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　　　http://www.kaze-travel.co.jp/
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ふれあいの旅

もり・けんツアー 2007 速報版

もり・けんさん同行！

日本の心・文化を携えて

地球の仲間　 作曲 ：テルビッシュ　作詞 ：もり・けん

君と僕が出会ったら　ホイ
二人で仲良く歌います
みんなも加わり踊りだし
友達できたよ　よろしくね　ホイ
地球の仲間さ　大好きさ　ホイ

友と二人で肩組んで　ホイ
みんなで仲良く歌います
歌声野山にこだまして
友達賛歌を歌います　ホイ
地球の仲間の歌声さ　ホイ

優しい声で歌ったら　ホイ
優しい心が通います
みんなで踊ろう輪になって
友達賛歌でおどろうよ　ホイ
地球の仲間が踊りだす　ホイ

現地プログラム企画：もり・けんプランニング　　旅行企画・実施：　　　株式会社風の旅行社

協賛：株式会社 登龍館　　　　　　モンゴル航空　駐日モンゴル大使館



「歌い継ごう 日本の童謡 春夏秋冬」
                                        もり・けん著
現地での交流に役立つ、日本の童謡が約160曲。
あなたも日本の心・童謡の伝道師になろう！

参加者全員にプレゼント！

●ご旅行代金 大人
198,000円

子供
188,000円

（ウランバートル泊のみ）一人部屋追加代金：7,000円

2006年のモンゴルは、チンギスハーンが王位について800年祭が

盛大に行われ、騎馬軍団のショーも空前のスケールで開催された。

しかし、国会議事堂の前に設置されたチンギスハーン像はどうやら

来年に整備を終えるようだ。2007年は、人気の騎馬軍団は引き継

がれるので、見逃している人にはもう一年チャンスが出来たという

ところだ。今年は、チンギスハーンが基礎を作ったモンゴル大帝国

を完成させた孫のフビライハーンの足跡をたどる旅を8月に実施す

る。フビライが治めたモンゴル大帝国の首都大都（今の北京）をた

ずね、万里の長城、故宮博物院などを見てから列車でウランバート

ルに向かう。シベリア鉄道の実感をつかむことも出来る旅になる。

  詩人・ハーモニカ奏者　もり・けん

もり・けん交流コンサート

●ご旅行条件 最少催行人員：●15名　●20名　●20名　添乗員：同行　利用予定航空会社：モンゴル航空、中国国際航空　利用予定ホテル：［ウランバートル］フラワー、バヤンゴル、チンギスハン、パレス、コンチネンタル、ハンパレス、ナラントール、エー
デルワイス　［テレルジ、バヤンウンジュール、ウンドゥルシレット］ツーリストキャンプ　［北京］新僑飯店、京都苑飯店または同等クラス　［寝台列車］1等寝台（4人用コンパートメントを2人で利用）　旅券（パスポート）について：この
ご旅行には帰国日まで6ヶ月以上有効なパスポートが必要です。　査証（ビザ）について：必要です。　査証代行代金：実費手数料込8,600円　燃油特別付加運賃：3,360円（モンゴル航空）、8,880円（中国国際航空）　成田空港施設使用料：
2,040円　関西空港施設使用料：2,650円　ウランバートル空港税：1,600円　１人部屋追加代金：１泊につき　7,000円（ホテル泊のみ対応）　子供料金：12歳未満

《テレルジ》ツェベグマキャンプ
司馬遼太郎氏の通訳として活躍し、「街道を行く」「草原の記」でその
名を知られる「ツェベグマ」さん。
現在は別荘地をツーリストキャンプ
として、娘夫婦が日本からのお客様
をもてなしている。テレルジ国立公
園はウランバートルから一番近いモ
ンゴル人の保養地として有名。大草
原というよりも様々な奇岩が目を楽
しませてくれる。巨大な亀石が有名。

東京aウランバートルh近郊草原
午後：成田発、夕刻：ウランバートル到着後、係員と共に
近郊のツーリストキャンプへ。

近郊草原hバヤンウンジュール
午前：バヤンウンジュールへ。
到着後、砂丘体験、ラクダ乗りをお楽しみ下さい。
もり・けん交流コンサート。
満天の星空をお楽しみ下さい。

バヤンウンジュール
終日：交流体験。
モンゴル桜観賞、乗馬体験、遊牧民訪問をお楽しみ下さい。
もり・けん交流コンサート。
満天の星空をお楽しみ下さい。

バヤンウンジュールhウランバートル
午後：ウランバートル到着後、孤児院訪問や市内観光。
夕刻：民族音楽コンサート。
さよなら交流パーティ。

ウランバートルa東京
早朝：係員と共に空港へ。
午前：ウランバートル発、午後：成田着。
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6/2
（土）
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一番近いゴビへ
   バヤンウンジュールへ！

6/2（土）～6/6（水）
成田空港発着　5日間

童謡の作詞家、ハーモニカ奏者として
日本の童謡や叙情歌のコンサート活動
を国内だけでなくモンゴル、フィンラ
ンドなどでも展開。ミュージカル作家
としても、文部省の財団法人すぎのこ
文化振興財団により全国巡回公演中。
日本音楽著作権協会（JASRAC）会員、
日本童謡協会会員、朝日21関西スク
エア会員、梅花女子大学、朝日カル
チャー、ヤマハ音楽教室、よみうり堺
文化センターなどの講師、兵庫県ふるさとこうのとり大使。04年 4月
ハーモニカ日本賞受賞（親子での受賞は初）

もり・けん プロフィール

6/3
（日）

6/4
（月）

6/5
（火）

6/6
（水）

アコーディオン奏者として、唱歌や童謡を
全国各地で演奏。「日本笑い学会」副会長
（「笑いと健康」部門担当）として、笑いの
医学的効用を研究。「元気で長生き研究所」
所長とても公演活動中の自称「健康法師」。
本業は産婦人科、麻酔科の専門医。

昇 幹夫（のぼり みきお）プロフィール

バヤンウンジュール
ウランバートルから一番近い
ゴビとして、砂漠やラクダが
楽しめる。夜はローソク１本
で過ごす、昔ながらのゲル生
活を体験。

1 2 3



最少催行人員：●15名　●20名　●20名　添乗員：同行　利用予定航空会社：モンゴル航空、中国国際航空　利用予定ホテル：［ウランバートル］フラワー、バヤンゴル、チンギスハン、パレス、コンチネンタル、ハンパレス、ナラントール、エー
デルワイス　［テレルジ、バヤンウンジュール、ウンドゥルシレット］ツーリストキャンプ　［北京］新僑飯店、京都苑飯店または同等クラス　［寝台列車］1等寝台（4人用コンパートメントを2人で利用）　旅券（パスポート）について：この
ご旅行には帰国日まで6ヶ月以上有効なパスポートが必要です。　査証（ビザ）について：必要です。　査証代行代金：実費手数料込8,600円　燃油特別付加運賃：3,360円（モンゴル航空）、8,880円（中国国際航空）　成田空港施設使用料：
2,040円　関西空港施設使用料：2,650円　ウランバートル空港税：1,600円　１人部屋追加代金：１泊につき　7,000円（ホテル泊のみ対応）　子供料金：12歳未満

●ご旅行代金 大人
298,000円

子供
278,000円

（ウランバートル泊のみ）一人部屋追加代金：14,000円

●ご旅行代金 大人
298,000円

子供
278,000円

（北京・ウランバートル泊のみ）一人部屋追加代金：21,000円

大阪aウランバートル
午前：大阪発、午後：ウランバートル到着後、係員と共に
ホテルへ。途中、ザイサンの丘に寄ります。

ウランバートルhウンドゥルシレット
午前：テムジンの友塾訪問。子供達と交流。
午後：ウンドゥルシレットへ。
満天の星空をお楽しみ下さい。

ウンドゥルシレット
終日：各種アクティビティをお楽しみ下さい。
熱気球、ボートで川下り、乗馬体験、遊牧民訪問。
 もり・けん交流コンサート
満天の星空をお楽しみ下さい。

ウンドゥルシレットhウンドゥルドブhテレルジ
午前：ウンドゥルドブへ。
「チンギスハーン800年目の帰還」騎馬隊イベント鑑賞。
夕刻：テレルジヘ。

テレルジ
終日：交流体験。ヤク乗り、遊牧民訪問、水晶の原石探し、
散策をお楽しみ下さい。
 もり・けん交流コンサート
満天の星空をお楽しみ下さい。

テレルジhウランバートル
午前：ウランバートルへ。
郊外の孤児院訪問。ウランバートル市内観光とショッピング。
 さよなら交流パーティ   

ウランバートルa大阪
早朝：係員と共に空港へ。
早朝：ウランバートル発、午前：大阪着。
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7/20
（金）

2

大空舞う
ウンドゥルシレットとテレルジへ

7/20（金）～7/27（金）
関西空港発着　8日間

7/21
（土）

7/22
（日）

～

7/23
（月）

7/24
（火）

ウンドゥルシレット
モンゴルで唯一、熱気球が体
験出来るキャンプに滞在。大
空から大草原やトゥーラ川を
眺め、至福の時を味わいましょ
う。日本人スタッフも駐在し
ています。

7/26
（木）

7/25
（水）

大阪a北京
午前：大阪発、午後：北京着
故宮博物院、天安門広場を観光。

北京
終日：万里の長城（八達嶺）、明の十三陵、北京市内を観光。

北京
早朝：北京駅からシベリア鉄道に乗り、ウランバートルへ。
夜：二連浩特で台車を替え、国境を通過。

ウランバートルhテレルジ
午後：ウランバートル着。
テムジンの友塾訪問。子供達と交流。
夕刻：テレルジヘ。

テレルジ
終日：交流体験。水晶の原石探し、散策をお楽しみ下さい。
満天の星空をお楽しみ下さい。

テレルジ
終日：交流体験。ヤク乗り、遊牧民訪問、散策をお楽し
み下さい。
 地球の仲間コンサート
満天の星空をお楽しみ下さい。

テレルジhウランバートル
午前：ウランバートル郊外の孤児院訪問。子供達と交流。
午後：ウランバートル市内観光とショッピング。
民族歴史博物館、メルクーリ、デパート。
 さよなら交流パーティ

ウランバートルa大阪
早朝：係員と共に空港へ。
午後：ウランバートル発、北京で乗り換え
夜：大阪着。
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8/16
（木）

3

モンゴル帝国へタイムスリップ！
シベリア鉄道でウランバートルヘ

8/16（水）～8/23（木）
成田空港発着　8日間

8/17
（金）

8/18
（土）

8/20
（月）

8/22
（水）

8/21
（火）

8/23
（木）

7/27
（金）

テレルジ
草原よりも様々な奇岩が目を楽しませてくれる、ウランバートルから
一番近いモンゴル人の保養地。巨大な亀石が有名。

北京
モンゴル帝国の第5代ハー
ンであるフビライが築いた大
帝国の首都・大都を巡ります。
総延長6,000km以上の世
界遺産である万里の長城も
訪れます。

8/19
（日）



国名　モンゴル国（Mongol Uls）
首都　ウランバートル（Ulaanbaatar）
面積　約156万 6500km2  1日本の約4倍

人口　約240万人  1日本の約50分の１

気候　内陸性気候
年間晴天日数　250日以上
通貨　トゥグリグ（Tugrug）
時差　日本－１時間（夏季は0時間）
民族　ハルハモンゴル系が約95％　
言語　ハルハモンゴル語
宗教　チベット仏教
電圧　220ボルト50サイクル  1プラグは丸穴2穴

弊社ではよりきめ細やかな手配をするため、または万が一の
事態に備えて、ご予約時に「健康アンケート」ご記入のご協
力をお願いしております。50才以上の方、または既往症のあ
る方などは、是非ご記入下さい。なお、より一層のご安心の
ために海外旅行傷害保険のご加入もお願い致します。

風の旅行社ではお客さまの快適なご旅行のために万全を期し
ていますが、より一層のご安心のために海外旅行傷害保険へ
のご加入をお勧めしています。ケガや病気をされた際だけで
なく、大きな事故に遭遇した場合（モンゴルでは医療水準の
問題により中国や日本などの近隣国の病院へ医療用ジェット
機で緊急移送するようなケースも考えられます）の「救援者
費用」をカバーしているものを選びましょう。モンゴルという
場所の特殊性をご理解いただき、ぜひ保険にはご加入いただ
きますようお願いいたします。

モンゴル
MONGOLIA

CHINA

RUSSIA

JAPAN

KOREA

健康アンケートについて

海外旅行傷害保険

最高気温（℃）
最低気温（℃）
降水量（mm）

22

8

59

6月

23

11

71

7月

22

9

58

8月平均値

「ご出発までの手続き」をお送りします。
電話、FAX   e-mail 等でお申込みを戴きますと、弊社より、「ご出発まで
の手続き」をお送りします。ご来店の場合は、その場でお渡しします。「ご
出発までの手続き」に従って諸手続きをお取り下さい。ご旅行申込書送付
と申込金お支払いは3日以内にお願いします。両方を弊社が戴いた時点で、
正式なお申込み（契約成立）となります。尚、出発日が近い場合は、ご旅
行代金全額を請求させていただくことがあります。

ご出発 30日前に
ご旅行代金の残金は、ご出発
の前日から起算して30日前
までにお支払い下さい。お支
払いが遅れる場合は、担当者
までご連絡下さい（7・8月出
発は40日前となります）。

最終案内・ご出発
ご出発の7～10日前を目処に最終日
程表をお送りします。ご出発前に、弊
社店舗またはお電話にて、担当者が
ご旅行内容を詳しくご説明をいたしま
す。出発当日は、集合場所に、時間厳
守でお集まり下さい。

お申込み
電話、FAX、e-mail 等でお申込み下さい。もちろん、ご来店戴ければそ
の場で手続きが可能です。

お申込みから出発まで

渡航先（国又は地域）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://www.pubanzen.mofa.go.jp/でもご確認下さい。
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/ をご確認下さい。

〒594-0023大阪府和泉市伯太町1-5-35-214　
TEL&FAX：0725-44-2735
　　　 mori-ken@land.linkclub.or.jp
　　　http://www1.linkclub.or.jp/̃mori-ken/

担当：もり・けん

もり・けんプランニング

URL

E-mail

〒165-0026 東京都中野区新井2-30-4　I.F.O ビル 6F
TEL: 03-3228-1063　FAX: 03-3228-5174
　　　info@kaze-travel.co.jp
　　　http://www.kaze-travel.co.jp/
営業時間  10：00～18：00　定休日　日・祝日
担当：高嶋 達也

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取引の責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明に不明な点がございましたら、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

株式会社 風の旅行社

URL

E-mail

現地プログラム企画 旅行企画・実施

モンゴル概要

▼ 気温と降水量

17

3

15

5月

募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、株式会社風の旅行社（以下当社）
が企画・募集し実施する企画旅行であり、この
旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅
行契約を締結することになります。
（2） 契約の内容・条件は募集広告（パンフレット）
等のコースごとに記載されている条件のほか、本
旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及
び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）」によります。

旅行の申込み及び契約の成立
ご来店の場合は、当社所定の申込書に所定の事
項を記入し、お申込金又は旅行代金全額を添え
てお申込みいただきます。電話等の通信手段に
よる申込の場合は、当社が予約を承諾した後に
「ご出発までの手続き」をお送り致します。同書
類をお客様が受取られてから３日以内に申込金ま
たは旅行代金全額のお支払いと、申込書の提出
をお願い致します。２つが揃った時点で正式な

お申込み（契約成立）となります。期限を越えま
すと当社は予約がなかったものとして取り扱うこ
とがありますのでご注意下さい。

旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
（１）利用運送機関の運賃・料金（エコノミーク
ラス席利用料金とします）
（２）送迎バス等の料金（移動等のバス又は車代）
とガイド料金
（３）観光の料金（バス料金、ガイド料金、入場料金）
（４）宿泊の料金（2人1室利用、税、サービス
料金含む）
（５）食事の料金（税、サービス料金含む）
（６）手荷物運搬料金（航空会社の規定重量、
容積、個数の範囲内）
（７）団体行動中の心付
（８）ガイド料金（トレッキングガイド等）
（９）添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用
されなくても原則として払い戻しはいたしません。

旅行代金に含まれていないもの
上記の他は旅行代金に含まれません。その一部
を例示します。
超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を越
える分について）、クリーニング代、電報・電話料、

ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追
加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う
税・サービス料、渡航手続関係諸費用、オプショ
ナルツアーの料金、運送機関が課す付加運賃・
料金（例：燃油サーチャージ）、日本国内の空
港施設使用税、日本国内のご自宅と集合地・解
散地間の交通費、宿泊費等、旅行日程中の空港
税及び各国出入国税等、海外旅行傷害保険料、
障害・疾病に関する医療費及び救援に関わる費
用、お客様のご希望によりお一人部屋を使用さ
れる場合の追加

旅行契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料を当社にお支払い頂
くことにより、いつでも旅行契約を解除すること
ができます。

旅程保証
（１）当社は、旅行契約内容の重要な変更が生じ
た場合は、当社旅行条件書定める条件により、
その変更内容に応じて、旅行代金の1～ 5％に
相当する変更保証金をお支払います。ただし、
変更補償の額は、お客様一人に対して１旅行に
つき旅行代金の15％を限度とします。

お客様の責任
お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際
しては、当社から提供された情報を活用し、旅
行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約
の内容について理解するよう努めなければなり
ません。

個人情報の取扱いについて
当社および受託旅行業者は、旅行申込書に記載
いただいた個人情報について、お客さまとの連
絡、運送・宿泊機関等の手配、ご旅行アンケー
ト送付、弊社発行の通信の送付等に利用させて
頂きます。詳しくは当社ホームページのプライ
バシーポリシーをご参照下さい。

ご旅行条件・旅行代金の基準
このご旅行条件は、2007 年 2 月 1 日現在の
運賃・料金を基準としております。

※
お
申
込
の
際
は
、ご
旅
行
条
件（
全
文
）を
お
受
け
取
り
下
さ
い

※「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。

ご
旅
行
条
件
（
抜
粋
） 　

                

必
ず
ご
一
読
下
さ
い

旅行代金が50万円以上

旅行代金が30万円以上
　　　　　50万円未満

旅行代金が15万円以上
　　　　　30万円未満

旅行代金が15万円未満

80,000円

50,000円

30,000円

20,000円

旅行契約の取消

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日目に当たる日まで

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3日目に当たる日まで

旅行開始日の前々日、前日及び
旅行開始日当日

旅行開始日の無連絡、または
旅行開始後の取消

取消料

旅行代金の10%
（ピーク時のみ）

旅行代金の20%

旅行代金の50%

旅行代金の全額

申
込
金

お振込口座

三井住友銀行 　中野支店　普通3439573
みずほ銀行 中野北口支店　普通1492212
三菱東京UFJ銀行　中野駅前支店　普通1722680

東京 口座名
（株）風の旅行社


