
タビーズは上質な旅をお届けします の旅

滞在地 時間 スケジュール

1 東京
成都 夕刻

成田空港出発２時間前集合
■成田発、国際線にて空路成都へ（17:25発予定）

成都着後ホテルへ
＜錦江賓館錦苑楼（成都）泊＞ 朝× 昼：× 夕✈

2 成都
芭溝
犍為

午前
午後

陸路犍為へ
■石渓より小型蒸気機関車芭石鉄道乗車、芭溝へ
■四川炭坑博物館見学
■時が止まったような町「芭溝」散策

カートにて馬廟へ、専用車にて宿泊ホテルへ
＜百海暇日大酒店（犍為）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

3 犍為
羅城
楽山
汶川

午前

午後

陸路楽山へ
■途中古い街並みが残る船形の町「羅城古鎮」散策
■世界最大の大仏「楽山大仏」【世界遺産】見学
（遊覧船による川から及び陸上からの観光）

専用車にて陸路成都を通過し汶川へ
＜凱逸酒店（汶川）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

4 汶川
九寨溝

午前
午後

陸路九寨溝へ
■チャン族の村「羌郷古寨」、「茂県農貿市場」、
「松藩古城」見学、翡翠のお店にも立ち寄ります。

＜新九寨賓館（九寨溝）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

神々が創りだした絶景・九寨溝と黄龍

「中国四川の暮らしと文化を訪ねる」８日間

表示時間の目安：早朝=4:00～6:00 / 朝=6:.00～8:00 / 午前=8:00～12:00 / 昼=12:00～13:00 / 午後=13:00～16:00 / 夕刻=16:00～18:00 / 夜=18:00～23:00 / 深夜=23:00～4:00

世界自然遺産の九寨溝と黄龍へ、往路は陸路を使い、帰路飛行機を使う旅として

企画しました。

世界遺産の九寨溝と黄龍は四川省の省都・成都の北約450km、アバチベット族

チャン族自治州北東部にある標高2,000mから3,700mの自然保護区にあります。

透き通るような湖水の青や何色もの色合いを見せる湖群、木々の緑など、その神

秘的で独特な色彩は訪れた人々を魅了してやまない景観です。この素晴らしい２つ

の世界遺産に加え、陸路を使うことにより、この地で暮らす四川の人々の暮らしと

文化にもふれる旅にしました。

三国志の舞台となった蜀の都「成都」、世界最大の大仏「楽山大仏」、小火車－

蒸気機関車でしか行けない時間が止まったような町「芭溝」、謎の仮面文化「三星

堆」、九寨溝に向かう途中で訪れる古城、少数民族の村や市場も組み込みました。

美しい自然遺産を見るだけではなく四川の暮らしや文化を訪ねる旅にしました。

【世界遺産】 九寨溝

滞在地 時間 スケジュール

5 九寨溝 終日 ■九寨溝観光（標高約2,000m～3,100m）
チャーターバスを使用し効率よく見学します

■途中チベット族の村訪問
◆夕食は九寨溝名物「きのこ鍋」
●ＯＰ：チベット舞踊劇

＜新九寨賓館（九寨溝）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

6 九寨溝
黄龍
成都

午前
午後
夜

九寨溝より途中3800mの峠を越え黄龍へ
■黄龍観光（標高約3,200m～3,700m）

国内線にて成都へ
＜錦江賓館錦苑楼（成都）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

7 成都
三星堆

午前

午後

■成都市内観光（杜甫草堂、武候祠）
◆麻婆豆腐発祥の店「陳麻婆豆腐」にて昼食
■謎を秘めた仮面王国「三星堆博物館」見学
◆成都の名店「紅杏酒楼」にて四川料理の夕食
■蜀風雅韵劇場にて変面など伝統芸能の鑑賞

＜錦江賓館錦苑楼（成都）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

8 成都
東京

午前
午後

■成都発一路成田へ
成田着（15:25着予定）解散

朝〇 昼✈ 夕×

【世界遺産】 黄龍

旅行期間

出発空港

２０１７年
９月４日（月）～１１日（月）

※その他の空港発着については
お問い合わせ下さい。

成田

■■■■■

▲【世界遺産】楽山大仏 ▲松藩古城 ▲芭石鉄道 ▲少数民族が集まる茂県農貿市場▲仮面王国「三星堆博物館」

※現地事情によりスケジュールが
変更となる場合があります。



※参加中の万一のアクシデントに備え、海外旅行傷害保険のご加入をおすすめします。

【食事】 朝７回・昼６回・夕６回
【最少催行人数】９名 【募集定員】１５名
【利用予定航空会社】全日空
【添乗員】成田より同行します

【１人部屋追加代金】（７泊） ￥42,000
※東京以外の発着を希望される方はご相談下さい。

出発地 金額（2名1室）

9/4（月）成田発着 ¥308,000

01_20170624

※お申し込みの際は別途お渡しする旅行条件書をご確認の上お申し込み下さい。

●神々が創りだした絶景「九寨溝」と「黄龍」

・九寨溝【世界自然遺産】
720平方kmの広さを持ち大小100の湖沼がエメラ

ルドグリーン、マリンブルーなど様々な色合いと表情
を見せてくれます。九寨溝内の移動は専用構内バスを使うことになり
ますがこれをチャーターし五花海などお薦めのポイントを効率良く回
ります。

・黄龍【世界自然遺産】
標高5,500mを越える雪宝頂の麓に広がる高原湿原。周辺の地下

水には大量の酸化カルシウムが含まれ乳白色の結晶が土に付着、
3,000を越す棚田のような湖沼を作りだしています。観光できる最
高地点にあり黄龍を代表する五彩池は標高3,700m。往路ロープ
ウェイを使用、徒歩で五彩地まで登り帰路遊歩道を下山します。

歩けない方は帰路もロープウェイを使うことも可能（実費要）。

●世界最大の大仏「楽山大仏」 【世界複合遺産】

長江支流の岷江、青衣江、大渡河の合流点の絶壁に刻まれている高
さ71m、世界最大の弥勒菩薩座像。船と陸から見学します。

●小型蒸気機関車が走る芭石鉄道で行く芭溝と船形の街・羅城古鎮

・小型蒸気機関車が走る芭石鉄道
石渓・黄村井を結ぶ全長約20kmのミニ鉄道。終点の黄村井にあっ

た炭坑の為に作られました。現在でも住民の足として使われています。
この列車で行く芭溝はかつてのイギリスやロシアの面影を残した建築
が残り、文化大革命のスローガンが今も残る時が止まったような町で
す。

・船形の街・羅城古鎮
明代に旱魃で住民が苦しむ中「舟のあるところに必ず水有り」との

考えから珍しい船の形の町ができました。多くの古鎮が観光化してい
る中で昔ながらの素朴な風情が残っています。

●陸路で行く九寨溝

往路、高地である九寨溝・黄龍へ陸路で移動することにより高度順
応をしながら移動できます。途上、2008年５月に起きた四川大地震
の爪痕と復興も見ることもできます。

その他、途中では石造りの独特の家に暮らすチャン族の村「羌郷古
寨」や少数民族が集まる茂県農貿市場、かつて交易路の中継地として
栄えた松藩古城などに立ち寄りながら九寨溝へ向かいます。

●成都観光と三星堆

大詩人杜甫が生涯でもっとも充実した時期を暮らした杜甫草堂、諸
葛亮と劉備を祀った武候祠、仮面文化で有名な古蜀国の都、三星堆遺
跡博物館なども見学します。最終日夜には、変面や川劇など四川伝統
芸能も堪能します。

【取り扱い】

区 分 申込金（お一人様）

旅行代金が３０万円以上 5万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円以上３０万円未満 3万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円未満 2万円以上旅行代金まで

旅行契約の解約期日 取消料（お一人様）

１）旅行開始日がピーク時の旅行であって旅行
開始日の前日から起算して遡って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％(最高5万円迄)
ピーク時とは、4月27日から5月6日まで、7月20
日から8月31日まで及び12月20日から1月７日ま
でをいいます。

２）旅行開始日の前日より起算して遡って、30
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%

３）旅行開始日の前々日から当日 旅行代金の 50％

４）無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

この旅行は、株式会社タビーズ（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。

当社は電話などの通信手段による募集型企画旅行契約の予約の申込を受付けます。この予約の
時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から３日以内に、当社に申
込書と申込金を提出していただきこれを受理した時に成立します。この期間内に提出されない時は、
予約はなかったものとして取り扱います。また、旅行代金残金は旅行開始の前日のから起算してさ
かのぼって２１日に当たる日より前にお支払いいただきます。

◆ご旅行代金に含まれているもの(一部例示) 往復国際航空（航路）運賃、日程表記載の移動車

両の運賃・料金、日程表に記載されている宿泊料金および諸税・サービス料、日程表に記載されて
いる観光の料金、日程表に記載されている食事代および諸税・サービス料、日程表記載の観光の
料金及び伴う場合のガイド料金、団体行動中のチップ、添乗員の同行費用

◆旅行代金に含まれないもの（一部例示） 日本での前後泊時の宿泊費・移動交通費、運送機関
が課す付加運賃料金（燃油サーチャージ）、空港税、空港施設使用料、超過手荷物料金、任意の
海外旅行傷害保険、オプショナルツアー代金、日程表記載の内容以外に行動される場合の諸経費、
個人的性質の費用、傷害・疾病に関する治療費、パスポート取得費用

＊旅行開始日は当日の午前０時となります。キャンセルの連絡は弊社時間内にて電話でのみ受け
付け致します。営業時間を越えた場合は翌営業日の取扱いとなります。

◆特別補償

当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の
上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

◆旅行条件要旨基準日
この旅行条件は2017年6月1日を基準としています。旅行代金は2017年6月1日現在
有効なものとして公示されている航空運賃、適用規則に基づいて算出しています。

◆旅行契約の解除 お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより
旅行契約を解除できます。◆旅行契約の申込と旅行契約成立時点

お問い合わせ・お申込み

旅行条件（要旨） お申し込みの際は別途お渡しする旅行条件書をご確認の上お申し込み下さい。

※燃油付加運賃および日本と中国の空港税が別途かかります。

◆ 錦江賓館錦苑楼（１、６，７泊目）

川沿いに建ち市の主要道である人民南路に位
置する成都の中でも歴史のある錦江賓館の別館
で４つ星クラスのホテルです。バスタブ等完備。

天府広場、人民公園などにも近い立地のホテ
ルです。

往路、帰路ともに宿泊しますが最後は２連泊
になります。

◆ 新九寨賓館（４，５泊目）

広くて新しく奇麗な４つ星クラスの
ホテルです。バスタブ等完備。

九寨溝自然保護区の近くに位置して
います。２連泊します。

その他、犍為、汶川に各１泊します。

宿泊 （写真はイメージです）

●企画者から..............................

九寨溝・黄龍とも日本では見ることのできない独特の
絶景、まさに「神々が創りだした絶景」です。九寨溝の
五花海、黄龍の五彩池を初めて見たときはその美しさに
呆然としてしまいました。

この美しい景色だけではなく四川の文化や暮らしが見
られるようにあえて片道を陸路にしました。

このツアー企画の為に下見に行きましたが、通常のツアーでは組み
込まれていない芭石鉄道と羅城古鎮がとても良かったのでこれも組み
込みました。芭石鉄道はとくにお薦めです。

（ツアーコーディネーター 相葉康之）

※高山病について.…このツアーは3,000ｍを超える高所の観光が伴います。健康に不安のある方、特に循環器、呼吸器の疾患のある方は、医師とご相談の上お申し込み下さい。

株式会社 TABi'Z （タビーズ）
〒108-0014 東京都港区芝 5-13-18 いちご三田ビル９Ｆ
TEL03-6809-5672 FAX03-6264-8737観光庁長官登録旅行業第1906号) 

03-6809-5672
【受付時間】平日10:00～18:00/土・日・祝 休業

FAX 03-6264-8737       info@tabiz.net
HP   http://www.tabiz.net/

【旅行企画・実施】㈱TABi’Z（タビーズ） タビーズの旅 予約受付デスク日本旅行業協会(JATA)正会員 ボンド保証会員
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