
2016年9月吉日

会員各位

日本・パプアニューギニア協会

会長　山下　勝男

　予てより協会会員の皆様から、協会派遣として会員の為に親善訪問団を計画してほしいとの希望が寄せられて

いました。この企画は、両国間の友好親善を目的とする協会設立の趣旨にも沿うものとして、協会事務局として

もその実現につき検討しておりましたところ、この度、協会設立１２周年記念事業の一つとして、また７月から

のニューギニア航空週２便再就航をお祝いする意味でも望ましいものと考え、次の要領で実施することになりま

した。村田名誉会長も快く訪問団の団長を引き受けて頂くことになりました。また、訪問実施にあたっては、

在ＰＮＧ日本国大使館のご指導とご支援を仰ぎながら、大使公邸でのレセプションをはじめ両国親善促進の為に

有意義となると思われるプログラムを組み入れています。会員の皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。

■旅行期間：　２０１６年１１月５日（土）～１１月９日（水）　３泊５日

■コース・参加人員別旅行代金表(2名1室利用/大人1名様）

■旅行代金に含まれるもの ■旅行代金に含まれないもの

(1)航空・船舶・鉄道などの運賃 (1)成田空港施設使用料及び旅客保安サービス料

(2)送迎車、送迎バス等の運賃・料金 (2)現地空港税（日本払い）

(3) ホテル等の宿泊代金および税・サービス料金（２名1室利用） (3)燃油サーチャージ及び外貨換算サーチャージ

(4)日程表に明示した食事・飲み物の料金および税・サービス料金 (4)渡航手続費用（旅券・査証の取得料金、渡航手続取扱料金）

(5)日程表に明示した観光の入場料・拝観料等 (5)超過手荷物料金

(6)現地係員費用（ガイド・アシスタント・通訳等） (6)個人的な費用（電話・電報料・クリーニング代・追加飲食費用等）

(7)手荷物運搬料金（航空機に預ける手荷物） (7)傷害・疾病に関する医療費

(8)旅行特別補償保険（死亡後遺障害、入院、通院、携行品） (8)任意でお申し込みの海外旅行保険

(9)現地関係機関への謝礼。

■お取り消しの場合の取消料について

お客様は、いつでも右記に定める取消料を支払って旅行契約を

解除することができます。 a 30日目にあたる日以降、3日前まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。 b 旅行開始日の前々日、前日、当日

但し、当該日が当社の休業日の場合（土・日・祝）は、その前日が c 旅行開始後または無連絡不参加

該当日となります。

■参加資格：　日本・パプアニューギニア協会会員及びその配偶者と１親等の親族

※上記以外の方もご参加頂けますが、事前に日本・パプアニューギニア協会へのご入会をお願い致します。

　 入会には右記、年会費が必要です。　個人会員5,000円、法人会員 50,000円、学生及びPNG国籍者 1,000円

■旅行日程：　裏面日程表を参照ください。

■募集人員：　各コース6名様を最少人員とし、総人員30名様になります。
※参加希望者が定員を上回った場合は、恐縮ですが抽選とさせて頂きますので予めご了承の上お申し込み下さい。

■申し込み締切日：　２０１６年１０月１２日（水）

■注意事項：　①パプアニューギニア入国には、パスポートの残存期間が入国時に６ケ月+滞在日数以上必要ですので

　　 不足の方は更新をお願いいたします。

 　   ②パプアニューギニア入国には、観光ビザが必要です。ポートモレスビー空港にて到着時に取得することが

　   出来ますが、入国手続きの時間短縮のため日本での事前取得に、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

■お申込・お問い合わせ：　　　　　　 NPO法人　日本・パプアニューギニア協会　事務局

　住所：〒102-0074 東京都千代田区九段南２－２－１　エース九段ビル８階
　TEL： 03-5216-3555  　　FAX: 03-5216-3556      担当：　島田

■旅行企画・実施： 観光庁長官登録旅行業第１００９号　株式会社 かもめ　 顧客サービス課

　住所：〒105-0003 東京都港区西新橋1-10-2　住友生命西新橋ビルB１
　TEL： 03-3506-0747  　　FAX: 03-3506-8536      担当：　佐藤

旅行代金の50%

旅行代金の100%

旅行契約の解除期日 取消料

旅行代金の20%

ウェワクとポートモレスビー５日間 ¥182,000 ¥171,000 ¥165,000 ¥27,000

¥166,000 ¥161,000 ¥28,000

¥179,000 ¥171,000

¥2,610
¥8,640
¥11,420

コース名
参加人員による旅行代金（各コース毎になります。） 一人部屋

追加代金

ラバウルとポートモレスビー５日間 ¥173,000

実施要領

『日本・パプアニューギニア協会親善訪問団』催行及びご参加のお願い

ゴロカとポートモレスビー５日間 ¥193,000 ¥32,000

ビジネスクラス追加代金(成田/ﾎﾟｰﾄﾓﾚｽﾋﾞｰ往復のみ） 全コース共通  \1８０,０００

６名様 ８名様 １０名様



食事 食事 食事

夕刻:

夜　: 夕 機

《機中泊》

早朝: ポートモレスビー着 朝 ○ 早朝: ポートモレスビー着 朝 ○ 早朝: ポートモレスビー着 朝 ○

空港そばのホテルにて朝食後 空港そばのホテルにて朝食後 空港そばのホテルにて朝食後

朝　: 国内線でラバウルヘ 昼 ○ 朝　: 国内線でゴロカヘ 昼 ○ 朝　: 国内線でウェワクヘ 昼 ○

午前: ラバウル着 午前: ゴロカ着 午前: ウェワク着

ガイドが出迎えココポ地区の 夕 ○ ガイドが出迎え周辺渓谷の 夕 ○ 同行ガイドとウェワク観光へ 夕 ○

観光へご案内 の眺望観光へご案内 ●日本軍洞窟 ●平和公園

●戦争博物館 ●ブナポペ教会 ●アサロ渓谷 ●ベナ渓谷 終日: ●ブランディスクール

ホテルにて昼食 レストランにて昼食 ●ミッションヒルなど

午後: NGOプロジェクト「オイスカ」へ 午後: マッドマンの村へ ホテルにて昼食

施設視察と研修生との交流 マッドマンのパフォーマンス鑑賞

夕刻: ホテルヘ戻ります。 夕刻: ホテルヘ戻ります。 夕刻: ホテルヘ戻ります。

ホテルにて夕食 レストランにて夕食 ホテルにて夕食

《ラバウル泊》 《ゴロカ泊》 《ウェワク泊》

ホテルにて朝食 朝 ○ ホテルにて朝食 朝 ○ ホテルにて朝食 朝 ○

終日ラバウル市内観光 午前: 村の小中学校や高校訪問 ソマレ知事表敬訪問（予定）

終日: ●大発洞窟 ●旧東飛行場 昼 ○ 子供たちと交流 昼 ○ 終日: 小学校など訪問及び交流（予定） 昼 ○

●火山観測所 ●山本バンカー 村でシンシンとムームーランチ 近郊の慰霊地訪問など（予定）

●平和祈念碑 など 夕 ○ 午後: ゴロカ市内観光 夕 ○ ※現在、現地調整中です。 夕 ○

旧市内にて昼食 ●博物館 ●ゴロカ大学 レストランにて昼食

●コーヒー焙煎工場など

夕刻: ホテルヘ戻ります。 夕刻: ホテルヘ戻ります。 夕刻: ホテルヘ戻ります。

ホテルにて夕食 レストランにて夕食 レストランにて夕食

《ラバウル泊》 《ゴロカ泊》 《ウェワク泊》

ホテルにて朝食 朝 ○ ホテルにて朝食 朝 ○ ホテルにて朝食 朝 ○

早朝: 空港へご案内 朝　: 空港へご案内 早朝: 空港へご案内

朝　: 国内線でポートモレスビーへ 昼 ○ 午前: 国内線でポートモレスビーへ 昼 ○ 朝　: 国内線でポートモレスビーへ 昼 ○

午前: ポートモレスビー着後市内観光 午前: ポートモレスビー着後市内観光 午前: ポートモレスビー着後市内観光

●国会議事堂 ●PNG大学 夕 ○ ●国会議事堂 ●PNG大学 夕 ○ ●国会議事堂 ●PNG大学 夕 ○

●植物園 ●ワイガニ官庁街など ●植物園 ●ワイガニ官庁街など ●植物園 ●ワイガニ官庁街など

観光後　志村ロッジにて 観光後　志村ロッジにて 観光後　志村ロッジにて

昼食及び視察 昼食及び視察 昼食及び視察

午後: ホテルチェックイン後自由行動 午後: ホテルチェックイン後自由行動 午後: ホテルチェックイン後自由行動

夕刻:

《ポートモレスビー泊》

朝 ○

午前: 昼 ×

午後:

夜　: 夕 機

食事回数

添乗員

上記日程は、ご参加人員及び現地事情により今後変更になる場合がございますので、
予めご了承の程お願い申し上げます。

同行致しませんが、各コース毎に現地係員がお世話致します。

最少催行人員 各コース：６名様以上　※催行人員に満たない場合そのコースの中止または代金の見直しをさせて頂きます。

＜お願い＞

ラマナホテル、エラビーチなど ラマナホテル、エラビーチなど ラマナホテル、エラビーチなど

朝食４回、昼食３回、夕食３回 朝食４回、昼食３回、夕食３回 朝食４回、昼食３回、夕食３回

利用予定
ホテル

ラバウル ゴロカ ウェワク

ラポポ・プランテーションリゾート
（ガーデンベイサイド）

エマニエルロッジ イン・ウェワク・ブティックホテル

ポートモレスビー ポートモレスビー ポートモレスビー

11月09日
（水）

ホテルにて朝食

出発まで自由行動

ホテルをチェックアウト後空港へご案内

ニューギニア航空直行便にてポートモレスビーを出発帰国の途へ

成田空港到着　通関後解散

11月05日
（土）

成田空港第２ターミナル「Ｄカウンター」集合

ニューギニア航空直行便にてポートモレスビーへ向け成田を出発

11月06日
（日）

11月07日
（月）

11月08日
（火）

日本大使公邸へ表敬訪問及び大使主催レセプション（親日的な現地の方々も参加されますので団員は全員必ずご参加下さい）

日本・パプアニューギニア協会親善訪問団日程表

日次
ラバウル＆POM ゴロカ＆POM ウェワク＆POM

スケジュール、宿泊地、食事 スケジュール、宿泊地、食事 スケジュール、宿泊地、食事


	日・パ協会ツアー募集（表）
	日・パ協会ツアー募集(裏)

