※写真はすべてイメージです。出典：タイ国政府観光庁、チェンマイ大学、プラティープ財団

タイは親日国としても知られていますが、特に北九州市はタイと
強い結びつきを持っています。タイは近年、ASEAN諸国でも高い
レベルの女性の社会進出を成し遂げています。国際都市バンコクに
は、国連をはじめとする国際機関が集積し、アジア太平洋地域にお
けるジェンダー平等や女性のエンパワーメントを強力に推進してい
ます。
今回KFAWは、タイを訪問し、タイの社会について理解を深める
と共に、アジア太平洋地域におけるジェンダー平等の達成に向けた
課題について考えるためのスタディツアーを実施します。

このツアーのポイント！

1. 在タイ日本大使館を訪問し、タイ社会のことが学べる
2. バンコクで国連や国際機関を訪問し、SDGs (持続可能な開
発目標)や人身取引などのグローバルな課題や対策が学べる
３. バンコクのスラムを視察し、貧困、格差や教育について学
べる
４. 古くから女性学に取り組んできたチェンマイ大学を訪問
５. 事前学習会でタイの知識を得て、安心して出発できる

期 間： 2018年１2月１1日（火）～１2月16日（日） 6日間
旅行代金：161,000円
（タイ航空／福岡発着利用／ホテル1名1室利用）
※燃油サーチャージ・日本の空港施設使用料・
現地空港諸税・航空保険料は旅行代金に含まれて
います。

募集人数： ２０名（先着順）
締 切： 2018年11月9日（金）
※食事条件：朝食４回、昼食４回、夕食２回
（ 機内食は含みませ ん）
※添乗員は同行しませ ん が 、KF A W スタ ッ フ が
同行し、親身にサポー トし ま す ！
●旅行企画／実施：

〈旅行代金に含まれるもの〉
■航空運賃（エコノミークラス）
■宿泊料金（一名一室利用）
■日程表記載の食事料金・交通費
■日程表記載の視察訪問・研修プログラム等にかかる費用
■団体行動中のチップ・税金・サービス料
■手荷物料金（お一人様20kgまで）
■燃油サーチャージ
■日本国内空港施設使用料
■現地航空諸税
■航空保険料
〈旅行代金に含まれないもの〉
■超過手荷物料金
■個人的な性格の費用
■渡航手続取扱料金
■任意の海外旅行保険料
■食事の際の飲み物料金
■オプショナルツアー代金
■現地観光地の入場料

●イベント企画：

スケジュール（予定）
月日

時間
9:40

12月11日(火)

15:40

タイ・バンコク到着

午後

午前
昼
午後

12月14日(金)

バンコク

12月16日(日)

利用ホテル：

タイ国日本大使館訪問
（タイ社会の概要）

プラティープ財団、クロント
イ・スラム訪問

昼食:機内

夕食:○

バンコク中心部のスクンビット通りにある大き
いビジネスホテル。周辺にはレストラン、コン
ビニ、ターミナル21（デパート）があります。

8-10 Sukhumvit Soi 20 Sukhumvit Rd, Bangkok
10110

バンコク

朝食:○
昼食:○
夕食:×

バンコク

朝食:○
昼食:○
夕食:×

（タイの格差社会、人権保護）

国連開発計画（UNDP）訪問

（ジェンダー平等、女性のエン
パワーメント）

バンコク市内視察
国際移住機関（IOM）訪問

（人身取引の国際的な取り組み）

7:50

タイ航空にてチェンマイへ

9:10

チェンマイ空港着

午後

（タイ女性のエンパワーメント）

◇Chiang Mai Plaza Hotel

チェンマ

チェンマイ大学訪問

20:50

タイ航空にてバンコクへ

22:10

バンコク着

1:00

タイ航空にて福岡へ

8:00

福岡空港着

朝食:○
昼食:○
夕食:○

チェンマイの中心に位置し、ビジネス、観光、
ショッピング等に極めて至便。ナイトバザール
へ は 徒 歩 約 2-3 分 で す。 美術 館 か と 見 紛 う ロ
ビー周りやエレベーターホールは、このホテル
のセンスを物語ります。

92 Sridonchai Rd, Chiang Mai 50100

チェンマイ市内視察
12月15日(土)

食事

◇Windsor Suites Hotel Bangkok

タイ航空にてバンコクへ

12月12日(水)

宿泊

福岡空港集合

11:40

午前

12月13日(木)

行程（訪問テーマ）

機内泊

朝食:○
昼食:○
夕食:×

朝食:機内

その他連絡事項／ご案内とご注意
●食事／ 朝4 回、昼4 回、夕2 回（機内食は含みません）
●航空会社／タイ航空（エコノミークラス）
●募集人員／ 20名
●最少催行人員／ 10 名（最少催行人員に満たない場合は旅行の催行を中止する
場合があります。その場合は出発の24日前までにご連絡致します。）
●ホテル／上記をご覧ください。
●添乗員は同行しません。現地係員がご案内します。
●（公財）アジア女性交流・研究フォーラム職員が同行します。
●申込締切／平成30 年11 月9日（金）
（定員に達し次第締め切らせていただきます）

旅券・査証について
●出国日より６ヶ月以上のパスポートの有効期限の残存日数が必要です。
※日本国籍以外の方はビザ取得が必要となる場合があります。
●帰国便の予約済み航空券を所有している場合は、査証なしで30日以内の観光目的
の滞在が可能です。
●入国の際にはお一人様10,000バーツ程度の現金を所持しておく必要があります。

事前学習会／ 平成30年11月19日（月）13:30～16:00
北九州市立男女共同参画センター・ムーブ5階小セミナールームで実施
予定（詳細は後日お知らせします）

食事・レストランについて
●旅行代金には日程表に明示した食事・税・サービス料が含まれています。但し、お
客様が個人的に注文された飲物や追加料理代はお客様払いとなります。

航空便について
●航空機の座席配列により、グループの方でも隣り合わせとならない場合があり
ます。
●航空機の発日・発着時刻は航空会社の都合により予告なく変更となる場合があ
ります。
●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、またこれらによっ
て生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮及び観光箇所の変更、削除など
が生ずる場合もあります。このような場合、責任は負いかねますが、当初日程に
従った旅行サービスがお受けになられるよう手配努力いたします。
旅行代金について
●表示の旅行代金は、お1人で1部屋（シングルルーム）をご利用いただく場合の
お1 人様のご旅行代金です。
●旅行代金の年齢基準は旅行出発当日を基準としています。
空港税について
●福岡空港施設使用料、および現地空港における空港税は旅行代金に含まれてい
ます。

ホテルについて
●ホテルチェックアウト時に各自が利用されたホテルサービスのお支払いをお済ませ
ください。

最終旅行日程表について
●ご出発10 ～ 7 日前（遅くとも前日）までに集合時刻、場所、利用運送機関、宿泊
機関などの確定内容を記載した「最終旅行日程表」を交付します。
衛生状況／海外危険情報について
●渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：
http://www.forth.go.jp/ でご確認下さい。
●渡航先（国または地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航
に関する情報が出されている場合があります。外務省海外安全ホームページ：
http://anzen.mofa.go.jp/ でご確認ください。
お客様の責任
●お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と
異なるものと認識した時は旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行
サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。尚、旅行中に事故等が生じた
場合は直ちに最終日程表でご案内しております現地緊急連絡先にお知らせください。

タイ観光情報
ワット・プラ・ケオ（王宮寺院）
1782年、ラーマ1世が現在の王朝であ
るチャクリー王朝を開いたときに護国
寺として建てた寺院で、通称エメラル
ド寺院と呼ばれています。その名の通
り、エメラルド・ブッダが季節に合わ
せ年3回衣替えし、タイで最も美しいき
らびやかな寺院です。
ワット・ポー（ねはん寺）
長さ46メートル、高さ15メートルの黄
金の涅槃像が祀られた、バンコク最古
の寺院。巨大な足の裏には、螺鈿細工
で仏教の世界観を現した108の図が描
かれています。

タイ王国の概要
国名
首都
地理
気候
番

タイ王国（タイ語名：プラテート・タイ ）
バンコク（タイ語名：クルンテープ・マハーナコーン）
東南アジアの中心に位置し、国土面積は約51万4000平方
キロメートル（日本の約1.4倍）ミャンマー、ラオス、カン
ボジア、マレーシアと国境を接しています。
熱帯性気候。年間の平均気温は約29℃で、バンコクでは一

暑い4月の平均気温が31℃、一番涼しい12月の平均気温が
27℃です。季節は11月～2月の乾期、3月～5月の暑期、6月
～10月のグリーン・シーズン（雨期）があります。
人口 約6000万人
民族的には、タイ族が約85％、中華系が10％、他にモー
ン・クメール系、マレー系、ラオス系、インド系が暮らして
おり、山岳部にはそれぞれの文化や言語をもった少数民族が
暮らしています。
言語 日常会話では地方によって方言があり、山岳部の少数民族は
独自の言語を使用しています。観光地のホテルやレストラン
では、英語も通じます。
通貨 バーツ（Baht）、補助通貨サタン（1バーツ＝100サタン）

ラチャダー鉄道市場
2015年1月にオープンしたばかりの鉄
道ナイトマーケット。木曜日から日曜
日のみ開催しています。約1,000軒の
雑貨やアンティーク、ファッションは
もちろん、フード屋台から理髪店まで
揃います。

メーサー・エレファント・キャンプ
チェンマイ市内から30分に位置し、
1976年のオープン以来、象の調教から
保護までを担うキャンプ。象に乗って
起伏のある山道を散策できるトレッキ
ングや起用に絵を描く様子やサッカー
などの芸を見学することができます。
ショーは毎日3回
※写真はすべてイメージです。
※写真提供：タイ国政府観光庁
※入場料は別途かかります。※訪問先は変更になる可能性があります。

訪問予定先
ドゥアン・プラティープ財団

クロントイ･スラム

国連開発計画（UNDP）

国際移住機関（IOM）

プラティープ先生

プラティープ先生は、
1952年にクロントイ・ス
ラムに生まれ、6歳の頃か
ら路上で物売りとして働き
ました。『教育こそが生活
を大きく変える原動力にな
る』と確信し、1968年姉
ミンポンと共に「1日1
バーツ学校」と呼ばれる塾
を開き、両親が働きに出て
いる間に子どもたちを預っ
て読み書きを教えました。
1978年にスラムに住む人
たちの教育、権利や地位向
上を目的に、ドゥアン・プ
ラティープ財団を設立しま
した。これまでにスラム住
民が生活向上のために互い
に協力し発展していけるよ
うに多くの活動を行ってき
ています。

クロントイ･スラムは約8
万人が住む、バンコク最大
のスラムです。バンコクの
玄関港であったクロントイ
港へ仕事を求めて多くの人
が集まり、スラムを形成し
ていきました。衛生状況は
酷く何度も立ち退きを要求
され、人々は十分な教育の
機会もなく日々単純労働に
従事するばかりで、問題は
深刻化していきました。
こうした中、プラティー
プ財団などの働きかけによ
り、住民は結束し、人間と
して最低限度必要な居住地
区の確保などさまざまな取
り組みが盛んに行われてい
ます。

UNDPは1966年、2つの
国連技術協力機関の統合で
発足し、2016年に創設50
年を迎えました。国連総会
と国連・経済社会理事会の
管轄下にある国連機関の1
つとして、ニューヨークに
本部があります。現在、約
170の国で活動をし、グ
ローバルな課題や国内の課
題に対してそれぞれの国に
合った解決策が見出せるよ
う取り組んでいます。
ジェンダー平等と女性の
エンパワーメントはUNDP
の使命であり、これらを推
進することで、より包摂的、
持続可能で強靭な世界を実
現できるとUNDPは考えま
す。

IOMは、移民個人への直
接支援から関係国への技術
支援、移住問題に関する地
域協力の促進、移住に関す
る調査研究などを通じて、
移住にまつわる課題の解決
に努めています。
人身取引（トラフィッキ
ング）とは、何らかの強制
的な手段で、搾取の目的で
弱い立場にある人々を別の
国や場所に移動させること
を言います。人身取引対策
は、移民の深刻な人権侵害
に立ち向かう重要な活動で
す。特にタイのメコン川地
域では、急速なグローバル
化に伴い人々の移動が活発
化する中で、人身取引が国
境を越えた深刻な問題と
なっています。

チェンマイ大学
女性学センター

1964年国立の地方大学
として創設された総合大学
で、17の学部と3研究所を
有し、学生総数2万4,000
人に及びます。1993年に
はタイで初めての女性学セ
ンターが設立され、研究活
動と貧困問題が深刻なタイ
北部の女性への啓蒙活動に
重点を置いて活動していま
す。

旅行条件（要約）

この旅行条件は要約です。お申し込みの際は別途交付する旅行条件の全文をお受け取りになり、ご確認の上お申し込み下さい。
●この旅行は西鉄旅行株式会社（福岡市中央区薬院3丁目16番26号 観光庁長官登録
旅行業第579号）（以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行で、ご参加いただくお
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。
旅行契約の内容・条件はパンフレットによる他、別途お渡しする確定書面（最終旅行日
程表）及び観光庁認可による当社旅行業約款（旅行契約の部）によります。取引条件説
明書面及び契約書面の一部（以下「旅行条件書」といいます）は旅行契約締結の際、必
ずお受け取り下さい。
●ここに記載のない事項は当社旅行業約款（旅行契約の部）によります。
■旅行のお申込み
1.当社所定の旅行申込書に所定事項を記入しお申込金を添えてお申込みいただきます。
お申込金は旅行代金、取消料または違約金それぞれの一部として充当いたします。

契約解除の日

取消料(おひとり)

旅行開始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

1.特定日出発（4/27～5/6,7/20～
8/31、12/20～1/7）
旅行代金の10％（10万円を上限）

旅行開始の前日から起算して
遡って30日目にあたる日以降～
15日目にあたる日まで

旅行代金が50万円以上・・・・100,000円

特定日以
外 無料

旅行代金が30万円以上50万円未満・・・・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

区分

申込金（おひとり）

旅行代金が50万円以上

100,000円以上旅行代金まで

旅行代金が30万円以上50万円未満

50,000円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円以上30万円未満

30,000円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円未満

20,000円以上旅行代金まで

2.当社は電話等による旅行契約の予約申込みを受付けます。この場合、当社が予約申
込みを承諾した日の翌日から3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただ
きます。この期間に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合は申込が無かっ
たものとして取り扱います。
■旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとしま
す。
■確定書面（最終日程表）のお渡し
当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記
載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。（原則として旅行開
始日の2週間前～7日前にお渡しするよう努力します）
■お支払い対象旅行代金（基準旅行代金）
1.「お支払対象旅行代金」とは、申込金、取消料、違約金、変更補償金の計算基準とな
る旅行代金のことで、募集広告またパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス
「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」を言います。
2.旅行代金は旅行開始日の前日から起算して遡って21日目にあたる日より前に全額お
支払いいただきます。
旅行開始日の前日から起算して遡って21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、
旅行開始日前の当社が指定する期日までに全額お支払いただきます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空運賃及び船舶、鉄道運賃等、旅行日程に明示した送迎バスな
どの料金。（この運賃料金には運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な
変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課
されるものに限ります。を含みません）旅行日程に明示した観光等に使用するバス料金、
ガイド料金、入場料等。宿泊料金、税、サービス料（二人部屋を二人様での使用が基準）、
食事料金、税、サービス料。団体行動中のチップ。添乗員付きコースの添乗員の同行費
用、日程表に含む旨を明示した海外の空港税及び空港施設使用料、なおこれらの諸費
用はお客様のご都合により一部使用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
含まない旨を明示した旅行日程中の必要な海外の空港税及び空港使用料、日本国内
の空港使用料、運送機関の課す付加運賃・料金、超過手荷物料金、クリーニング代、電
話電報料金、ホテルのボーイ・メイドへのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費
用及びそれに伴う税・サービス料。渡航手続き諸費用、オプショナルツアー等の代金。国
内外における傷害、疾病に関する医療費。日本国内におけるご自宅から空港
発着までの交通費・宿泊費。
■旅行契約の解除・取消料
1.お客様はいつでも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す
ることができます。
但し、特定日と特定日以外で取消料が異なる場合がありますのでご注意ください。
2.当社の解除権①お客様が当社に規定する期日までに旅行代金を支払わないとき。
②お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を
満たしていないことが明らかになったとき。
③お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
④お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れが
あると認められたとき。
⑤お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人数に満たないとき。（旅行開始日
の前日から起算して33日目にあたる日より前に、またそれ以外の期間に旅行開始する
ときは、23日目にあたる日より前に旅行中止の通知を致します。）また
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社が予め明示した旅行
実施が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。⑦天災地変、戦乱、暴
動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与
し得ない事由によりパンフレットに記載事項が実施不可能となる恐れが極めて大きいと
き。当社は本項①により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金（ある
いは申込金）から違約金を差し引いて払い戻しいたします。また本項②～⑦により旅行
契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い
戻しいたします。

旅行代金が10万円未満・・・・旅行代金の20％
旅行開始の前日から起算して
遡って14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％

旅行開始日の前々日～当日

旅行代金の50％

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の100％

■当社の責任と免責
1.当社は旅行契約履行にあたって、当社又は当社の手配代行業者が故意又は過失により
旅行者に損害を与えたときは、その損害を補償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日
から起算して2年以内に当社に通知があった時に限ります。また次のような場合は原則とし
て責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくはサービス提供
の中止。官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、盗難等。
2.当社は手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発
生の翌日から起算して21日以内に通知があった時に限り、旅行者1名につき15万円を限度
として賠償します。
■特別保証
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り生命、身体、または手荷
物に被った一定の損害について、当社旅行約款（特別保証規定の部、別紙）により、一定の
補償金及び見舞金を支払います。
■旅程保証
旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われた場合は、当社旅行約款（募集型企
画旅行契約の部）の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1％～5％に相当する
額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額
は、旅行代金の15％を限度とします。また、一旅行契約について変更補償金の額が、1000
円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
1.旅行開始日又は終了日の変更、2.入場する観光地、観光施設、その他の目的地の変更、
3.運輸機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更、4.運送機関の種類又は会
社名の変更、5.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の変
更、6.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更、7.宿泊機関
の種類又は名称の変更、8.宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更、9.ツアータイト
ル中に記載があった事項の変更
■その他
1.上記の旅行代金は2018年9月1日の運賃・料金を基準としています。2.当社はいかなる場
合も旅行の再実施はいたしません。3.こども代金は旅行開始当日を基準に、満2才以上、12
才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座
席を使用しない方に適用します。4.旅行契約の範囲は、パンフレットに明示された発着空港
又は国際線発着地から出発～帰着の期間に限ります。
■個人情報の取扱いについて【西鉄旅行】
●当社及び下記｢販売店｣欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申
込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく
ほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送･宿泊機関等の提供するサービ
スの手配及びそれらサービスの受領手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
その他(1)当社及び当社と提携する企業の商品やその他、キャンペーンのご案内。
(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典
サービスの提供。(5)統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくこ
とがあります。
●当社は旅行先でのお客様のショッピング等の便宜のため、当社の保有するお客様
の個人データをデューティーフリーショッパーズなどの土産店に提供することがあ
ります。この場合、お客様の氏名、搭乗される航空便名を、あらかじめ電子的方法
等で送付することによって提供いたします。なお、提供の停止を希望される場合は、
出発の１４日前までにお申し出下さい。
【開示等の請求先】
〒810-0022 福岡市中央区薬院3-16-26 西鉄旅行株式会社 経営企画部広報担当
TEL092-524-2211 e-mail:privacy@travel.nnr.co.jp
西鉄旅行株式会社 個人情報保護管理者：IT推進部 部長 TEL092-521-1653

お申込み・お問い合わせ
株式会社北九州支店

一般社団法人日本旅行業協会 正会員
観光庁長官登録旅行業第579号
JATA正会員
総合旅行業務取扱管理者：松本健一郎
担当者：若杉 創・井上 秀樹
TEL：093-563-3710 FAX:093-563-3755
〒803-0822 福岡県北九州市小倉北区青葉1-2-32（西鉄バス青葉車庫
2階）
email : koji_otsuka@travel.nnr.co.jp
http://www.nishitetsutravel.jp/

