
日 滞在地 時間 スケジュール

1

10/19
(木)

東京
北京

午前

午後

■羽田空港国際線ターミナルに出発１時間３０分前集合
羽田発、国際線にて空路北京へ 、北京空港着
専用車にて北京郊外にあるケンピンスキーホテルへ ◆途中で軽食を予定

■水関長城にて万里の長城見学
◆夕食：ホテルにて ※広東料理を中心とした夕食です。レストランのテラスからの夕暮れをお楽しみ下さい。

＜コミューン・バイ・ザ・グレート・ウォール・ケンピンスキー・北京泊＞ 朝✈ 昼：軽食 夕〇

2

10/20
(金)

北京 午前

午後

■ホテル敷地内にある万里の長城へ、周辺散策 ◆ホテルにて朝食後、北京市内へ
◆昼食：北京の名店「満福楼」にて羊のしゃぶしゃぶ ※羊がダメな方には他の肉を用意します。

■北京観光：天安門広場、故宮、景山公園見学
■湖広会館にて京劇鑑賞 ※昔ながらの伝統的スタイルの劇場です（お茶、菓子付）。

◆夕食：「北京大董烤鴨店」にて北京ダック ※北京のベストレストランにも選ばれたことのある高級レストラン。

※宿泊は伝統的四合院スタイルのホテルに連泊です。

＜北京竹園賓館泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

3

10/21
(土)

北京 午前

午後

◆ホテルにて朝食
■胡同散策、鐘楼、鼓楼、煙袋斜街散策・フリータイム
◆昼食：胡同の民家にて北京の家庭料理
■輪タク体験、宋慶齢故居見学、什刹海（前海、后海）散策など
●御希望の方には有名な茶芸館「茶家傅（ちゃかふう）」にご案内します。
◆夕食：西太后の食卓を引き継ぐ宮廷料理「厲家菜（れいかさい）」

＜北京竹園賓館泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

4

10/22
(日)

北京
東京

午前

午後

●御希望の方には町の散策と朝のＢ級グルメにご案内します。
◆朝食：ホテル
■八大胡同、瑠璃廠、前門周辺散策・観光、フリータイム

※御希望があれば、伝統的な刺繍の靴.店「老北京布鞋」、歴史あるお茶屋「張一元茶荘」にもご案内します。

◆昼食：歴史あるシュウマイの名店「都一処（といっし

昼食後、北京空港へ
北京港発、空路羽田へ、羽田空港着 朝〇 昼〇 夕✈

～失われつつある胡同、西太后の食卓を再現した宮廷料理「厲家菜」
プライベート万里の長城があるホテルに泊まる～

｢ちょっと贅沢な北京｣４日間

※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。

北京は首都であると同時に長い歴史をも
った古都。東京と京都の両側面を持ち合わ
せているような町です。そんな北京を訪れ
るちょっと贅沢なツアーです。
かつて吉永小百合さんが出演した液晶テ

レビのコマーシャルで使われた竹を使った
風の抜けるヴィラ「竹屋」。北京郊外にあ
るアジアの著名建築家１２名の設計による
ヴィラが並ぶ郊外のリゾートホテルです。
ここに１泊し、残りの２泊は胡同の中にあ
り、歴史ある四合院を利用した北京竹園賓館に宿泊します。
食事も西太后の食卓を再現した宮廷料理から庶民的な料理まで北京料理

のお薦めレストランを厳選しました。
ツアーコーディネーターも日本から同行しますので１人でも安心して参

加できるツアーです。

●胡同（ふーとん）とは..............................

胡同は元々「路地」という意味で現在は北京特有の古き良き路地のこと
を言います。北京には紫禁城（故宮）を取り囲むように数千の胡同があり、
特有の長方形の町並みを作り出し、四合院に代表される中国の伝統的な家
屋が立ち並んでいます。
四合院とは高い塀に囲まれた伝統的なお屋敷のこと。北京独特の町並み

は四合院と胡同により形作られています。一本路地裏に入れば井戸端会議
をする老人達や路地で遊ぶ子供たち、様々な物売り達が通りすぎる懐かし
い風景を見ることができます。まるで歴史の迷宮に迷い込んでしまったよ
うな風景です。

旅行期間

出発空港

２０１７年１０月１９日（木）～２２日（日）

※その他の空港発着についてはお
問い合わせ下さい。

羽田

ふーとん れい かさい

隈研吾氏設計「竹屋 Bamboo Wall」

胡同にて

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

タビーズは上質な旅をお届けします の旅



※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３回・昼４回（軽食含む）・夕３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、日本航空等
【添乗員】羽田より同行します

【１人部屋追加代金】（３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）

10/19（木）羽田発着 ¥198,000◆コミューン・バイ・ザ・グレート・ウォール・
ケンピンスキー・北京（１泊目）

中国名「長城脚下的公社凱賓斯基飯店」。北京中
心部から八達嶺長城までの途上、水関長城インター
から５分の所に、１２人のアジアの建築家による約
40のヴィラが木々に囲まれ点在しています。

各ヴィラには５～７のゲストルームと広いリビン
グルームが併設されています。敷地内に万里の長城
があり宿泊客のみ長城に登れる唯一のリゾートホテ
ルです。プライベート万里の長城と言えるでしょう。

人もほとんどいず雰囲気もとても良く大変好評で
す。贅沢な別荘に宿泊するという趣です。ここでゆ
っくり１泊します。

宿泊翌朝は敷地内から長城に登ります。新国立競技場の設計で有名な
建築家・隈研吾氏の設計による「竹屋 Bamboo Wall」に宿泊予定です。

01_20170831

●企画者から..............................

北京は新しいビルや建物が建つ一方で、古い建物や町並みなどもまだ
沢山残されています。さすがに長い歴史のある町です。その一方で古い
町並みも残念ながらどんどんと失われつつあります。

このツアーはお薦めのホテルとレストランを組み込み、失われつつあ
る胡同や路地裏を歩こうという企画です。紹介している２つのレストラ
ンは北京に行ったら必ず訪れたい相葉お薦めのレストランです。一般の
ツアーではどちらもほとんど使われません。

（ツアーコーディネーター 相葉康之）

◆北京竹園賓館（２，３泊目）

伝統的四合院造りのホテルで中国家具など
も配置されています。

ここは清朝末期の郵政大臣の私邸だったと
も、宦官李蓮英の花園だったとも伝えられて
います。部屋数も少ないため一般のツアーで
はなかなか使えないホテルです。

●贅沢な北京料理、こだわったレストラン..............................

北京料理は宮廷料理や贅沢な暮らしをしていた高級官僚が沢山い
たことなどの影響を受け、中国全土の食文化を取り込み洗練されま
した。北京の名店から庶民的な料理まで味わいます。

・西太后の食卓を引き継ぐ宮廷料理
「厲家菜（れいかさい）」

初代経営者の厲善麟（れいぜんりん）氏の祖父
は西太后のそば近くに仕えていた高級官僚
（内務府大臣）。西太后の料理の材料から調
理の仕方、調味料に至るまで細かくメモに残
し厲家の料理人に再現させ受け継がせました。
西太后の日常食を再現したレストランです。

小皿に乗せられた１０数種類の前菜が特徴
です。胡同の中にある看板もない四合院の一軒家にあり隠れ家のよ
うなレストランです。

・北京ダックの名店
「北京大董火烤鴨店（ぺきんだいとうこうおうてん）」

北京と言えば北京ダック。このレストランは過
去に北京のＮＯ１レストランに選ばれました。こ
この特徴は最初に出される薄く割いた皮の部分。

口の中に入れるとサクッとした独特の食感の後
にジワッとうま味が広がります。かつて宮廷の女
官たちが砂糖をつけて食べていたという食べ方を
初めて再現したのもこのお店。ダック以外の料理
も評判が高い北京の名店です。

その他、北京の伝統料理から庶民的な料理まで
厳選したお薦め北京料理を楽しみます。

【取り扱い】

※燃油付加運賃および別途日本と中国の空港税等がかかります。

宿泊 （写真はイメージです）

▲北京ダックは目の前で
切り分けます。

●什刹海周辺、八大胡同などなつかしい路地裏を歩きます。
●宮廷料理を初めとした贅沢な北京料理、こだわったレストラン
●故宮（紫禁城）、天安門広場、景山公園、瑠璃廠、前門など北京観光
●世界で最も古い劇場のひとつである湖広会館での京劇鑑賞
●御希望の方には朝の散策、Ｂ級グルメにご案内

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8月1日を基準としています。旅行代金は2017年8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。

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
ホームページ 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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