
時刻 日程

1日目
11/2(水）

2日目
11/ 3(木)

3日目
11/4(金)

4日目
11/5(土)

5日目
11/6(日)

都市 食事

昼 機
夕 機

朝 ◯
昼 ◯
夕 ◯

朝 ◯
昼 機
夕 ◯

6日目
11/7(月）

7日目
11/8(火）

8日目
  11/９(水）

朝 ◯
昼 ◯
夕 ◯

朝 ◯
昼 ◯
夕 ◯

日付

◎上記旅程は交通機関の時刻変更・遅延及び受入機関の都合などの影響により変更される場合があります。

朝 ◯

昼 ◯

夕 ◯

【旅のお薦め】
中国旧「満州」から極寒、酷暑のシベリアをはじめ、かつてのソビエトに抑留された576,000人のうち、中央アジアと呼ばれるウズベキスタンなどに
23,000人が送られ、帰らぬ人になった884名の方が６か所の墓地で眠っています。その６か所のうち、タシケント・ヤッカサライ市営墓地とブハラの
ガガンの墓地にシベリア抑留支援・記録センター長の有光 健氏に同行いただき解説を仰ぎます。そして、抑留された日本人が作って、今だに使われている
ナヴォイ劇場でのコンサート他の観賞も予定しております。今回は中央アジアシルクロードで最もありし日のシルクロードの面影を残すブハラと
サマルカンドを中心に訪れます。

ウズベキスタン・日本人抑留者の足跡を訪ねる旅

■同行：有光  健氏（シベリア抑留者支援・記録センター代表世話人）
プロフィール：有光  健（ありみつ・けん）
1951年生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。日本アジア･アフリカ作家会議、アジア人権基金などを経て、アジアの人権問題、
戦後補償問題に取り組む。15年以上にわたってシベリア抑留体験者らを支援し、2010年シベリア特措法制定に尽力。シベリア抑留者
支援･記録センター代表世話人、大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員。
著書：『タイの旅』（昭文社、1988）、共著：『アジアを歩く(東南アジア篇)』（文遊社、1978）、『未解決の戦後補償』(創史社、2013)、
 『未解決の戦後補償Ⅱ･戦後70年･残される課題』(創史社、2015)。

企画第２弾

旅行期間 : 2022 年11月2日水～11月10日木　9日間

9日目
  11/10(木）

成田発
仁川着
仁川発

タシケント着

13:10
15:40
17:05
20:35

乗り物
OZ101

OZ573

アシアナ航空便にて一路仁川へ。
仁川で、航空機を乗り継いでウズペキスタンの首都タシケントへ。

タシケント着後、専用車でホテルへ。　　　【タシケント泊】

タシケント発
ブハラ着

 07:28
11:23

列車
アブラシアブ号

朝、列車でブハラへ。着後、カガン市にある日本人墓地への参拝。
シルクロードの面影を色濃く残すブハラ市内観光：タキ（丸屋根で
覆われた市場）、リャビ・ハウズなど。 【ブハラ泊】

朝 ◯
昼 ◯
夕 ◯

ブハラ滞在

専用車 午前中、ブハラ市内観光：カラーン・ミナレット、アルク城、イスマイル・
サマニ廟、各種神学校など、
午後、自由行動。 【ブハラ泊】

ブハラ発
サマルカンド

05:37
08:04

列車シャルグ号 朝、列車でサマルカンドへ。
サマルカンド市内観光：グル・アミル廟、レギスタン広場、ビビ・ハニム・
モスク、シアブ・バザールなどを見学します。

【サマルカンド泊】

サマルカンド
滞在

専用車 午前中、サマルカンド市内観光：シャービ・ジンダ廟群、ウルグペック
天文台、アフラシアブ博物館などを見学します。
午後、自由行動。 【サマルカンド泊】

サマルカンド
タシケント着

06:11
08:22

列車
アブラシアブ号

タシケント市内観光：日本人抑留者が建設に駆り出されたナヴォイ
劇場、そして、現地で帰国できなかった抑留者が祀られている日本
人墓地への参拝。夜はナヴォイ劇場でコンサートなどを鑑賞。

【タシケント泊】

タシケント滞在

専用車 朝食後、専用車にてベガバードへ。着後、日本人抑留者墓地への参拝。
タシケントに戻った後、自由行動。

【タシケント泊】

タシケント

仁川

午前中、専用車にてアングレンへ。着後、日本人抑留者墓地への参拝。
タシケントに戻った後、夕飯をとって空港へ。

【機内泊】

朝 ◯

昼 ◯

夕 ◯
22:15 OZ574

仁川着
仁川発
成田着

08:45
09:30
11:50

OZ102

朝、仁川到着
航空機を乗り継いで成田へ。
成田空港到着後、解散。

ナヴォイ劇場



　
注：ホテルを2名様1室でご利用の場合の基本料金となります。
お一人様部屋をご利用の場合は別途追加料金をお申し受け致します。また、別途査証取得代行手数料、燃油付加運賃・空港税等
TAX類などをお申し受け致します。詳細は「ご旅行代金以外に要する費用と渡航手続代金」をご覧ください。

ご旅行代金

成田発着　9日間

ご旅行販売条件　＊お申し込み前に必ずお読み下さい。

●成田空港施設使用料及び燃油付加運賃／現地空港税等諸税￥50,760円（2022年6月15日現在／変動性）
●お一人様部屋ご利用追加料金 ￥36,000 円
注：奇数でお申し込みの方が相部屋を希望されてもやむを得ずお一人様部屋をご利用いただく場合、お一人様部屋ご利用追加料が必要となります。
●日本国内における自宅からの発着空港等集合・解散地点までの交通費、及び旅行開始日の前日、旅行終了当日等の宿泊費
●超過手荷物料金
●クリーニング代、電報・電話・FAX・インターネット等通信費、追加飲食代、その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス
●旅程表に明示されていない食事・交通機関料金・観光料金(ガイド料金・入場料など)

ご旅行代金以外に要する費用と渡航手続き代金

◆利用予定航空会社： アシアナ航空（エコノミークラス）
◆最少催行人員　　： 12名様（募集15名様）
◆お申込締切日　      : 出発日の20日前（但し、右記以前に満席となる場合があります。）
◆添乗員　　　　　： 成田より1名同行します。
◆利用予定ホテル　： タシケント・・・・・インスペラーS/ル・グラン・プラザ/ウズベキスタン /シティ・パレス  または同等クラス
　　　　　　　　　   ブハラ・・・・・・・オマール・カヤーン/ミノラ/ラビハウス/アジア/カブサル  または同等クラス
　　　　　　　　　   サマルカンド・・・・・サディル/アジア/グランド・サマルカンド/エミールハン/マリカ・プライム/アルバ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　   または同等クラス
 ◆食事回数　　　   ： 朝食7回、昼食7回、夕食７回

￥368,000（2名1室）

 

旅行契約の解除の時期

 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に
当たる日以降～31日目　
【ピーク時】 4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7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30日目に
当たる日以降                  

旅行開始日の前々日以降                                                                    

旅行開始後の解除又は無連絡不参加                                             

●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）。

▶  ご旅行条件（要約）
●募集型企画旅行規約
　　この旅行は（株）タビーズ（以下「当社」）が企画・実施する旅行であり、
　この旅行に参加するお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」）
　を締結し、（株）ユーラストラベルが問合せ・申込みを受け付けます。
　条件は下記他、別途旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表
　＝確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行条件・旅行代金の基準
 　この旅行条件は2022年 6月 15日を基準としています。また、この旅行代金は
  　2022年6月15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2022
  　年6月15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。
●旅行契約の解除
　 最小催行人数に達しなかった場合、旅行は中止することがあります。
   この場合は、出発の 23日前（ピーク時は 33日前）までにお知らせします。

＊オプショナル・ツアー代金も上記取消料に準じます。
＊査証（ビザ）取得実費代金、渡航手続手数料は、そのまま申し受けます。

 旅行代金の10％

 取　消　料

 旅行代金の 20%

 旅行代金の50％

 旅行代金の100％

▶  ご旅行要項
●旅行代金に含まれるもの（一部例示）
・航空運賃 : 旅程に表記した区間の個人包括旅行運賃
・宿泊料金：2人部屋基準、税・サービス料
・食事代：旅程に表記のもの
・空港、駅～ホテル間の送迎車料金
・添乗員同行の経費（同行と明示した場合）
・鉄道運賃（旅程に明示したもの）
・旅程に明示した市内（郊外）見学のガイド料、入場料、チップ
●旅行代金に含まれないもの（一部例示）
・ビザ（査証）実費及び申請代行手数料など
・旅程以外に行動される場合の交通費。宿泊費、飲食費等
・渡航手続費用：旅券印紙代（新規に申請される場合）
・渡航手続手数料：出入国記録等書類作成費用
・超過手荷物料金：規定の重量・大きさ・個数を超える分
・個人的費用：電話、電報、FAX、クリーニング代、追加飲食費用
・お一人部屋追加料金（相部屋の方がいない場合も同様）
・空港施設使用料、航空保険料および保安料
・訪問国入国税、燃油特別付加運賃
・日本国内の交通費、前泊の費用
・任意の海外旅行損害保険料、オプショナル・ツアー料金

●時間帯の目安
　およそ以下の通りです。航空機、バス等の移動時刻をもとにした目安です。
    実際の時刻とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00 06:00 08:00 12:00 17:00 19:00 23:00 04:00

お問合わせ

お申込先

ユーラスツアーズ

株式会社タビーズ

日本旅行業協会正会員　　　 総合旅行業取扱管理者：滝澤泰斗東京都知事登録旅行業3-6973号

☎03-6453-6633  FAX 03-6453-6630

●営業時間：月～金曜日⁄  10:00～17:00  ( 休業日：土・日曜・祭日）

観光庁長官登録旅行業者1906号  日本旅行業協会正会員

〒105-0013   東京都港区浜松町2-2-14  K I ビル802号

〒108-0023  東京都港区芝浦3-17-11  天翔田町オフイス206号   ●メール：y.takizawa@euras.co.jp

株式会社ユーラストラベル　
お問合わせ
お申込先

 ●ホームページ：http://www.ruras.co.jp

旅行企画・実施

※コロナ情報について
ウズベキスタンのコロナ感染状況は、現状では全国で数十人に留まっておりますので、出入国時にワクチン接種証明書やPCR検査証明書は必要ありません。
但し、日本帰国時にはワクチン接種証明書やPCR検査の対応がありますので、お問合せ下さい。


	日本人墓地へ＿表面.pdf
	日本人墓地へ＿裏面

