
■ 旅行期間：2019 年 7月24日 ( 水 ) - 29日 (月 ) 5 泊 6日間
■ 旅行代金：248,000円 ( お 2 人部屋 2人でご利用の場合 )

旅行企画実施：日中平和観光株式会社
企画協力：早稲田大学エクステンションセンター

～大連・撫順・通化・集安・長春・瀋陽～～大連・撫順・通化・集安・長春・瀋陽～
旧満州時代の足跡をめぐる旅旧満州時代の足跡をめぐる旅

上記料金には、空港税、燃油サーチャージ、空港保険料、
国際観光旅客税 ( 約 8,810 円 ) は含まれておりません。

＊一人部屋追加費用 35,000 円 /5 泊

集安 /将軍墳 (イメージ ) 大連 / 中山広場 (イメージ )

瀋陽駅 (イメージ )長春 / 偽満皇宮博物館 (イメージ )

旧満洲地方全図

通化

集安
■ 募集人員：15名（最少催行人員10名）

■ 申込締切：2019 年 6月3日（月）

■ 同行講師：小林 英夫先生（早稲田大学名誉教授）
( プロフィール )   1943 年東京都生まれ。東京都立大学法経学部卒業。
　　　　　　　  同大学院博士課程単位取得満期退学。専門分野は日本近現代史、
                                アジア経済論、日本産業論（自動車産業）。



■ご利用航空会社：全日空（NH）
■ご利用予定ホテル：【鞍山】：五環大酒店 ５★クラス
　【通化】：中東拉図摩根酒店 ４★クラス　【集安】：香港城暇日酒店     ４★クラス
　【長春】：金安国際大酒店     ５★クラス    【瀋陽】：中山皇冠暇日酒店 ５★クラス
■食事：朝 5回 / 昼 4回 / 夜 5回（機内食含まず）
■添乗員：全行程添乗員が同行します。

月　日 都　市 便　名時　間 スケジュール・食事・宿泊地

7/24
（水）

7/25
（木）

7/26
（金）

7/27
（土）

7/28
（日）

7/29
（月）

成田空港発
大連空港着

大連発
鞍山西着
鞍　山
湯崗子

湯崗子
撫　順

撫　順
通　化

通　化
大栗子

大栗子
通　化
通　化
集　安

集　安

集　安
長　春

長　春

長　春
瀋　陽

瀋陽空港発
成田空港着

10：10
12：30
午　後

20：35
22：08
午　前

午　後

午　前

午　後

終　日

午　前

12：57
14：27

10：45
14：55

NH903

専用バス

G8043
（予定）
専用バス
30分

専用バス
3時間

専用バス
3時間

専用バス
2時間半

専用バス
2時間半
専用バス
2時間半

専用バス

専用バス
6時間

専用バス

G8108
（予定）

NH926

全日空にて、大連空港へ

ロシアが街づくりをした都市『大連』を見学
旧日本人街があった△沙河口 ◎15庫より大連港を眺める
△旧日本橋 ○旧大広場（現：中山広場） ◎大連満鉄旧跡陳列館
旧満鉄社員倶楽部上った所にある△大連外国語大学宿舎(旧：弥栄団の収容所）
△日の出町避難収容所（旧：弥栄団の収容所）

高速鉄道にて、鞍山西駅へ

清朝最後の皇帝・溥儀が滞在した『鞍山湯崗子温泉』へ
溥儀専用のお風呂がある○旧対翠閣（現：龍宮）写真①

見学後、日本が鉱区を広げて作り上げた工業都市『撫順』へ
○露天掘り △撫順北駅 △日本人社宅（現：永安台付近）、
△炭鉱庁長官邸（現：老幹部局付近）等を車窓で見学

見学後、通化へ

溥儀が瀋陽へ向かった飛行場△通化飛行場跡地（現在：園林研究所）
○通化高等女学校（現：通化師範学校）、○竜泉ホテル

溥儀が一時滞在していた○東辺道開発会社大栗子溝鉱業所へ
退位式を行った◎旧：鉱業技工養成所内の食堂（現：記念館）
○溥儀の仮住まいだった場所（旧：鉱業所所長私邸）
見学後、通化へ

見学後、集安へ
高句麗第19代好太王の功績を讃え、倭国に関する記述もある◎好太王碑

５世紀初の王墓とされる◎将軍墳

見学後、ロシアと対抗しながら日本が設計・建設、
遠大な街づくりがされた都市『長春』へ
○旧関東軍司令官官邸跡地（現：松苑賓館） ○旧中央郵便局（現：郵便局）
△建国大学（現：長春大学） △大同学院（現：東北師範大学）

満州国の仮御所であった◎偽満皇宮博物館 ◎旧満映（現：電影制片場）

高速列車にて、瀋陽へ

清朝の町と日本の付属地が合体した都市『瀋陽』見学

張学良旧家兼官邸◎張氏帥府 ○満鉄奉天公所址（現：少年児童図書館）写真③
瀋陽駅を中心として作られた○鉄道付属地（旧奉天駅、旧大和ホテル、旧奉天郵便局、
旧藤田洋行等） △商埠地 △城内（旧四平街）を辿ります

空路、帰国の途に

１

２

３

４

５

６

※日程は、2019 年 4 月 1日にて作成しております。変更になる可能性がございます。
※表記時間は全てその現地時間です。成田＝日本の現地時間　その他＝各都市の現地時間
※時刻改正または現地のやむを得ない事情により、日程や見学先が変更される場合があります。
※◎入場観光（有料）、○下車見学（無料）または外観見学、△車窓見学

食事マーク

時間帯の目安

早朝 /04:00 - 06:00、朝　 /06:00 - 08:00、
午前 /08:00 - 12:00、午後 /12:00 - 16:00、
夕刻 /16:00 - 18:00、夜　 /18:00 - 23:00、
深夜 /23:00 - 04:00

→朝食 →昼食 →夕食

→なし →機内食

旧満州時代の足跡をめぐる旅　～大連・撫順・通化・集安・長春・瀋陽～

〔宿泊：鞍山〕

〔宿泊：通化〕

〔宿泊：集安〕

〔宿泊：長春〕

〔宿泊：瀋陽〕

③イメージ

②イメージ

①イメージ



１.お申込み
　  同封の申込書に必要事項をご記入の上、
      2019 年 6月3日（月）までに下記担当者宛に郵送または FAXでお送りください。
　  　

２. 旅行代金のお支払い          　 
     お申込金 30,000 円を下記口座に、お振込みください。
  　
　　

３. 説明会　　　
　  ７月上旬に早稲田大学にて説明会を予定しております。詳細については、後日ご案内いたします。
４. 最終案内　　
　  出発当日のご案内、その他詳細案内書は説明会にてお配りします。

お申込みからご出発まで

＊お申込金を確認した時点で正式なお申込みとさせていただきます。旅行代金の残金
（旅行代金からお申込金を差し引いたもの）は、出発の３週間前までに請求させていただきます。

日中平和観光株式会社　東京支店
〒103-0004 中央区東日本橋 2-7-1 国際東日本橋ビル２階  
　　　　　旧満州時代の足跡をめぐる旅 係 / 担当：佐藤洋子　
                            TEL：03-5822-3509　FAX：03-5822-3512

（
申
込
書
の
送
付
先
）

三井住友銀行　　   丸ノ内支店　当座 6550815 または
三菱東京UFJ銀行　東京営業部　当座 0079584
口座名：日中平和観光（株）

（振込先）

瀋  陽

東北三省の中心であり遼寧省の省都
である瀋陽は、満州時代には奉天と
呼ばれた人口約 600 万の都市。市内
には国民党内で抗日の姿勢を示した
張学良と父･作霖の居館であった張
氏帥府があります。瀋陽駅を中心と
して作られた、鉄道付属地、商埠地、
城内も巡ります。

撫  順
瀋陽の東 40 ㎞の
距離にある、重化
学工業都市として
発展してきた撫順
。石炭の町として
有名で、市街地南
側には巨大な露天

掘り炭鉱があります。撫順駅を中心に開発が進
み、今は昔の面影はありませんが、昔の日本人社
宅、炭鉱庁長官邸があった場所を確認します。

大  連
遼東半島の最南端
に位置し、東に黄
海、西に渤海、南に
海を隔てて、山東
半島を望みます。
1898 年に帝政ロ
シアの租借地と

なった後、日露戦争を経て日本の租借地になり
ました。市内には租借地時代の旧跡として、中山
広場、旧満鉄本社ビルが残っています。

長  春

吉林省の省都であり、旧満州国の首都
･新京だった長春。市内には今も旧満
州国時代の建物が残り、区画整理され
た街並みは他の都市とは一線を画した
風情があります。市内一の見どころは
愛新覚羅溥儀が満州国皇帝に即位した
後、新宮殿完成までの間仮住まいとし
た偽満皇宮博物館。新宮殿は太平洋戦
争勃発のため建設が中断、溥儀は結局
最後までここに暮らしました。

集  安

集安は吉林省東南部に位置し、北朝
鮮と鴨緑江を挟んでいます。人口は
約 21 万。漢族の他、朝鮮族、満族など
18 の少数民族がいます。高句麗が
427 年平壌に遷都するまで、政治と
文化の中心でした。高句麗関係の遺
跡、古墳が沢山あり、2004 年には世
界文化遺産に登録されました。

各訪問地のご案内

大連満鉄本社本社 (イメージ ) 撫順露天掘り(イメージ )

旧奉天郵便局 (イメージ )旧関東軍司令官官邸址 (イメージ )集安好太王碑 (イメージ )



氏　名

氏名

生年月日性 別 19　　　年　　　月　　　日

　  　　　年　　　月　　　日

男

女

ふりがな

ふりがな

住　所

住所

〒 連絡先
電話番号 自宅：

携帯：

携帯：

備考

職　業 勤務先： TEL：

TEL：

旅行中の
連絡先

ご関係

有  ・　無
一人部屋
希 望

（別途料金）

同室
希望者名

喫煙の有無 喫煙する ・ 喫煙しない

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄNO.：

発行年月日：

※旅行手配のために必要な範囲内での運送、宿泊機関等への個人情報の提供、参加者名簿・部屋割表の作成および
　今後の旅行案内への個人情報の利用について同意します。
　尚、早稲田大学エクステンションセンターも個人情報を共有しており、必要に応じ第三者に提供することがあります。
　個人情報の利用について同意の上、上記の旅行に申込みをします。日中平和観光株式会社御中

○早稲田大学エクステンションセンターの　　会員である　／　会員ではない
○本ツアーをお知りになったきっかけ
　□募集チラシ　　□WEB　　□友人・家族の紹介　　□講師に紹介     □その他 (　　　　　　)

アンンケートに
お答えください

営業時間：月～金　09：30～18：00　＊土日祝日休業

担当：佐藤洋子・塩田恵一

旧満州時代の足跡をめぐる旅　～大連・撫順・通化・集安・長春・瀋陽～　参加申込書旧満州時代の足跡をめぐる旅　～大連・撫順・通化・集安・長春・瀋陽～　参加申込書

※通化と集安のホテルは、バスタブのある部屋がないため、シャワーのご利用となります
　が、予めご了承いただきますようお願いします。

総合旅行業務取扱管理者：塩田　恵一

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第79号・JATA正会員

TEL：03-5822-3509
FAX：03-5822-3512

〒103-0004 
東京都中央区東日本橋2-7-1 国際東日本橋ビル２F

ご旅行条件書（要約）　     ※お申し込みの際にお渡しする旅行条件書の内容をご確認の上お申し込みください。

この旅行は、日中平和観光（株）（東京都中央区東日本橋2－7－１　観光庁長官旅行業 
第79号以下「当社」といいます）の企画する募集型企画手配旅行であり、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約することになります。募集型企画
旅行契約の内容・条件はパンフレット、旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程
及び当社募集型企画旅行契約約款によります。
●旅行のお申し込み
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、申込金30,000円を添えてお申し込み下
さい。申込金は旅行代金をお支払い頂く際に、その一部として充当いたします。
●旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃（エコノミークラス）
②旅行日程に明示した宿泊料金
③旅行日程に含まれる送迎車等の料金（空港・駅・宿泊場所）
④旅行日程に明示した観光の料金（車料金・ガイド料金・入場料）
⑤旅行日程に明示した食事料金（朝5回・昼4回・夜5回＊機内食含まず）
⑥日本語ガイド(日本語スルーガイド)
⑦日本からの添乗員費用
⑧航空機による手荷物の運搬料金（お1人様 23kg以内）
●旅行代金に含まれないもの
※原則として上記以外のもの例として以下記載
①超過手荷物料金
　（規定の重量・個数を超える分で航空会社等から請求を受けたもの）
②クリーニング代、電話電報料・追加飲料等個人的性質の諸費用
③お一人部屋を利用される場合の追加料金(35,000円/5泊分)
④希望者のみ参加されるオプショナル
  （別途料金のOPと表示の手配・観光・小旅行）の代金
⑤おみやげ品及び持込品にかかる税金
⑥日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
⑦渡航手続き関係諸費用、旅券印紙代
⑧国際観光旅客税（1,000円）
⑨成田空港施設使用料(2,610円)
⑩中国航空税(約1,600円)
⑪国際空港特別保険料(600円)、燃油サーチャージ(3,000円)
＊2019年4月1日現在のものです。出発時、値上がりが生じた場合はそれに準じ、ご請求
させていただきますがご了承ください。）

●取消料
お申込み後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、次の取消料をお支払い
頂きます。

※旅行出発日の前日より起算して30日以降…………………… 30,000円
※旅行出発日の前 日々以降……………………………旅行代金の50％
※旅行開始後の解除または無連絡不参加 …………旅行代金の100％
●ご旅行条件・ご旅行代金の基準
将来の経済事情による変更：このご旅行条件は2019年4月1日を基準としております。尚、
航空運賃及び各種交通機関などのスケジュール変更による日程変更、運賃変更などが
なされた場合にはお見積り金額を変更させて頂く場合もあります。
●個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込の際にお申込み用紙にご記入いただきましたお客様の個人情報に
ついて、お客様との連絡に利用させていただくほか、今回お申込みいただいた旅行の
手配のために必要な範囲内で運送・宿泊機関、保険会社、土産品店等へ提供させて
いただきます。当社の個人情報保護に関する方針は当社ホームページでご確認くださ
い。


