
　2020年9月1日　 
　　 ▶▶9月10日 木

火

遠山満神父様（聖アウグスチノ修道会）

※空港諸税別途：羽田3,710円 現地3,280円 国際観光旅客税1,000円 燃油付加税 27,000円(目安：2020年2月26日現在)　

※発券時点の金額となり変更となる場合があります。

◆ 一人部屋利用追加料金：60,000円【羽田発着】385,000円

羽田

ご旅行条件（抜粋）お申し込みの際には別途詳細旅行条件書をお受け取りになり、必ずご確認下さい。

【お申し込み締切日】2020年7月1日

■募集型企画旅行契約：この旅行は、株式会社トラベリオ（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。

■旅行契約の申し込み

■旅行契約成立時点：旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申し込み金または旅行代金（お
支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。
■お支払い対象旅行代金：「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に記載された金
額（以下「表示代金」という）と後記「追加代金」の合計額から後記「割引代金」を差し引いた金
額（以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」という）をいいます。またこの「旅行代金」が「申
し込み 金」「取消料」「変更保証金」のお払いの際の基準となります。
■「表示代金」に含まれるもの（一部例示）以下のものが含まれています。（いずれも募集型企画旅行
中または旅行日程として表示されたもの）
①航空運賃②送迎・移動のバス等の代金③観光・視察に係る代金④ホテル宿泊代金⑤食事代金
⑥コンダクター同行代金⑦受託手荷物運搬代金
■「表示代金」に含まれないもの（一部例示）
①渡航手続諸経費（旅券・査証取得費用等）②国内の自宅から発着空港等までの交通費や宿泊
費等③国内における空港施設使用料④規定の重量・容積・個数の超過による超過手荷物料金⑤
クリーニング、電話料、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用
⑥傷害・疾病に関する医療費等⑦国外の空港税・出国税等⑧「オプショナルツアー」等と呼称し
現地にて他社等が希望者のみを募って実施する小旅行⑨ミサ献金
■追加代金（一部例示）
①お客様の希望により1人（2人）部屋を1人で使用することを保証するための追加代金②1人また
は奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定めその旨を募
集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際に係る1人部屋追加代金
■旅行代金のお支払い 申し込み時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日
（原則として21日前）迄にお支払いいただきます。

■旅程保証：当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗
じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは別途交付する詳細旅行条件書でお確かめください。
■特別補償（当社の責任）：当社は約款の特別補償の定めるところにより、お客様が旅行参加中に
その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金、入院見舞金(入院
日数によります)、通院見舞金(通院日数によります)、携行品にかかわる損害補償金(ただし、1個ま
たは一対についての補償限度があります)を支払います。
■旅行条件要旨基準日：この旅行条件要旨の基準日は2020年2月26日です。また、旅行代金は
2020年2月26日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出してい
ます。

■地域によって、外務省より危険情報など安全関係の海外渡航関連情報が発出されている場合が
あります。お申し込みの際に必ず下記窓口にてご自身でご確認ください。海外渡航の関連情報は、
外務省領事局領事サービスセンター（海外安全相談班）、厚生労働省検疫所ホームページなどでも
ご確認いただけます。
■滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、いざという時の緊急連絡などを受け
取ることができる外務省が運用するシステム「たびレジ」の登録をお勧めします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
■外務省領事局 領事サービスセンター（海外安全相談班）TEL 03-5501-8162（直通）
■外務省 海外安全ホームページ　https://www.anzen.mofa.go.jp/
■厚生労働省検疫所による海外渡航者のための感染症情報　https://www.forth.go.jp/
TEL 03-3599-1515

300,000円以上

申し込み金の額（おひとり）

表1：日本出国時または、帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表（貸切航空機を利用するコースを除く）

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
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50,000円まで）

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

30万円以上

10万円未満

50,000円

30,000円

20,000円

旅行代金の20％

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

旅行開始日の前々日

旅行開始日の前日及び当日

旅行開始後または無連絡不参加

15万円以上30万円未満

10万円以上15万円未満

注：「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
★旅行契約成立後に出発日またはコース変更をされた場合も、上記の取消料の対象となります。

■旅行開始前のお客様の解除権：お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、い
つでも旅行契約を解除できます。なお、次表でいう「旅行契約の解除日」とは、お客様が当社また
は旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨お申し出
をいただき、確認したときを基準とします。

50,000円

2020年9月1日

■旅行企画・実施

<個人情報の取扱について> 当社は「個人情報の保護に関する法律」並びに「当社個人情報保護方針」に基づき、お客様の個人情報を次のようにお取扱いし、保護に
努めております。１）ご旅行の申込等にあたり当社にご提供いただいた個人情報の一部を個人データとして保有しています。２）当社は
旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただく他、申込いただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

参加ツアー名

出発日

パスポートネーム
（ローマ字）

フリガナ

大正・昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生年月日 （西暦　　　　　　年）

氏　名
洗礼名

所属教会

氏名（フリガナ） 住　所 続柄

お名前

フリガナ

現住所

メールアドレス

電話番号　　　　　（　　　　　　）

電話番号　　　　（　　　　　）

男　　・　　女

〒

〒

■海外旅行傷害保険についておうかがいします。 海外旅行傷害保険に　　 加入する  　   加入しない

※加入されない場合は、下記の該当番号に○印をつけ、確認のご署名をお願いします。
ご署名１．他の保険代理店に加入する(保険会社：　　　     　　　　　　　　　　　）２．空港で加入する

旅行中の
連絡先

1人部屋希望 同室希望あり　　 ・　　 なし

出発地

※旅券と同じ綴り 国籍（　　　　　　　　　　　　　）※日本以外の方

★海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。

【旅行申込書】 　　　　　　年　　　　 月　　　　 日

観光庁長官登録旅行業第2088号/JATA正会員 総合旅行業務取扱管理者：米村道章〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5 アイオス銀座305

tokuya＠travelio.jp【お申込・お問い合わせ】株式会社トラベリオ巡礼センター Mail

海外渡航関連情報について

同行司祭

FAX:03-6264-34060120-106-750 https://travelio.jp/

お申し込み締切日　2020年7月1日

トルコ巡礼 10日間
－聖パウロの足跡と聖ヨハネの黙示録の島を訪ねて－

トルコ巡礼10日間　－聖パウロの足跡と聖ヨハネの黙示録の島を訪ねて－
パトモス島 /聖ヨハネ修道院（イメージ）
 photo by Valeria Casali CC-BY-SA

パムッカレ（イメージ）
 photo by Antoine Taveneaux CC-BY-SA

アヤソフィア（イメージ）
 photo by Arild Vågen CC-BY-SA

ヒエラポリス遺跡（イメージ）

旅行代金
（2名1室）



遠山満神父様（聖アウグスチノ修道会）

2020年9月1日　 ▶▶9月10日 木火

※空港諸税別途：羽田3,710円 現地3,280円 国際観光旅客税1,000円 燃油付加税 27,000円(目安：2020年2月26日現在)　

※発券時点の金額となり変更となる場合があります。

◆ 一人部屋利用追加料金：60,000円【羽田発着】385,000円
都市名 行　　　程

11 夕：機内

22

55

66

77

日付 時間 食事交通機関

羽田発9月1日
（火）

9月2日
（水）

9月3日
（木）

9月4日
（金）

9月5日
（土）

9月6日
（日）

9月7日
（月）

9月8日
（火）

9月9日
（水）

9月10日
（木）

TK-199

33

[利用ホテル] 5ツ星クラス

[募集人員] 20名様（最少催行人員15名様） [利用予定航空会社] トルコ航空

トルコ航空直行便にて一路イスタンブールへ22:50

イスタンブール着
イスタンブール発
ネブシェヒル着

TK-2006

専用バス

引き続き国内線にてカッパドキアへ

カッパドキア巡礼
◎キリスト教徒が迫害を逃れて隠れ住んだカイマクル地下都市～
◎ギョレメ野外博物館・〇ウチヒサールなどの奇岩群
＊洞窟教会にてミサ

5:20
6:40
8:10

(機中 泊）

(カッパドキア 泊）

カッパドキア
タルソス
メルシン

専用バス
（260km/4時間）
（30km/40分）

聖パウロの生地タルソスへ
〇聖パウロの井戸～〇クレオパトラ門～〇ヒッタイト神殿
＊聖パウロ記念教会にてミサ
その後、メルシンへ

終日

(クメルシン 泊）

エルシン
コンヤ

専用バス
（324km/5時間）

コンヤへ
途中、聖パウロ訪問の地、〇ハトゥンサライのリストラ遺跡（パウロの泉）を見学
コンヤにて、◎メブラーナ博物館～〇インジェミナーレ・イスラム神学校見学
＊聖パウロ教会にてミサ

終日

(コンヤ 泊）

(パムッカレ 泊）

コンヤ
パムッカレ

専用バス
（410km/5.5時間）

パムッカレへ
途中、パウロ宣教の地ピシディアのアンティオキア巡礼
〇アウグストル神殿跡～〇シナゴーグ跡
＊野外ミサ
パムッカレ到着後、◎ヒエラポリス遺跡～〇石灰棚見学

終日

(クシャダス 泊）

パムッカレ
エフェソス
クシャダス

専用バス
（185km/3時間）
（20km/30分）

エフェソスへ
４世紀にキリスト教が公認され公会議が開かれたエフェソス巡礼
◎エフェソスの遺跡～〇アルテミス神殿～◎聖母マリアの家～◎聖ヨハネ教会
＊聖母マリア教会にてミサ

終日

(クシャダス 泊）

クシャダス
パトモス

クシャダス

チャーター船 チャーター船にてパトモス島へ　片道4時間
〇追放された聖ヨハネが啓示を受けて黙示録を著した洞窟～
◎「エーゲ海のエルサレム」と呼ばれる聖ヨハネ修道院
＊修道院内聖堂にてミサ

終日

朝：○
昼：○
夕：○

朝：機内
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：○

88

(イスタンブール 泊）

エフェソス
イズミール発

イスタンブール着

専用バス
TK-2311

イズミール空港へ
国内線にてイスタンブールへ
イスタンブール巡礼
キリスト教の大聖堂として建設された◎アヤソフィア～◎ブルーモスク
～〇グランバザール
＊聖アンチュアンカトリック教会にてミサ

9:15
10:35

99

1010

朝：○
昼：○
夕：○

イスタンブール 引き続きイスタンブール市内巡礼
◎トプカプ宮殿～〇ヒッポドローム〜◎地下宮殿
ボスボラス海峡クルーズ
＊聖霊司教座教会にてミサ
夕食後、空港へ

朝：○
昼：○
夕：○

(機中 泊）

TK-198イスタンブール発
羽田着

トルコ航空にて帰国の途へ1:45
19:25

朝：機内
昼：機内

44

添乗員が同行します

【◎：入場　〇：下車　△：車窓】　※現地受入側の都合で、見学順序・ミサの場所が変更となる場合があります。 

★写真は全てイメージです。

■トルコ巡礼 －聖パウロの足跡と聖ヨハネの黙示録の島を訪ねて－ 10日間【日程表】

　イエス様の殉教後、聖母マリアは聖ヨハネに伴われエフェソスで余生を過ごしたとも伝えられます。

聖ヨハネは追放されたパトモス島で啓示を受け黙示録を著しました。聖パウロはトルコ西部タルソスの

出身で、ユダヤ教徒でしたが“ダマスコの回心”の後キリスト教徒となりました。その後３回にわたって壮

大な宣教の旅に出かけローマで殉教しています。４世紀にはコンスタンティヌス１世によってキリスト教

が公認されエフェソス公会議が開かれました。

それらトルコの豊かな巡礼地にご案内し、様 な々民族・文明が栄えたトルコの魅力にも触れていただき

たいと思います。是非この機会にご参加をお待ちいたしております。

旅行代金

同行司祭 お申し込み締切日　2020年7月1日

トルコ巡礼 10日間 聖パウロの足跡と
　聖ヨハネの黙示録の島を訪ねて

ウチヒサール Image by Mario Ceccherini from Pixabay 

参加のお誘い参加のお誘い

カイマクル地下都市
photo by MusikAnimal CC-BY-SA

聖母マリアの家
photo by MusikAnimal CC-BY-SA

聖母マリアの家
photo by MusikAnimal CC-BY-SA

聖母マリア教会
photo by Adam Jones CC-BY-SA

聖母マリア教会
photo by Adam Jones CC-BY-SA

トプカプ宮殿トプカプ宮殿
メブラーナ博物館
photo by Nazzarenoagostinelli CC-BY-SA

メブラーナ博物館
photo by Nazzarenoagostinelli CC-BY-SA

聖アンチュアンカトリック教会 photo by Chris06 CC-BY-SA聖アンチュアンカトリック教会 photo by Chris06 CC-BY-SA

聖パウロ記念教会
photo by Nedim Ardoğa CC-BY-SA

ギョレメ野外博物館

グランバザール

（2名1室）


