
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シギリアロック（ｲﾒｰｼﾞ） 

 

 
 

 

観光庁長官登録旅行業第 1668 号／社団法人全国旅行業協会正会員 



●インド洋に浮かぶ魅惑の島スリランカの、５つの世界遺産を訪れる！ 

●光り輝く島スリランカ各都市を巡り、独特の歴史や文化、自然に触れる！ 

●キャンディでスリランカ最大のお祭り「エサラ・ペラヘラ祭」を鑑賞！ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     金色の仏陀           スリーマハー菩提樹           ゾウの孤児院 

 

「光り輝く島」という意味を持つスリランカには、本当に輝きを放つほど魅力

的な場所が多くあります。その中でも、是非行って頂きたい、見て頂きたい場所

を選びました。 

仏教の歴史を知り、肌で感じることの出来る多くの世界遺産、一年を通して温

暖な気候により育まれている豊かな自然。美しい風景やスリランカの人々の人柄。

その全てが訪れる人々を惹きつけるのでしょう。 

今回は、聖地アヌラダプラ、古代都市シギリヤ、ポロンナルワ、黄金色に輝く

ダンブッラの石窟寺院、聖地キャンディをまわり、途中ではゾウの孤児院やスパ

イスガーデン、ウミガメ保護施設などを見学します。 

また、スリランカ最大規模のお祭りである「ペラヘラ祭」の鑑賞をお楽しみい

ただきます。 

   ペラヘラ祭 
シンハラ人の信仰する神々を祀る、年に一度の大きなお祭りで

す。数日間に亘りさまざまな祈願を行いながら、司祭が御神体を

担いで回り、またゾウの背中に載せて巡行します。 

そしてその中でもとりわけ有名なのが、エサラの月の新月から

満月にかけての2週間キャンディで執り行われる最大のイベント

エサラ・ペラヘラ祭です。 

ペラヘラには「行列」や「行進」の意味があり、祭では旗持ち

や太鼓たたき、踊り手、ゾウ、輿などが行列となり練り歩きます。

電飾されたゾウを先頭に、音楽隊やダンサーなどの群が街中を歩

いてパレードするのがペラヘラの由来となっています。 

そんな華麗なペラヘラ祭から人々の感謝や祈り、宗教と社会の

動態を見ることができるでしょう。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BE%E3%82%A6


月 日 都 市 名 交通/時刻 ス ケ ジ ュ ー ル 食 事 

8/13 

(土) 

新千歳      発 

インチョン    着 

インチョン    発 

14:15 

17:10 

23:50 

KE766 便にてインチョンへ。 

KE473 便にてコロンボへ。 

【機内泊】 

朝－ 

昼－ 

夕－ 

8/14 

(日) 

コロンボ   着 

 

アヌラダプラ 

ミヒンタレー 

シギリヤ 

04:30 

 

専用車 

 

 

コロンボ到着後、専用車にてアヌラダプラへ。 

アヌラダプラ着後、レストランにて朝食。 

その後、世界遺産アヌラダプラ（ルワンウェリ・サーヤ大塔、スリーマハー菩提樹、

イスルムニヤ精舎など）を観光します。その後、ミヒンタレー遺跡群を観光します。 

観光後はホテルへ。ごゆっくりお休みください。 

【ハバラナ/ダンブッラ/シギリヤ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

8/15 

(月) 

シギリヤ 

 

ポロンナルワ 

専用車 

朝食後、世界遺産シギリヤロックを観光します。 

昼食後、世界遺産ポロンナルワを観光します(クワドラングル、ガルヴィハーラ、

宮殿跡など）。観光後、ホテルへ。     【ハバラナ/ダンブッラ/シギリヤ泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

8/16 

(火) 

ダンブッラ 

タンブッラ 

マータレー 

キャンディ 

専用車 

朝食後、世界遺産ダンブッラの石窟寺院を観光します。 

観光後、キャンディへ。途中でスパイスガーデンやバティック工場を見学。 

着後、世界遺産キャンディ市内観光（キャンディマーケット、仏歯寺など）。 

夜はスリランカ最大のお祭り ペラヘラ祭 を鑑賞。     【キャンディ/泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

8/17 

(水) 

キャンディ 

 

ピンナワラ 

ベントタ 

専用車 

朝食後、南西海岸の町ベントタへ。 

途中、保護されたゾウが 100 頭余りいるピンナワラのゾウの孤児院へ。 

ベントタでは、ウミガメ保護施設の見学、リバークルーズ、夜にはウミガメ産卵の

観察をお楽しみください。                  【ベントタ/泊】 

朝○ 

昼○ 

夕○ 

8/18 

(木) 

ベントタ 

コロンボ 

 

コロンボ  発 

専用車 

 

 

19:00 

朝食後、コロンボへ。着後、コロンボ市内観光とショッピングをお楽しみ下さい。

フォート地区&ペター地区(車窓)、ゴールフェイスグリーン(下車)、ガンガラーマ

寺院(入場)。その後、空港へ。 

KE474 便にてインチョンへ。                   【機内泊】 

朝○ 

昼○ 

夕－ 

8/19 

(金) 

インチョン  着 

インチョン  発 

新千歳    着 

07:00 

10:10 

12:55 

KE765 便にて新千歳へ。 

朝－ 

昼－ 

夕－ 

 

このツアーの企画担当 ： 込堂大輝 （新入社員） 

本年４月１日ノマドに入社しました込堂大輝と申します。「こみどうだいき」と読みます。どうぞ

宜しくお願いいたします。 

私の実家は北海道の十勝にある農作物やパークゴルフで有名であり、陸上選手の福島千

里さんの出身地である幕別町という町です。ちなみに、「込堂」という苗字は福島県の南相馬

市に多いと言われています。 

私の趣味は、釣り・登山・食べること・筋力トレーニングです。自然に触れる事、身体を動か

すことが大好きです。幼い頃から様々なスポーツをやっており、体力や忍耐力には自信があります。学生時代は野生動

物・自然保護コースという分野で自然・ガイド・環境調査などについて勉強しました。 

その後、実習を経て株式会社ノマドで社会人生活をスタートいたしました。入社に先立って

は、憧れの国スリランカでの一人旅も経験しました。 

まだまだ分からない事ばかりの毎日ですが、一日も早く仕事を覚え、たくさんの経験を積み、

皆様のお役に立てるよう、いつも笑顔で元気に頑張ってまいります。 

何卒、ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします！ 



■旅行代金：新千歳発着 299,000円 ※東京、大阪、名古屋発着同額（その他の地域はお問合せ下さい）。 

■一人部屋追加代金：45,000円 

■最少催行人員： 6名(最大募集人員 10名) 

■添乗員：新千歳空港より 込堂大輝 が同行いたします。 

■食事：朝 5回・昼 5回・夕 4回 （機内食を除く） 

■利用予定航空会社：コリアンエアー 

■利用予定ホテル：シギリヤ・ハバラナ＝シギリヤビレッジ、カサッパライオンズ、カメリアリゾート＆スパ、エレファスホテル、

シギリヤレストハウス/タンガッラ＝タプロスパホテル、ポルトフィーノリゾート/キャンディ＝スイス、トパーズホテル、ホテルヒ

ルトップ、ホテルカーサマラ、デボンホテル、クイーンズホテル、ツリーオブライフ、ランドフールリゾート(または同等クラス) 

■ビザ：必要  ＥＴＡ取得費用として別途 7,900円 を申し受けます。パスポートコピーをご提出下さい。 

注： パスポート残存有効期間：入国時 6 ヵ月以上必要。 

■空港諸税、燃油サーチャージは別途実費を申し受けします。（目安：約 7,000円／2016年 4月現在） 

服装、装備、食事など 

 現地ではコロンボ国際空港発着にて、日本語ガイドが同行します。 

 気候は温暖で年間の平均気温は 30℃近くと暑い国です。しかしながら、内陸部では朝晩気温が下がる事があ

りますので、暑さと寒さ両方に対応できる服装をご用意ください。 

 強い紫外線から肌を守るため、サングラス、帽子、日焼け止めなどの準備が必要です。 

 飲料水については、水道水ではなくミネラルウォーターをお勧めいたします。 

 食事はホテル内、或いはローカルレストランとなります。 

 現地通貨はスリランカルピーです（1 ルピー＝約 0.75 円/2006 年 4 月現在）。現地で両替、或いは ATM での

キャッシングも可能です。クレジットカードは概ね使用できます。 

 海外旅行保険への契約をお願いいたします。弊社では AIU 保険会社を取り扱っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご参加の皆様へ＜旅行条件抜粋＞ 
お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。旅行条件は、パンフレットの内容、条件によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。 

■募集型企画旅行契約 
この旅行は、株式会社ノマド（以下「当社」という）が企画募集し実施する企画旅行です。旅行に参加されるお客様は当社と企

画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。 

■旅行のお申し込み及び契約成立時期 

旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。（通

信契約の場合を除きます。） 

■お申込金（お一人様） 
●旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％以上旅行代金まで 

■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、下記の金額を取消料として申し受けます。（お一人様） 

旅行契約の解除期日 
4/27～5/6、7/20～8/31、 

12/20～1/7に開始する旅行 
左記以外の日に開始する旅行 

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％ 

（１０万円を上限） 
無料 

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～１５日

目にあたる日まで 

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円 

旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円 

旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円 

旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２万円 

旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって１４日目にあたる日以降～３日目

にあたる日まで 

旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前々日～旅行開始日まで 旅行代金の５０％ 

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 

■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２１日目にあたる日より前に（お申し込み間際の場合は当社らが指

定する期日までに）お支払いください。 

■旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した★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、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様と

します。）を含みません。★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消費税等諸税、サービス料★お一人様につきスーツケース

等１個の受託手荷物運送代金。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い戻しはいたしません。 

■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★運送機関の課す付加運賃・料金

★クリーニング代、電報電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付その他個人的性質の諸費用とそれに伴

う税・サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行日程中の空港税、空港使用料等 

■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別紙特別補償規

程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且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、予め当社約款特別補償規程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。 

■旅行条件（抜粋）基準日  
この旅行条件は、2016 年 4 月 1 日を基準としています。又、この旅行代金は、2016 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、又は 2016年 4月 1日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。 

■個人情報の取り扱いについて 
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく

ほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な

範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペー

ンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の

作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される

場合は出発前までにお申し出下さい。 

■その他 
旅行代金は特に記載のない限りお一人様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。また、旅行の中途離団等、お客様の都合で旅行日程を変更する場合は、別途追加手数料等を

お支払いいただいた上で可能な限りご希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状況により不可能な場合があります。ま

た、「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合があります。 

◎海外危険情報・衛生情報について 

「外務省海外危険情報」は「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」または、外務省海外安全情報センター

（TEL:03-5501-8162／受付時間：外務省閉庁時を除く 09:00～17:00）などでご確認いただけます。 

渡航先の衛生状況は「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認いただけます。 

■旅行企画・実施 

株式会社ノマド 
〒060-0062 札幌市中央区南 2条西 6丁目 8番地一閤ビル 5階 

観光庁長官登録旅行業第 1668号 

総合旅行業務取扱管理者  早坂悟  

tour@hokkaido-nomad.co.jp 

■お申し込み・お問い合せ  ツアーデスク 

TEL 011-251-1900 

FAX 011(261)2019    外務員氏名                      

 

http://www.forth.go.jp/

