
歴史・芸術・文化を堪能するウズベキスタン 7日間歴史・芸術・文化を堪能するウズベキスタン 7日間
第18回 東京外語会有志による海外支部歴訪の旅

２0番目の訪問先はタシケントのウズベキスタン支部

ご参加募集のご案内

観光庁長官登録旅行業第1610号　一般社団法人 日本旅行業協会会員
〒105-6115　東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル15階（私書箱7号）

M.O.TOURIST CO.,LTD
旅行企画・実施 ：

【お問い合わせ先】

ご旅行条件（要約）お申込みの際は旅行条件書（全部）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえお申込みください。当パンフレットとともに契約書面の一部になります。

このご旅行は、記載されている条件のほか、下記条件および当社「旅行
業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。
■旅行のお申込み及び契約の成立
●旅行の申込は、所定の申込書にご記入の上、申込金1名様当り下記
金額を添えてお申込みください。募集型企画旅行契約は申込金をいた
だいた時に成立したものとします。

●当社は、電話・郵便・FAX等による募集型企画旅行契約の予約申込を
受付ける事があります。この場合、電話等による予約申込の翌日から
起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間
内に申込書と申込金を提出されない場合、当社は申込がなかったもの
として取扱います。
●お申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て、海外旅行にあたっては30日目にあたる日、国内旅行にあっては14
日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は旅行開始日の前日（旅行開始日から起算して
さかのぼって7日目に当たる日以降に申込まれた場合は旅行開始日）ま
でに交付致します。
■旅行契約内容・旅行代金の変更
●当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供
の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの
提供等の当社が関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全且つ円
滑な実施を図るため止むを得ないときは、旅行を中止、又は旅行の変
更をすることがあります。
●参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は、旅行を
中止します。また、旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって23日目
に当たる日より前までに、お客様にその旨を通知致します。
●運送機関の運賃・料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合は、
旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって15日目に当たる日より前ま
でに、お客様にその旨を通知致します。
■旅程保証
●当社は別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、別表に
記載する変更補償金を支払います。ただし、次の場合は変更補償金は
支払いません。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機
関の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サー
ビスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な
措置。なお、変更補償金は旅行者1名に対し、1主催につき旅行代金
の15％を限度と致します。また、変更補償金が千円未満であるときは、
変更補償金は支払いません。
■未成年者等の乗船
●20歳未満の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護
者の同行を条件と致します。
●a.75歳以上の方、b.障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊
娠中の方、e.補助犬使用の方その他特別な配慮を必要とする方はそ
の旨をお申出下さい。

●c.に該当する方は、健康診断書の提出をお願い致します。また、当社の
判断で参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせてい
ただく場合があります。
■添乗員同行の有無
●添乗員の同行の有無はパンフレットに明示します。
■旅券・査証について（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国
の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。）旅券（パスポー
ト）の有効残存期間、査証（ビザ）を必要と致します。詳細は、参加申込
書に記載されておりますのでご確認ください。

＊現在お持ちの旅券（パスポート）が今回の旅行に有効かどうかの確認は
お客様の責任で行ってください。査証（ビザ）取得の代行手続きは、実
費分と渡航手続き代行料金をいただいてお受けします。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算し、さかのぼります。）
●お申込の後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金
が所定の期日までに入金がなく当社が参加をお断りした場合、旅行代
金に対し、下記の料率で取消料（又は違約料）を申し受けます。

（注）「ピーク時」とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～
8月31日の期間をいいます。

■旅行者の交替
●旅行のお申込後、当社が承諾し所定用紙に必要事項を記入の上、1
万円の手数料をお支払いいただいたとき別の方に交替することができ
ます。
■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行の部）の履行にあたって、
当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を
賠償する責に任じます。ただし荷物の場合はお一人最高15万円を限
度と致します。
●お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責任は負
いません。
a.天災地変・戦乱・暴動又は、これらの為に生じる旅行日程の変更もしく
は旅行の中止。
b.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生じる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止
c.日本の官公署の命令又は伝染病による隔離。
d.自由行動中の事故。e.食中毒。f.盗難。
g.運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしく
は、目的地滞在の短縮。
■お客様の責任
●お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為もしくは、お客
様が当社の規定を守らなかったことにより当社が損害を被ったときは、

お客様に対し損害の賠償を申し受けます。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款（募集型企画
旅行契約の部）の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集
型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物に関し被られた一定
の損害補償について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支
払います。ただしお客様の故意、酒酔い運転、又は危険な運動中の事
故によるものであるときは、補償金、見舞金はお支払いいたしません。
■海外渡航情報及び渡航先の衛生状況について
●渡航先（国または地域）によっては「外務省海外安全情報」等、国・地
域の渡航に関する情報が出されている場合がございます。お申込の際
に販売店にご確認ください。海外渡航情報は、外務省海外安全相談
センターなどでも確認いただけます。
外務省海外安全ホームページ ： https://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先の衛生状況については下記のホームページにてご確認ください。
厚生労働省検疫感染情報ホームページ：http:/www.forth.go.jp/
■最少催行人員  ●パンフレットに明示しております。
■基準日
●このパンフレットに記載された旅行サービス内容及び旅行条件は、
2019年5月20日現在を基準として算定しております。
■その他
●その他の事項については当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約
の部）によります。
■旅程保証（変更補償金）

注1．「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅
行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更につい
て旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を言います。

注2．第四号又は第六号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複
数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一変更として
取扱います。

注3．第七号に掲げる変更については、第一号から第六号までを適用せ
ず、第七号によります。

旅行に
ついて

エムオーツーリスト株式会社　担当 ： 今関・大野
TEL ： 03-3432-7242　FAX ： 03-3436-2292
電子メール ： hiromichi.imazeki@mo-tourist.com

旅行代金（お一人様）
お申込金

15万円未満
20,000円

15万円以上30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

取　　消　　日 取　消　料
旅行開始日
の前日から
起算しさか
のぼって

ピーク時の旅行である場合、41日前まで
　　　　　〃　　　　40日前から31日前まで
31日前まで
30日前から3日前まで

無　料
旅行代金の10％

無　料
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の前々日、前日、当日
旅行開始後又は無連絡不参加

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後
1.5 3.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

2.5 5.0

⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストラン
を含みます。）その他の旅行の目的地の変更

⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅
行終了地たる空港の異なる便への変更
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の
乗継便又は経由便への変更

⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観
その他の客室の条件の変更
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記
載があった事項の変更

③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金の
ものへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書
面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。）

ウズベキスタン　国情報
中央アジアに位置し、かつては旧ソビエト連邦を構成する共和国のひとつでした。カザフスタン、
トルクメニスタン、タジキスタン、キルギスなどの国々と接した内陸に位置する地理にあります。
宗教は主にイスラム教スンニ派。公用語はウズベク語で、その他ロシア語も広く使われてい
ます。シルクロードゆかりの地であり、鮮やかな青いタイルの建築物が建ち並ぶ何世紀も変わ
らない風景が残されています。 治安

ウズベキスタンの治安は比較的よい事で知られています。しかし多くの人が集まるバ
ザールなどではスリやひったくりの被害に合わないよう、注意が必要です。移動中など
セキュリティチェックの際には、パスポートの提示や荷物検査に従ってください。
またイスラム教徒の国なので、宗教的な習慣に配慮がある行動がトラブルを防ぎます。

その他
電気は周波数５０Hz,電圧２２０Vです。日本とは電圧が異なりますので注意が必要
です。主に使用されるプラグは丸いピンが付いたヨーロッパCタイプです。生の水道水
は飲用できませんので、ミネラルウォーターを購入してください。
日本との時差は－4時間です。（例：日本の午後3時＝ウズベキスタンの午前11時）

渡航手続
日本国パスポート（旅券）保有者については、入国日から30日間までの滞在に限り、ウ
ズベキスタン査証（VISA）は免除となります。パスポートは、滞在期間プラス3ヶ月以上
の有効期間が必要です。

気候
夏は非常に熱く、冬は比較的寒さが厳しい典型的な大陸性気候となっています。昼夜の気温差
も大きく、降水量は少なめです。10月は旅行に適した季節です。タシケント：最低気温7度、最高
気温21度、ブハラ：最低気温6度、最高気温21度。

旅行中の服装
10月のウズベキスタンは日本の関東地方の秋と同じ服装でよいでしょう。薄手の長袖シャツに
ウィンドブレーカーなどを重ね着するなど。極端な防寒着は必要ありませんが、朝晩の冷え込み
には注意が必要です。宗教的に男女ともに露出度の高い服装は避けた方が無難です。女性は
ストールを一枚持参して、礼拝所などでは頭を隠す配慮があるとよいでしょう。

申込方法
当社所定の申込書にご記入の上、下記担当者宛、ＦＡＸまたは郵送にてお送り下さい。また、お申込金を下記口座宛お振込み下さい。
お電話にてお申込みの際は、お申込みの翌日から起算して３日以内に申込書の提出とお申込金のお振込みをお願い致します。
※現金書留にて申込書・お申込金を一緒にお送りいただいても構いません。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者へお尋ねください。

通貨
物価は日本と比較すると感覚的に1/3程度です。ウズベキスタンでは「スム」という
通貨が使用されています。基本的に日本からアメリカドルの少額紙幣を持参して、
現地の両替所で交換します。またアメリカドルがそのまま使えるところも多くあります。
1ドル＝８，４６９スム　＊2019年4月19日現在

申込金　お1人様 30,000円
【申込み先】エムオーツーリスト株式会社　団体営業室

担当者／今関 弘道 ・ 大野 淳子
総合旅行業務取扱管理者／岩崎 多津也
住　所 ： 〒105-6115　東京都港区浜松町2丁目4番1号
 世界貿易センタービル15階（私書箱7号）
ＴＥＬ:03-3432-7242／ＦＡＸ:03-3436-2292　営業時間09:00-17:30

【振込銀行】
・ 三 井 住 友 銀 行 日比谷支店 （当座）　No.６８１０１９１
・ 三菱東京UFJ銀行 新 橋支店 （当座）　No.４５２７９７０
・ み ず ほ 銀 行 新 橋支店 （当座）　No.９３８８７
・ 口座名『エムオーツーリスト株式会社』

東京外語会有志による海外支部歴訪の旅は、1995年11月に発足以来24年の歳月を重ねて今年が18回目、
ウズベキスタン支部は第20番目の記念すべき訪問先にあたり、到着２日目にタシケントで支部の皆さんとの
交歓会が行われます。ウズベキスタン支部の皆さんとエールを交換するとともに、ウズベキスタンの世界
遺産・芸術・文化に触れてみませんか。

カリタ・ミノル／ヒヴァ（イメージ）タシケント（イメージ）

レギスタン広場／サマルカンド（イメージ）

1 0 4 5 0 0 2 8（ 0 6 ）



●旅行期間：２０１9年10月8日（火）～10月14日（月・祝）7日間

●募集締切日：２０１9年8月23日（金）

●旅行代金：271,000円
 ［一人部屋利用追加代金：32,500円（5泊分）］

注） 現地訪問先及び運送機関等の事情により、旅程を変更する場合がございます。

ご旅行条件（必ずご確認ください）

旅行代金に含まれないもの（抜粋）※ご旅行代金と併せて申し受けます
①旅券（パスポート）取得料金
②自宅から出発空港までの国内交通費
③現地における飲物代・お土産代・通信費等
④一人部屋利用追加料金 ･･････････････････････････････････････････￥32，5００
⑤成田空港施設使用料・旅客サービス料・外国空港税 ････￥8,550（5月20日現在）
⑥燃油保安税 ････････････････････････････････････････￥8,400（5月20日現在）
⑦交歓会費用 シャーヒ・ズィンダ廟／サマルカンド（イメージ）

※旅行日程に使用されている記号は下記の内容を表します。
　　＝朝食　　　＝昼食　　　＝夕食　　　＝機内食　　　＝食事なし

日
次 月日（曜） 都　市　名 発着時間 朝昼夕交通機関 摘　　　　　　要

 成田発 9:15 ＫＥ７０６ 大韓航空にてソウルへ（所要時間：２時間３０分）
   （予定）
 ソウル着 11:45  着後、乗換え
 ソウル発 15:45 ＫＥ９４１ 大韓航空にてタシケントへ（所要時間：７時間３５分）
   （予定）
 タシケント着 19:20  着後、ホテルへ
     〈タシケント泊〉

 タシケント滞在 終日 専用バス オアシスの都市タシケント観光
  夜  ウズベキスタン支部との交歓会（別料金）
     〈タシケント泊〉

 タシケント発 7:25 ＨＹ０５１ ウズベキスタン航空国内線にてウルゲンチへ（所要時間：１時間３０分）
   （予定）
 ウルゲンチ着 8:55 専用バス 着後、ヒヴァへ（所要時間：約１時間）
 ヒヴァ   古代オアシスと博物館の都市ヒヴァ観光
     〈ヒヴァ泊〉

 ヒヴァ発 朝 専用バス ウルゲンチ空港へ（所要時間：約１時間）
 ウルゲンチ発 9:35 ＨＹ０５２ ウズベキスタン航空国内線にてブハラへ（所要時間：５５分）
   （予定）
 ブハラ着 10:30 専用バス 着後、イスラム世界全体の文化的中心地ブハラ観光
     〈ブハラ泊〉

 ブハラ発 朝 専用バス サマルカンドへ（所要時間：約３時間３０分）
 サマルカンド着 昼  着後、青の都・イスラム世界の宝石サマルカンド観光
     〈サマルカンド泊〉

    出発までサマルカンド観光
 サマルカンド発 昼 専用バス タシケントへ（所要時間：約５時間）
 タシケント着 夕方  着後、市内レストランにて夕食
    夕食後、タシケント国際空港へ
 タシケント発 21:20 ＫＥ９４２ 大韓航空にてソウルへ（所要時間：６時間２５分）
   （予定）  〈機中泊〉

 ソウル着 7:45  着後、乗換え
 ソウル発 10:10 ＫＥ７０３ 大韓航空にて帰国の途へ（所要時間：２時間２０分）
   （予定）
 成田着 12:30  着後、解散

2019年
10月8日
（火）

1

10月9日
（水）2

10月10日
（木）3

10月11日
（金）4

10月12日
（土）5

10月13日
（日）6

10月14日
（月・祝）7

●利用予定航空会社／ 【国際線】大韓航空　【国内線】ウズベキスタン航空
●募集人員／20名様　●最少催行人員／15名様
●添乗員／成田から同行します。
●ご利用予定ホテル／タシケント ： ラマダ ヒヴァ ： アジアヒヴァ
 ブハラ ： アジア サマルカンド ： ディルマー
 ＊上記ホテルまたは同等クラス。
 ＊シャワーのみの部屋になることもありますので、ご了承ください。
●お食事／朝食5回、昼食5回、夕食4回（機内食は含まず）

※時間帯の目安

※徒歩観光については休憩時間も含みます。歩きやすい靴でご参加ください。

 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
 04:00 06:00 08:00 12:00 16:00  19:00 23:00 04:00

ウズベキスタン7日間の旅
第18回 東京外語会有志による海外支部歴訪の旅

インドパキスタン

アフガニスタン
イラン

トルク
メニスタン

カスピ海
アラル海

ウズベキ
スタン

タジキスタン

キルギス

カザフスタン

旧市街のイチャンカラ遺跡は、高さ
８ｍの城壁に囲まれた砂漠の中の
城塞都市です。中世のモスクなど
の建築物が当時のまま残され、街
全体もシルクロードの世界にタイム
スリップしたような不思議な雰囲気
に包まれています。

シルクロード交通の要所として栄えたオアシ
スの都市です。町中心部の池を拠点に、豪華
絢爛なイスラム建築や、イスラム教がこの地
に伝わる前の霊廟が数多く残されています。

「サマルカンドブルー」とも称される鮮やかや
青色のタイルで装飾されたイスラム建築が訪
れる人を魅了する町です。壁面や天井の精巧
な装飾に圧倒されます。

約３００万人が暮らす、ウズベキスタンの首都
です。地下鉄や高速鉄道の走る近代的な町
で、中央アジア屈指の大都市といえます。
シベリア抑留時の日本兵が建てた劇場の
建物が現在も大切に使われていたり、日本
とは深い繋がりがあります。

タシケントヒヴァ 世界遺産

ブハラ 世界遺産 サマルカンド 世界遺産

タシケント

ブハラ

ヒヴァ

サマルカンド

タシケント（イメージ）

サマルカンド（イメージ）ブハラ（イメージ）

イチャンカラ遺跡／ヒヴァ（イメージ）

ウズベキスタン
O‘zbekiston 

トルクメニスタン

アフガニスタン

キルギス

カザフスタン


