※個室利用料、燃油サーチャージ料以外は含まれています。詳細は裏面の条件書をご確認ください。
南天会会員以外の方でも変わらずご参加できます。

ディクシャブーミ（改宗ドーム）

マンセル遺跡（ナグプール郊外）

ドンガルカルでの仏教徒大会の様子

ラトナギリの仏像

旅行企画

南天会主催の佐々井秀嶺上人を訪ねる旅行です。通年のチャティ

南天会

井上人の本拠地ナグプールに２泊。マンセル遺跡、龍樹連峰をめ

スガル州ドンガルカルで行われる世界仏教徒大会に参列し、佐々
ぐり、インド仏教総本山大改宗広場に参拝します。後半は仏教が

旅行実施

広がるのに重要な役割を担ったアショカ王が仏教に改宗したオリ
ッサ州の一大仏教遺跡群を巡ります。また、マニアバンダ仏教徒
村で機織りの見学や交流をする予定です。

日程表
月
１

日（

）

２０２０年
２月 ５日
（水）

訪

問

都 市

時刻

交通機関

摘

要

午前９時、成田空港第二ターミナル集合
成田空港

発

11：15

デリー

着

17：00

AI-306

インド航空にて首都デリーへ
着後、入国審査の後、ガイドと共にホテルへ
（デリー：アショクカントリーリゾート泊）

２

２月 ６日
（木）

デリー

発

05：20

ライプール

着

07：05

AI-469

早朝、国内線にてライプールへ
着後、専用車にてドンガルカルへ

(ドンガルカル)

着後、仏教徒大会に参列

ナグプール

夕刻、ナグプールへ

着

泊）
３

２月 ７日
（金）

終日、ナグプール郊外の寺院や遺跡を訪問
ナグプール

終日

専用車

（マンセル、ラームテク）
泊）

４

５

２月 ８日
（土）

２月 ９日
（日）

午前、インドラ寺とディクシャブーミ訪問
ナグプール

発

13：00

デリー

着

14：40

デリー

発

18：40

ﾌﾞﾊﾞﾈｼｭﾜﾙ

着

20：55

ﾌﾞﾊﾞﾈｼｭﾜﾙ

発

08：00

ラトナギリ

着

10：00

6E-134

午後、国内線にてデリーへ
着後、国内線を乗り継ぎ、ブバネシュワルへ

AI-473

着後、ホテルへ
（ブバネシュワル：ヒンダスタンホテル泊）

専用バス

終日、オリッサの仏教遺跡の見学
（ラトナギリ、ウダヤギリ、ラリトギリ）
（ラトナギリ：トシャルラトナギリ泊）

６

２月１０日
（月）

ラトナギリ

発

08:00

ﾏﾆｱﾊﾞﾝﾀﾞ村

着

11:00

専用バス

朝食後、マニアバンダ仏教徒村へ
着後、機織り村見学
後、ダウリのアショカ王の碑文の見学へ

ﾌﾞﾊﾞﾈｼｭﾜﾙ

着

18：00

見学後、再びブバネシュワルへ
（ブバネシュワル：ヒンダスタンホテル泊）

７

２月１１日
（火）

ﾌﾞﾊﾞﾈｼｭﾜﾙ

発

09：45

デリー

着

12：05

AI-076

午前、国内線にてデリーへ
着後、昼食の後、簡単なデリー市内見学とショッピングへ
後、空港へ

デリー

発

21：15

AI-306

空路、帰国の途へ
（機中泊）

８

※

２月１２日
（水）

成田空港

着

08：45

着後、入国審査と通関の後、解散

食事記号：

ＢＪ２プランの保険料と保険金額
※
※
※

現地事情により日程・利用交通機関・宿泊施設を変更する
場合がございます。
上記日程表の時刻は、すべて現地時間で記入しております。
日本とインドの時差は－３時間３０分です。
（日本の正午＝インドの午前８時３０分です）

今回の８日間の保険料は８，８４０円です。
傷害死亡・障害後遺障害・・３０００万円
治療・救援費用・・・・・・・・・無制限
応急治療・救援費用・・・・・３００万円
疾病死亡・・・・・・・・・１０００万円
賠償責任・・・・・・・・・・・・１億円
携行品・・・・・・・・・・・・３０万円
旅行中の事故による緊急費用・・・５万円

ドンガルカル仏教徒大会
毎年２月６日、チャティスガル州ドンガルカル
市で行われる世界仏教徒大会。市内のお寺から、
郊外の智恵山の黄金の大仏まで地元の仏教徒の
人たちと一緒に行進します。

ナグプール
地理的にはインドのへそに当たり、マハーラシュトラ州に属し
ています。英国統治下ではインド中央州全体の州都でした。人
口２０５万、標高３０５ｍにあり、オレンジ栽培が盛んに行わ
れています。１９５６年初代インドの法務大臣であるビームラ
オ・ラムジ－アンベードカル博士が数十万人の人々と共に、仏
教への改宗宣言を行い新たな仏教徒の誕生の場所でもありま
す。新見市出身の佐々井秀嶺師は、ここを中心に仏教活動を行
っています。

マンセル・ラームテク
南天鉄塔と目されるマンセル遺跡は、佐々井上
人が発見発掘した大遺跡で、近年研究が進み龍
樹菩薩との関係が証明されつつあります。日本
人による再発掘プロジェクトも進行中です。ラ
ームテクの龍樹菩薩大寺は、佐々井上人の活動
の新たな拠点として２０１０年に落慶しまし
た。寺の正面に巨大な蛇のように横たわる龍樹
連峰は、ナーガールジュナ龍樹菩薩ゆかりの重
要な場所と考えられます。

ブバネシュワル・コナーラク
州都・ブバネシュワルは寺院町として有名で、最も栄えた時に
は近郊まで含めると 7,000 以上の寺院があったと言われていま
す。主な見学地はブバネシュワルのリンガラージ寺院やコナー
ラクの太陽（スーリア）寺院です。リンガラージ寺院はヒンド
ゥー教徒以外は入ることはできませんが、年に一度、夏に行わ
れるラトゥ・ヤトラ祭りが有名で、高さ約１４ｍの山車が出ま
す。この山車は、京都の祇園祭の山車の原型とも言われていま
す。また、コナーラクにある太陽（スーリヤ）山車の形をした
寺院は、太陽神スーリヤをお祀りする寺院で、山車の車輪の形
が１日を表し、そのスポークの一本一本に人々の１日の営みが
彫刻されています。
インド共和国の一般事情
面積：３２７万平方㎞（日本の約９．５倍）
人口：約１３．４億人中国に次ぎ世界第２位
通貨：ルピーとパイサ（１ルピー＝約１．９円）
電圧：２２０Ｖ、５０サイクル
＊日本の電化製品は使えません。
時差：日本の３時間３０分遅れ
＊日本時間の正午は現地の午前８時３０分です。
言葉：ヒンディー語、英語、タミル語など
宗教：ヒンドゥー教、イスラム教、仏教、キリスト教、
スィク教、ジャイナ教など

オリッサ州の仏教遺跡
オリッサ州の州都ブバネシュワールから３５㎞
にあるカタックは 1950 年までオリッサ州の州都
として栄えました。現在のカタック市内に見る
ものはほとんどありませんが、北の北東には「ラ
リトギリ」「ラトナギリ」「ウダヤギリ」という
仏教遺跡があります。ラトナギリ遺跡は、6 世紀
から１２世紀にかけて栄えた寺院が残り、ラリ
タギリからは仏舎利も発掘されました。ここカ
タックの仏教遺跡は西ベンガル州からバングラ
ディシュにかけて栄えた後期の仏教遺跡です。

各地の気温
主な訪問地

１月

２月

３月

最高気温

１７．２ ２４．２

３２．５

最低気温

７．２ １２．１

１７．８

ナグ
プール

最高気温

２８．６ ３２．７

３７．４

最低気温

１３．５ １６．２

１９．０

東

平均気温

デリー

京

４．７

５．４

１１．５

お申込要領

お申込・お問い合わせ

南天会事務局
佐伯隆快

旅行期間：２０２０年２月５日(水)
～２月１２日(水)（８日間）
旅行代金：２８３，０００円

〒710-0004 岡山県倉敷市西坂 1582-1
TEL:FAX：086-463-9391
または

※

成田空港発着

※

食事：朝６回、昼６回、夕５回

観光庁長官登録１５１０号・日本旅行業協会正会員

株式会社トラベルサライ

○一人部屋追加代金：４８，０００円

〒541-0047 大阪市中央区淡路町１-2-１０ ＲＲビル
TEL06-6232-3012・FAX06-6232-3013

○最少催行人員：１０名様
申し込み方法
お申し込みいただく際は、送付の申込書に必要事項をご記入いた
だき、弊社宛ご郵送下さい。
（ＦＡＸ可）
また、申込金は下記銀行又は郵便局にてお振り込み下さい。
※ クレジットカードでのお支払いはできません。
申 込 金：６０，０００円
申込締め切り：２０１９年１２月２０日（金）

お申込金等お振込先
三井住友銀行
普通

備後町（びんごまち）支店

１２３１３３３(株)トラベルサライ

郵便局００９５０-１-６６０２３(株)トラベルサライ

同等クラスホテルリスト
●
●
●

デリー：マップルエメラルド
ナグプール：プライドホテル
ブバネシュワル：ホテルスウォスティ

フリーダイヤル０１２０－４０８－１２８
総合旅行業務取扱管理者：奥村雅堂・諏訪圭二郎
担当：石田、保井、松本
ご注意とお願い
●旅行代金はエコノミー席利用の場合の代金です。
●交通機関の都合等やむを得ない事情により、発着時刻、訪問地、宿泊地、利用ホテル等、
日程の一部に変更を生じることがあります。
●機内食は食事回数に含まれておりません。機内食は利用便によって軽食となったり、提供
されない場合や、ホテル、レストランの食事となる場合があります。また、逆にホテル、
レストランの食事が機内食に変更となる場合があります。
●現地国内線は、機材調整また、全離発着が整備されていないために、予告なく運休や大幅
な遅延、予約超過が起きる事があります。又、運行スケジュールもひんぱんに変更になり
ます。その際には、空路を変えてバスや列車などで移動することになり、やむなく観光な
どが一部変更、割愛になります。
●当旅行の訪問国では各宗教や各州によって祝祭日があり、直前でないとわからない場合も
あります。観光施設の突然の休館もあります。
●食事は可能な限りレストランでおとりいただきますが、スケジュール上や衛生上やむを得
ず簡単なお弁当を御用意することも御座います。
●航空機は日程表中に記載された便を予定しておりますが、利用便の都合上他の便、または
他の航空会社に変更となる場合がございます。
●宿泊ホテルを記入している場合でも、現地事情により同等クラス以上のホテルをご利用頂
く場合があります。各地の変更ホテルは左記の通りとなります。

渡航手続きのご案内
今回ご訪問いただくインドは、訪問の際に観光査証の取得が義務づけられています。査証は、弊社にて代行取得させていただきますが、
旅券など必要書類をお預かりしなければなりませんので、以下のものをご用意下さいますようお願い申し上げます。

パスポートお持ちの方
インド査証取得の為、２０２０年８月５日まで有効なパスポートと証明写真１枚が必要です。

パスポートをお持ちでない方（＊パスポート申請の為に下記の書類が必要です。
遅くとも２０１９年１２月中旬までに取得していただきますようお願い申し上げます）
①申請書・・・１通 ②証明写真（縦４．５ｃｍ×横３．５ｃｍ）
・・・１枚 必ずパスポ－ト用の写真をお貼り下さい。
③戸籍謄本（６ヶ月以内発行のもの）・・・１通
④住民票（住基ネット対応地区は不要）・・・１通
⑤身分証明書（運転免許証など） ⑥前回発行のパスポ－ト（以前取得した方）＊残存期間１年未満になった方で切り替えを申請する場合

旅行条件(要約)

お申込の際には、必ず旅行条件書をお受け取り下さい。

旅行代金に含まれている経費
● 日程表に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃
● 日程表に含まれる送迎バス等や観光の際の交通費
● 日程表に記載された観光の際の入場料、ガイド料、税金
● 宿泊の料金、税、サービス料(二人部屋に二人ずつの宿泊で、バ
ス・トイレ付きを標準とします。地域によりバスタブがなくシャ
ワーのみの部屋となる場合があります。)
● 食事の料金・税金・サービス料。
● 添乗員の同行費用、現地日本語ガイドの費用
● お一人様国際線２３キロ、国内線１５キロの荷物運搬料
● インドビザ代(１，５５０円) ●空港税(５，５１０円)
● 国際観光旅客税(１，０００円) ●査証取得等手続き代行料
取消料のご案内

旅行代金に含まれていない経費
● 旅券取得の際の印紙代
● 超過手荷物料金、クリーニング代、電報電話料、飲物代、記念写真代、
ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他個人的性質の諸経費。
● お客様の傷害、疾病に関する医療費、予防注射、入院費
● 旅行日程に明示されていない食事料金
● 自由行動中の諸費用。
● ご自宅より集散地点までの国内交通費。
● 一人部屋追加代金（４８，０００円）
● 燃油サーチャージ料（１７，０００円）
※燃油サーチャージ料は年に数回改訂されます。金額に変更があった
場合は、実費を徴収させて頂きます。
上記は 201９年８月１日以降の料金。

★お客様のご都合によりご参加をお取り消しになる場合は、以下の取消料が必要となります。
（注：旅行代金にかかる取消料となり査証料、代行料など実費は別途申し受けます。）
① １月６日～２月３日までのお取り消し……………………………… 旅行代金の２０％（注： 同
上）
② ２月４日～２月５日集合時間までのお取り消し ………………… 旅行代金の５０％（注： 同
上）
③ 無連絡不参加、旅行開始後の解除……………………………………旅行代金の全額 （注： 同
上）
注）インド観光査証は取得制限があり、早めに取得させていただく場合があります。 予めご了承ください。

