市場へ行きましょう！ モンゴル最大の市場・ナラントール・ザハ
ナラントール・ザハへ。
ナラントール・ザハ
⑤ジューコフ博物館
ジューコフ博物館へ行きましょう。ソ連陸軍の軍人で英雄視されている。ノモンハン事件(ハルハ川戦争)での彼の功績をたたえ
ジューコフ博物館
ている博物館。
⑥モンゴル民族歴史博物館
モンゴル民族歴史博物館へ行き、モンゴルの基礎知識を
get しましょう。
モンゴル民族歴史博物館
⑦ウランバートルでは、地図片手に１時間程度、自由散策をしましょう。中央郵便局、ノミンデパート、スフバートル広場など。スリ
注意!(観光案内所はノミンデパート内 2 階 09:00-21:00 年中無休)
⑧夜はウランバートルの地元の人に人気がある居酒屋で食事をしましょう。モンゴルの地酒やお茶を味わってみましょう。馬乳
酒、アルヒ、スーテイ・ツァイ(乳茶)、ピーヴォ(ビール)など。
⑨チョイバルサンはモンゴルの英雄チョイバルサンの名前が付いた町です。ノモンハンへの入り口の街といえます。街の素顔を
知るために、市場(ザハ) へ行ってみましょう。
⑩ハルハ川や中国とモンゴルの国境のボイル湖(淡水)をはさんで、モンゴル側のノモンハン事件関連の地域にある宿に１泊する
予定です。また国境を越えて中国側にも１泊する予定にしております。
⑪モンゴル側のノモンハン地域、イヘ・ブルハント石造公園
イヘ・ブルハント石造公園へ行きましょう。ハルハ川北岸の砂丘の西斜面に作られた巨大な菩薩
イヘ・ブルハント石造公園
のレリーフがある公園で、麓に国境警備隊駐屯地があって、ここで入域許可証を提示し、観光許可をもらいます。
⑫ハルハ川河畔、ハルハンゴル郡を望める丘にあるハマル峠の戦勝記念塔
戦勝記念塔(ソ連軍とモンゴル軍の戦勝記念碑)へ
。
戦勝記念塔
⑬戦勝記念博物館
戦勝記念博物館を見学します。ノモンハン事件の両者の資料、軍服、武器などが展示されています。ノモンハン事件で使われた
戦勝記念博物館
ソ連製の戦車(BT-5)と装甲車(BA-10、旧日本軍の大砲)などが置かれています。
⑭モンゴルで五番目に大きい淡水湖(615 平方キロメートル)のボイル湖
ボイル湖の水に触りたいと思います。ちなみに日本で一番大きな
ボイル湖
湖、琵琶湖は 669.26 平方キロメートル。ボイル湖の中に中国とモンゴルの国境があるそうです。ボイル湖では漁業が盛んだそう
で、ボイル湖の魚料理を食べたいと思います。
⑮ハルハ川の支流のホルスタイン川
ホルスタイン川の水にも触りたいと思います。このあたりは激戦地だったそうです。塩水ではなく、淡水湖や
ホルスタイン川
淡水の川は戦いにはとても貴重だったと思われます。
⑯中国側へ。額布都格口岸
額布都格口岸(
額布都格口岸(新巴 虎左旗口岸)
虎左旗口岸)という国境ゲートを通って。国境を歩いて渡りましょう。
⑰戦争陳列館
戦争陳列館を見学します。2007
年に作られた。3000 点の戦争遺物があるそうです。（現在工事中とのこと。）
戦争陳列館
⑱日本軍の司令部があり、前線基地だった甘珠
甘珠 廟(カンジュルビョウ)
カンジュルビョウ)へ。もとはホロンバイル大草原最大のラマ教寺院です。
⑲ホロンバイル大草原を走り、中国とロシア国境の町満洲里へ。
⑳ホロンバイル大草原では、羊の群れを見つけたり、アポなしで、草原のゲルを訪問し、生活と意見などお聞きしましょう。
21 満州里では立派な鉄道駅構内を見学し、ロシア人買い物客でにぎわう中露互市貿易区、ロシア国境の国門、駅の北の繁華街、
○
二道街と三道街を歩き、旧満鉄の社宅や旧日本人学校を見つけてみましょう。
22 満州里では代表的なロシア料理ボルシチなどを楽しみ、国境の町のディナーショーを楽しみましょう。
○
23 ハイラル(ホロンバイル)では、日本軍が作った大規模な旧日本軍要塞跡
○
旧日本軍要塞跡を見学しましょう。
旧日本軍要塞跡
24 ハイラルからハルビンへ鉄道寝台列車の旅を楽しみましょう。
○
25 ハルビンでは、満州の歴史を知る旅として、日本ゆかりの地を提案いたします。まず、日本陸軍七三一部隊遺跡
○
日本陸軍七三一部隊遺跡を訪問、見学し
日本陸軍七三一部隊遺跡
ます。旧ハルビン駐在旧関東軍司令部/安重根記念館/旧満鉄病院/旧ハルビン日本特殊機関/旧日本領事館/旧花園小学校/
旧関東軍病院/旧満鉄本社/旧弘報会館など。この日のチャーターバスは 20 時までです。ご参加の皆様と相談の上、おそどがこ
のツアーで実現したいプランの中から選んでバスを向けたいと思います。しかしながら現実的な限られた時間内に提案の場所
すべてには行けません。自由行動にするかを含め、それぞれがご判断ください。
26 ハルビン/ 満州里間を走る濱州線の松花江にかかる橋、濱州鉄路橋を歩いて渡りましょう。約 2km 徒歩で渡れます。
○
27 ホテルにチェックインしたのち、市内散策[1 時間ウォーキング]に出かけましょう。中央大街 (目抜き通り 旧キタイスカヤ) 散策、
○
東大直街、老舗デパートあり、秋林公司など

※上記プランを実現できるように最大限の努力をしますが、必ずしもお約束するものではありません。予めご承知おきください。

■一次、申込み締切日：６月２５日（月）

※締切日以降も手配可能な場合、ご予約をお受けいたします。

時刻など
⽇程内容
08:30
発
中国国際航空にて、北京空港へ。(約
3:50)
８月２５日（土）発 ～ ９月３日（月）帰国
11:20 着 着後、専⽤バスにて、盧溝橋へ。(約１:00)
旅行代金： ４９８，０００円
午後
1937年7月7⽇の⽇本軍と中国軍の武⼒衝突事
お一人様部屋利用追加代金： ５８，０００円
件で、一躍有名になった盧溝橋観光へ。
※相部屋希望も承りますが、ご希望に添えないこともございます。
機 □
× □
夕 /北京:京倫飯店⼜は同等ｸﾗｽ泊
食事:□
その場合、上記の追加代⾦が必要です。
２
北京
08:35 発 中国国際航空にてモンゴルの首都・ウランバート
8/26 ウランバートル 10:50 着 ルへ。(約 2:15／朝食はお弁当)
ご旅⾏条件
(⽇)
午後
昼食後、ウランバートル市内へ。ザイサン・トル
□食事：朝 8 回、昼８回、夕８回
ゴイの丘、⽇本人墓地跡、国⽴⺠族歴史博物館な
□発着地：羽田空港
どを⾒学し、ホテルへ。夕食は⾃由食。
□添乗員：同⾏します。(ご参加者 15 名以上で、企画者おそどまさこ、
朝 □
昼 □
× /ウランバートル:フラワーホテル⼜は同等ｸﾗｽ泊
食事:□
⼜はそれに代わる者も同⾏いたします。)
３
ウランバートル
午前
⾃由⾏動。
□利⽤予定航空会社：中国国際航空、MIAT モンゴル航空
8/27
午後
昼食後、ウランバートル市内観光。ジューコフ博
□最少催⾏⼈員：10 名様
(月)
物館、ボグドハーン宮殿博物館、スフバートル広
ご旅⾏代⾦に含まれないもの
場を⾒学します。
◎羽田空港施設使⽤料・保安税 2,670 円、海外空港税 4,000 円、燃
ウランバートル
17:30 発 空路・国内線にてチョイバルサンへ。
油サーチャージ7,400 円(目安：2018 年４月現在、
変動する場合があります。
)
チョイバルサン 19:10 着 着後、四輪駆動⾞に分乗してホテルへ
◎任意海外旅⾏傷害保険料及び⽇本国内の交通費や宿泊代等個⼈的な性質のもの
朝 □
昼 □
夕／チョイバルサン: イーストパレス⼜は
食事:□
◎ご⾃宅と空港間などの託送荷物代
ヘルレン⼜はチャダンゴート泊
４ チョイバルサン
終⽇
チョイバルサン周辺の観光。ハルハ川博物館、ハ
ご注意
8/28
滞在
ルハ川戦勝の碑、相撲場などへご案内します。
※旅券残存有効期間：6 ヶ月以上必要。鉄道予約の際、パスポート顔写真ページ
朝 □
昼 □
夕 ／チョイバルサン: イーストパレス⼜は
(火)
食事:□
のカラーコピーが必要です。お申込時、お申込書などと一緒にお送りください。
ヘルレン⼜はチャダンゴート泊
※宿泊施設に限りがあるため、設備が十分に整っていない宿が基本で
す。なお、バスタブはなく、シャワーのみとなり、お湯の出が悪い
５ チョイバルサン
終⽇
朝食後、四輪駆動⾞に分乗してスンベル村へ。
など、皆様にご不便をおかけすることもありますが、辺境の地であ
8/29
途中の大草原の景色をお楽しみください。
ることをご理解のうえ、お申込み、ご参加ください。
(水) スンベル村
ホルステン川やハルハ川を流れる水に触れまし
※状況に応じて、⽇程が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ょう。
※掲載写真は全てイメージです。
朝 □
昼 □
夕 ／スンベル村:博物館ホテル(ゲル式)泊
食事:□
６
スンベル村
午前
朝食後、四輪駆動⾞に分乗してハルハ川周辺観
8/30 ノモンハン
光。ソ連・モンゴル軍の地下司令室、郷土博物館
(木)
などを⾒学します。
〜国境越え〜
午後
国境を越えて、中国へ。
ノモンハン
着後、中国側のノモンハンを観光。激しい戦闘の
アムコロ
跡が残る草原を⾒学します。観光後、アムコロへ。
朝 □
昼 □
夕 ／アムコロ:東旗中安之家⼜は同等ｸﾗｽ泊
食事:□
７
アムコロ
午前
朝食後、ノモンハン戦争の司令部が置かれた甘株
8/31
尔廟(カンジュルビョウ)を⾒学します。⾒学後、
(⾦)
専⽤バスにて満州⾥へ。また、広大な原風景の呼
倫⾙尓(ホロンバイル)大草原などで、空と草原が
溶け合う地平線までご覧いただけます。
満州⾥
午後
着後、中露⾃由市場、ロシア国境の国門、旧満鉄
の社宅、旧⽇本人学校などを⾒学します。
朝 □
昼 □
夕 ／満州⾥:満州⾥友誼賓館⼜は同等ｸﾗｽ泊
食事:□
８ 満州⾥
午前
朝食後、専⽤バスにてハイラルへ。
9/1
ハイラル
途中、呼倫(ホロン)湖、旧⽇本軍地下要塞跡など
(土)
を⾒学します。
●ツアーでは、できるだけ通信環境 Wi－Fi 無料があるホテル
ハイラル 20:56 発 夕食後、寝台列⾞にてハルビンへ。(約 11:00)
に泊まることを目指します。
※寝台は硬臥を予定。
●ツアーでは、必要とする方に、aircare.jp から質問事項を
朝 □
昼 □
夕 ／寝台列⾞泊
食事:□
お送りいただいたうえで、ツアーに同⾏し、サポートする
９
ハルビン 07:56 着 着後、ハルビン市内観光へ。(朝食は軽食)
9/2
午前〜 ⽇本陸軍七三⼀部隊遺跡などを⾒学します。
有償の旅⾏介助サポーターをマッチングいたします。
(⽇)
午後
昼食後、ホテルへチェックイン。
●ノモンハン事件の激戦地ハルハ川流域は、夏には蚊がいま
夕食まで、⾃由⾏動となります。
す。虫よけ対策が必要です。ガス入りスプレー式は持参で
朝 □
昼 □
夕 /ハルビン:⾦⾕大厦⼜は同等ｸﾗｽ泊
食事:□
きません。ガスなしのスプレーや蚊取り線香やロール式の
10
ハルビン 08:30 発 中国国際航空(CA1644)にて北京へ。(約 2:15)
ものをご持参ください。その他、帽子、水、汗拭きタオル
9/3
北京 10:40 着 着後、国際線へ乗り継ぎ。
などは必携です。
(月)
北京
12:50 発 中国国際航空(CA 183)にて帰国の途へ。(約3:20)
羽田空港 17:25 着 着後、入国審査後、解散。
●ツアーでは、1 ⽇ 1 本(500ml)のミネラルウォーターをお
機 □
機 □
× ／〜お疲れ様でした〜
食事：□
一⼈ずつにお渡しします。
※交通機関スケジュールの変更等により、⽇程が変更される場合がございます。
●ツアー中、⾃由食の場合、添乗員が提案します。ご希望者
※第 10 ⽇目の利⽤フライトは、ハルビン 11:40 発→北京 13:55 着、北京 17:10
はレストランまでお連れし、テーブルを囲みましょう。
発→羽田 21:30 着となる可能性もございます。
出発⽇と帰国⽇、旅⾏代⾦など

№
都市名
１ 羽田空港
8/25 北京
(土)
(盧溝橋)

旅行取引条件説明書 〔要約〕

旅行業約款の旅行取引条件説明書〔旅行条件書〕の要約となります。ご確認下さい。

１．募集型企画
１．募集型企画旅行契約
募集型企画旅行契約

５．取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）

①この旅行は㈱いい旅（以下“当社”といいます）と旅行者からの依頼による募集型企画旅行で
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。
②当社はお客様が当社で定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊サ
ービス（以下“旅行サービス”といいます）の提供を受けることができるように手配し、旅程管理す
ることを引き受けます。
③旅行契約の内容・条件は、パンフレット、出発前にお渡しする旅行日程表と称する確定書面
（以下“旅行日程表”といいます）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下“当社約
款”といいます）に依ります。

お客様は、次の第 6 項に記載した取消料を払って旅行契約を解除することができます。当社
の責任にならないローン、渡航手続きなどの事由による契約解除のときも次項に表記している
取消料を申し受けます。

２．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､バス等利用運送機関の運賃（等級の選択ができるコー
スと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します）。
②旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（“お客様負担”と記載されたものを除く空港・駅・埠
頭・宿泊場所）。
③旅行日程に明示した観光料金（ガイド料金、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（パンフレット等に別途の配慮が無い
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飲みものを除く食事の料金及び税・サービス料金。
⑥手荷物の運送料金
お一人様スーツケース１個の手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合はお一人様20kg 以内が原
則となっております。また、空港・駅・港・ホテル等で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ございます）。
⑦団体行動中のチップ
⑧添乗員同行コースの同行費用
※上記費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払戻はしないことが原則となります。

３．旅行代金のお支払い
お申込後に請求書をお送りしますので期日までにお申込金をご入金下さい。ご出発の 21
日前にあたる営業日より前に残る旅行代金をお支払いいただきます。

６．取消料
当企画は、下記に定める取消料をお支払いいただくことにより、契約を解除することができま
す。また、ご旅行代金は追加料金(ビジネスクラス利用料金など)につきましても差額を申し受
けますので予めご了承下さい。
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）
旅行契約の解除期日
取消料（お一人様）
特定日に旅行を開始
特定日以外に
する旅行
開始する旅行
40 日目にあたる営業日以降
31 日目にあたる営業日まで
旅行代金の10%
無料
(5 万円を上限)
30 日目にあたる営業日以降
旅行代金の20％
3 日目にあたる営業日まで
旅行開始日の前々日・前日
旅行代金の50％
・当日(旅行開始前)
旅行開始後または無連絡不参加
旅行代金の100％
※営業日は祝日を除いた月曜日から金曜日までの 9:30 から 18:30 までの当社の営業時間の
ことをいいます。お取消のご連絡はこの時間を基準に日付を数えますので、ご注意下さい。
※特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

７．旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合には旅行業約款（募集型企画旅行契
約）の規定により、その変更内容に応じて旅行代金の１％から５％に相当する額の変更補償金
を支払います。ただし、天災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送･宿泊機関等のサービス提
供の中止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供という事由により旅行の安全かつ
円滑な実施が極めて難しい場合と､変更補償金の額が１０００円未満の場合は、変更補償金は
支払いません。

４．旅行代金に含まれないもの

８．旅行条件・旅行代金の基準日

第 2 項の他はパンフレットに特別な記載がされていない場合を除き、旅行代金に含まれま
せん。その一部を以下に例示します。
①超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超えるものに対して）
②クリーニング代、電報電話（ファクシミリやインターネット接続を含む）料、ホテルのボー
イ・メイド・ポーター等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに
伴う税・サービス料等。
③渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代、査証料とその手数料、渡航手続代行料金、予防接
種料金、健康診断書など）。
④お一人部屋を利用される場合、ビジネスクラス利用の場合等の追加料金。
⑤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及び旅行開始日の
前日と旅行終了日当日等の宿泊費など。
⑥任意加入の海外旅行傷害保険料。
⑦旅行日程中の海外の空港税、通行税、空港利用料や航空会社の定める燃油付加運賃（燃油
サーチャージ）など（ただし、空港税を含むことを当社がパンフレットに明示したコースを除きま
す）。

平成３０年４月１日現在、有効なものとなります。

９．渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては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。お申し込みの際にご確認下さい。海外渡航関連情報は、外
務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
外務省海外安全相談センター：電話０３－３５８０－３３１１（内線：２９０２）
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下さい。
URL:http://www.forth.go.jp/

■当ツアーの企画・ご質問・ご相談は
■旅行主催・お申し込みは、

トラベルデザイナーおそどまさこ事務所

株式会社いい旅

りゅうせきどう

担当：龍石堂、松澤
（一般社団法人 日本旅行福祉推進会議 内）
TEL:０３-５４０５-４０５２

おそどまさこ直通 旅のご相談 ０９０－３２０８-１０５１
E メール：osodomasako@aircare.jp
ホームページにもツアーパンフレットを掲載、印刷もできます。

http://traveldesigner.ne.jp
☎ ０４２-３７２－８５０１
メッセージ電話＆FAX：０５０－３５８８-４１５０
〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-4-1-801

FAX:０３-５４０５-４０５５

E メール：kikaku@etours.jp
営業時間：月曜日～金曜日 9:30～18:30(土、日曜、祝祭日休み)
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-7-17 イーグル浜松町ビル 5 階
総合旅行業務取扱管理者：黒崎康弘、龍石堂淳
観光庁長官登録旅行業(第 1 種)第 1737 号／日本旅行業協会正会員
／東京海上日動火災保険株式会社代理店

