
■最少催行人員：5名 （定員12名）
■添乗員：同行なし。現地係員がご案内。（成田から岡林立哉さんが同行します）
■利用予定航空会社：MIATモンゴル航空（OM）
■一人部屋追加代金：16,000円 （ホテル泊のみ）
■燃油特別付加運賃：2,000円（基準日2022年5月1日）
※その他ご旅行条件は裏面をご参照下さい。

出発日出発日 東京発ご旅行代金東京発ご旅行代金 星空星空

2022年 8月22日（月） 373,000円
新月近いため 

星空にも期待大！

  馬頭琴＆ホーミー奏者・岡林立哉さんがご案内します
  モンゴルの野生馬タヒに出会うことも
  星空観測が楽しめるよう新月近くに設定しました
  草原から砂丘までモンゴルの乗馬もお楽しみいただけます

岡林立哉同行 
モンゴルの 

大自然にひたる旅

作成日：2022年6月20日

1日目 東京  ウランバートル （約130km、3時間）バヤンウンジュール

午後：東京（成田）から空路、首都ウランバートルへ。
夜：着後、日本語ガイドが出迎え、そのまま車で大草原の中のツーリストキャンプ
へ。� �ゲル泊　

バヤンウンジュール 草原・砂丘を乗馬

終日：乗馬。最初は練習。その後、大草原や砂丘へ馬で繰り出しましょう。慣れて
くれば遊牧民のゲルを訪問したり。天気が良ければ1日は車で近くの岩山ゾルゴ
ルハイルハンまで謎の岩絵を見たり、野生のヤギを探しに行ってみましょう。（走
行＝片道約2時間）そして、夜は星空観察と岡林立哉さんによるショートライブを
お楽しみください。� �ゲル泊　

4日目 バヤンウンジュール   （約250㎞、約6時間）ホスタイ

午前：乗馬やラクダ乗りなどをお楽しみいただきます。
午後：車でホスタイ公園へ。馬の原種ともいわれるモンゴル馬・タヒの保護セン
ターで、4WD車に乗り換え、丘に囲まれたツーリストキャンプ（モイルト・キャン
プ）へ。� ロッジ泊　

5日目 ホスタイ滞在

終日：ネイチャーガイドとともに、日の出を見に近くの山に登ったり、高山植物や
かわいい動物を探しながらのハイキングなどモンゴルの大自然に抱かれながら
ゆったりとした時をお過ごしください。運がよければタヒに出会えることも。
� ロッジ泊　

6日目 ホスタイ   （約100㎞、約3時間）ウランバートル

午前：国立公園内を４ＷＤでタヒを探しながらタヒ保護センターへ。
午後：車に乗り換えて、ウランバートルへ。市内到着後、PCR検査を受けるため、
指定の病院へ向かいます。PCR検査の結果はご出発前までにお渡しいたしま
す。� ホテル泊　

7日目 ウランバートル

終日：ウランバートルの中心チンギスハーン広場などを観光したり、ガンダン寺
近くにある馬頭琴の工房を訪問します。スーパーマーケットやカシミヤショップ
などにも立ち寄ります。� ホテル泊　

8日目 ウランバートル  東京　

早朝：日本語ガイドとともに車で空港へ。
午前：MIATモンゴル航空にて帰国の途へ。　午後：東京（成田）着。� 

2・3日目

TOUR  P O I N TS

さすらいの馬頭琴・ホーミー男がご案内する

馬頭琴・ホーミー奏者　岡
おかばやし・たつや

林立哉さん

大学時代、日本全国を放浪中、北海道で出会った
ホーミーのオリジナルを求めて訪れたモンゴル。
そこで馬頭琴とホーミーを習得後、馬頭琴一本で
世界を訪ね歩き、帰国後、国内にて演奏を続けてい
る。日本でも数少ないホーミー奏者の一人。

岡林さんからのメッセージ

待ちに待ったモンゴルツアーの再開。成田空港を飛び立って
5 時間の空の旅の向こうには、いつも変わらずに迎えてくれ
るモンゴルが待っています。
朝焼けの中ゲルを出て近くの丘に登り、はるか遠くの山から
登る日の出を待つ。目を凝らし、耳を澄ませば、数キロ先に
見えるゲルで遊牧民たちが目を覚ざめ、活動を始める気配を
感じる。
この旅で訪れるアルブルドキャンプ場、ホスタイ国立公園モ
イルトキャンプ場はモンゴルの真っ只中、限りなく自然に近
いロケーションの中にあります。人口の灯り、音の一つもな
い中で満天の星空を見てもらいたくて、新月を挟んだ月のな
い時期に合わせて企画しました。
そんなモンゴルの大自然、そして、自然の一部であるモンゴ
ルの人たちに出会える旅。旅の間、星空の下や草原で馬頭
琴、ホーミーももちろん聴いて頂けます。ぜひ、一緒にモン
ゴルへ行きましょう！
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PCR 検査 
陰性証明

入国時 
PCR 検査

宿泊施設 
隔離期間

ワクチン 
接種証明

誓約書 
提出

関連アプ
リ登録

質問票 
提出

モンゴル 
入国時 不要 不要 なし 不要 不要 不要 不要

日本 
帰国時 必要 不要 なし 不要 必要 必要 必要

■ モンゴル出入国時の条件など  （2022.05.30時点）

※ 日本帰国時に陰性証明が必要となるため、ツアー最終日前日にPCR検査を受け、陰性証明を発行し
てもらいます。

※ 日本帰国時に必要な「誓約書・アプリ登録・質問票」については、厚生労働省ウェブサイトをご参考く
ださい。

ご 旅 行 条 件

日程表時間帯目安とマークの見方

●利用予定航空会社：MIATモンゴル航空

●�ビジネスクラス追加代金：110,000円～130,000円（日本～ウランバートル往復/出
発日・予約クラスにより異なります）

●ご旅行代金に含まれるもの：航空券代金、宿泊代、日程表に記載の送迎、食事

●旅行代金には含まれないもの （基準日：2022年5月1日） �
・燃油特別付加運賃：国際線2,000円� ・成田空港諸税2,660円�
・国際観光旅客税1,000円� ・モンゴル空港諸税：4,000円�
・PCR検査諸費用：15,000円前後�※政府の水際対策により変更がありますのでご予約後にご案
内いたします。�
・�一人部屋追加代金、日本国内交通費、海外旅行傷害保険、モンゴルでのお小遣いなど

※燃油特別付加運賃、空港諸税等について：ご旅行代金には、燃油付加運賃および空港諸税は、含まれており
ません。外国通貨建ての場合の円換算レートは、毎月１日のBSRレート（IATA公示レート）を使用します。ご
旅行のお申し込み日が属する月の円換算レートで計算し、10円未満を切下げて請求書を発行させていただ
きます。為替変動による過不足が生じても差額徴収や返金は致しませんが、燃油特別付加運賃および空港
諸税等の金額自体の変動による過不足の際は差額徴収や返金を行います。

●査証（ビザ）・旅券（パスポート）について�
・査証（ビザ)：不要　※外国籍の方は、査証（ビザ）が必要な国が異なりますのでご確認ください。�
・旅券（パスポート）の残存期間　※モンゴル入国時に6ヶ月以上の旅券（パスポート）が必要。

●ご利用予定ホテル：�
【ウランバートル】 バヤンゴル、フラワー、コンチネンタル、モンゴリカ 
【バヤンウンジュール】 ツーリストキャンプ・アルブルド（ゲル泊） 
【ホスタイ】 ツーリストキャンプ・モイルト（ロッジ泊） 

※ツーリストキャンプ（ロッジ、ゲル）はいずれも原則として男女別３～４人１室の相部屋に
なります。そのため、一人部屋利用はできません

早朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

4:00 7:00 12:00 16:00 19:00 23:00 4:00
日程表中に記載されている時間帯の目安はおおむね上記の通りです。尚、交通機関における諸事
情により多少の変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 最新情報はこちらをご確認ください

ご
旅
行
条
件
（
抜
粋
）

必
ず
ご
一
読
下
さ
い

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事
項を記入し、申込金又を添えてお申込みいた
だきます。

申 込 金
旅行代金（一人部屋追加代金含む）の20％相当額

※但し、（イ）当社が取引条件説明書面で申込金の使
途を表示する場合、（ロ）お客様がクレジットカード
支払いを選択した場合、（ハ）お客様が希望した場合
は、旅行代金の20％を超える金額を申込金として収
受することがあります。

この時点で旅行契約が成立します。申込金は、
「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一
部または全部として取り扱います。電話等の
通信手段によるお申込みの場合は、当社が予
約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して
7日以内に申込金のお支払いをいただき、当社
が申込金を受領したときに旅行契約が成立し
ます。この期間内に申込金の支払いがなされ

ない場合は、お申込みがなかったものとして取
り扱います。また、当社が予約の承諾をする
前に申込金を受領した場合は、その時点では
旅行契約は成立しておらず、当社がお客様と
の旅行契約の締結を承諾する通知を出した時
に成立します。

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。
1.�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）
2.�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

3.�渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、査証料、
予防接種料金、渡航手続取扱料金）

4.�希望者のみが参加されるオプショナルツ
アーの料金

5.�運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油
特別付加運賃）

6.�日本国内の空港施設使用料
7.�日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交
通費、宿泊費等

8.�旅行日程中の空港税及び各国出入国税等
9.�傷害・疾病に関する医療費及び救援に関わ
る費用

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 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料
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

旅行代金の10%�
（ピーク時のみ*）

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

旅行代金の20%

旅行開始日の前々日、前日、旅行
開始日当日 旅行代金の50%

旅行開始日の無連絡不参加、
または旅行開始後の取消 旅行代金の100%

旅程保証
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、2022年05月30日現在
の運賃・料金を基準としております。
＊�「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。

お申込の際は、ご旅行条件（全文）をお受
け取り下さい。

食事 ・・・ 朝食   昼食   夕食   機内食   提供なし  
移動 ・・・  車移動　 4WD移動   飛行機移動  乗馬体験

2022年夏　モンゴルツアー一覧
各ツアーの詳細、仮予約はこちらから！ 
料金が確定次第随時追加していきます。
https://www.kaze-travel.co.jp/mongol-tour

状況が日々変わっております。最新情報はウェ
ブサイトをご確認いただくか、E メールお電話
にて直接お問い合わせください。

モンゴル海外渡航情報（風の旅行社 HP）

厚生労働省HP

渡航先の感染症状況、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 」でご確認下さい。

外務省海外安全HP

渡航先（国又は地域）によっては「外務省海外安全情報」
「新型コロナウィルス感染症情報」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。お申込みの
際に　「海外安全情報に関する書面」をお渡しします。ま
た、「外務省海外安全ホームページ」でもご確認下さい。

https://www.anzen.
mofa.go.jp/

http://www.forth.
go.jp/

早割60とは？
ご出発日の前日から起算して60日前までのご成約で、ご旅行代金を5,000円
割引いたします。
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〒164-0001東京都中野区中野4-7-1 野口ビル6F
      03-3228-5173       03-3228-5174��� ���

〒533-0033大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-4-210号
      06-6195-8043       06-6195-8044��� ���

営業時間  11:00～17:00　
営 業 日  月・木・金曜日

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に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明に不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取り扱い責任者にお尋ね下さい。4


