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中国・内モンゴル沙漠植林ボランティア

１７

緑の協力隊

年度

～エジナ・カラホト遺跡緑化顕彰
エジナ・カラホト遺跡緑化顕彰～
～
隊

名

紅葉の胡楊と
カラホト遺跡
緑化27年顕彰の旅

日次
10/20
（金）
10/21
（土）

コース

日

程

料金

10/20～10/27

８日間

(金）

286,000円

（金）

備考
2001年植林開始１次隊派遣
2017年41次隊派遣現在に至る

スケジュール
羽田空港 集合１１：００
13:55 羽田発ー17:25 北京着
到着後：北京市内ホテルへ移動
北京市内 広西大廈 （泊）
朝：北京空港へ
国内線にて銀川へ
専用車にてバヤンホトへ移動
バヤンホト （泊）

10/22 専用車にてエジナへ移動（7時間）
（日）
エジナ旗（泊）

10/23 終日：植林・緑化作業
カラホト遺跡散策
（月）

エジナ旗(泊)

10/24 終日：カラホト遺跡散策
（火）
10/25
（水）
10/26
（木）

エジナ旗(泊)
午前：エジナ郊外「紅葉の胡楊」
散策
市内レストランにてエジナでのサヨナラ会
エジナ旗（泊）
専用車にてバヤンホトへ移動（7時間）
市内レストランにてサヨナラ会
バヤンホト市内（泊）

10/27 午前：専用車にてバヤンホト～銀川空港へ
（金） CA-1214（11:50/13:45）北京乗継

左 ：２００４年度最終隊にて確認された
ツォンロン。この寄生植物は漢方薬原材料
として高値で取引され、植林活動は中国で
もっとも貧しい地域のひとつである
アラシャン盟の現地住民に寄与することも
期待されています。
右 ： ザグ（潅木）の植林風景

CA-161（16:25/20:30）羽田空港到着後 →
解散

活動内容・交通・宿泊・視察内容・活動等は、現地事情等
により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【緑化事業主催：企画】

NPO

日本沙漠緑化実践協会

〒101-0021東京都千代田区外神田5-5-5
沼田ビル２階
TEL：03-5812-0389 FAX：03-5812-0384
URL: http://www.aeco-network.co.jp
URL: http://www.sabakuryokka.org

【問い合わせ・申込み先（旅行手配）】

アジア・エコツアー・ネットワーク㈱
総合旅行業取扱管理者：高橋仁 東京都知事登録旅行会社
（社）日本旅行業協会（JATA）正会員
ボンド保証会員

〒010-0021東京都千代田区外神田5-5-5沼田ビ
ル２階
TEL：03-5826-8441

FAX：03-

-0384
URL：

http://www.jeps.co.jp

5812

旅 行 条 件 （ 抜 粋 ）
この旅行はアジア・エコツアー・ネットワーク株式会社〈東京都千代田区外神田５－５－５ 沼
田ビル２階／東京都知事登録旅行業第１７８９号〉（以下「当社」といいます。）が手配する旅行
であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいま
す。）を締結することになります。詳しくはお渡しする旅行条件書をご確認の上お申し込みくださ
い。
１、お申し込み方法と旅行契約の成立
（１）当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、下記のの申込金を添えてお 申し込み下さい。
お申し込み金は旅行代金、取消料又は、違約金の一部又は全部として取り扱います。
区分

旅行代金が30万円以上

旅行代金が15万円以上30
旅行代金が15万円未満
万円未満

お申込金
（お一人様）

5万円以上旅行代金まで

3万円以上旅行代金まで

４、旅行契約の解除
お客様は次の取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。尚、取消日と
は、お客様がお申し込みを営業日・営業時間内に解除される旨をお申し出いただいた日とします。
●「ピーク時」とは１２月２０日～１月７日、４月２７日～５月６日まで、７月２０日～８月３１日まで
をいいます。
５その他
（１）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（２）お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに変え、これと同等又
はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供を持って、補償を行うことがあります。
（３）このパンフレットは平成２9年3月25日現在を基準としております。
旅行契約の解除期日

取消料（お一人様）

旅行開始日がピークの時、旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって４０日目に当たる日から３１日目に当たる
日まで

旅行代金の１０％
（最高３０，０００円）

2万円以上旅行代金まで

（２）旅行契約は当社が締結を承認し申し込み金を受領した時に成立するものとします。
２、旅行代金に含まれるもの
日程表に記載した（1）航空機・鉄道・バス等利用輸送機関運賃・料金 （2）宿泊料・食事料金・
観光料金・及び付随する税・サービス料 （3）手荷物の輸送料金（２０Kg未満） （4）団体旅行
中のチップ
３、旅行代金に含まれないもの
（1）超過手荷物料金（規定の重量･容量･個数を超えるもの） (2) クリーニング代、電話料、ホ
テルの従業員等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用 (3) 渡航手続諸経費
（旅券・査証の取得費用、予防接種料金および渡航手続料金等）(4) 運送機関の課す付加運賃・
料金（燃油サーチャージなど。付加運賃・料金の額が変更された場合、不足分は追加徴収し、減額
分は返金します。）(5) 各国空港税・出国税およびこれに類する諸税（コースにより旅行代金に
含まれる場合は、その旨パンフレット等に明示します。）(5) 日本国内の空港施設使用料 (6)
日本国内のご自宅と集合･解散地間の交通費や宿泊費等(7) 一人部屋を使用される場合の追加代金

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって３０日目に
当たる日から３日目にあたる日まで

旅行代金が３０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・５０，０００円
旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・３０，０００円
旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・２０，０００円
旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％

旅行開始日の前前日および前日

旅行代金の３０％

旅行開始日当日

旅行代金の５０％

無連絡不参加または旅行開始後

旅行代金の１００％

■ツアー参加費用：表面記載の旅行代金に加えて、ご旅行には空港使用料等諸費用が必要となります。ご旅行費
とあわせてお支払いください。
○ 平成２９年 協力隊
日本国内空港施設使用料（成田 ２，５４０円・中部２，５００・関西２，６５０・福岡９４５）、現地空港使用料（中国 ２，４５０円）、
※航空会社の定める燃油サーチャージが増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときは差額分を返金します。

■お一人部屋追加料金 ： ４６，０００円
※お一人様参加の場合、部屋の組み合わせによりお一人部屋をご利用いただく場合があります。あらかじめご了承ください。
■ツアー募集定員 ： ４名 ■最小催行人員 ： ４名 ■添乗員 ： 同行いたします。
■利用航空会社 ： 中国国際航空 ■利用予定ホテル ： ○北京/ 広西大廈 バヤンホト/バヤンホト酒店 エジナ旗/天竜酒店
■食事条件 ： ８日間 / 朝６回 昼６回 夕６回
■パスポート残存期間 ： 中国：入国時６か月以上が望ましい ■ビザ ： 今回のご旅行では不要です。

日本沙漠緑化実践協会は１９９１年より２７年間の
＜お申込方法＞：
ご旅行仮申込書に必要事項を記入の上、
沙漠緑化活動を続けております。
下記：アジア・エコツアー・ネットワークまで
中国では毎年、東京都の広さに匹敵する面積が沙漠化してい
FAXでお送りください。お電話または、
ると言われています。日本沙漠緑化実践協会は、１９９１年の協
クブチ沙漠
Eメールでのお申込みも受付けています。 会設立を機に、沙漠への植林を開始しました。千人を超える会

お申し込み・お問合せ先
【旅行企画・運営】
アジア・エコツアー・ネットワーク株式会社
ＴＥＬ： ０３－５８２６－８４４１
ＦＡＸ： ０３－５８１２－０３８４
Email ：jin109@dance.plala.or.jp

員と大勢の方々のご支援に加え、政府機関・民間諸団体等から
恩格貝
の助成を得て、中国クブチ沙漠恩格貝の地に、ポプラ３６０万本 テンゲル沙
の木を植えました。 植林は活着率のよい春と秋を中心に、協
エジナ
会で雇用した中国人の手で大量に植えられる集中植林の他に、
銀川
日本の植林ボランティア「緑の協力隊」の力が主力となっていま
北京
す。

切 り 取 り 線

平成２９年 緑の協力隊 エジナ隊 参加申込書
（ふりがな）

氏

性別
男 ・ 女

名
〒

生年月日
（満 才）

年

月

日

TEL

現住所
Email

所属先

名称：
所在地：

TEL

出発地
旅券の有無

同行者
無

@

・

有

（旅券番号：

一人部屋

□希望する

（料金別途）
有効期限：

年

月

日）

包頭
北京

