
 

 
日インドネシア文化経済観光交流団 

■募集要項■ 〔交流の夕べ参加 福岡発着〕 

旅行期間：２０１５年１１月２２日(日)～１１月２５日(水) ２泊４日 

訪問都市：【インドネシア】ジャカルタ 

      

            

主旨：  本年６月１２日にインドネシア政府は観光目的で訪問する日本人に対する査証免除制度を導入しました。この機

に、日本とインドネシアの相互交流を一層促進させるために、二階俊博・日本インドネシア国会議員連盟会長（自

民党総務会長、全国旅行業協会会長）、福田康夫元総理・日本インドネシア協会会長をはじめとする国会議員や

自治体・産業界関係者により約１０００名の交流団を派遣することとしました。 

      団の編成にあたっては、日本の自治体、産業界、観光関係者等幅広い参加を募ります。是非ご参加ください。 

 

主催：  日インドネシア文化経済観光交流団実行委員会  

      一般社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人経済同友会、日本商工会議所、 

一般社団法人日本貿易会、一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人全国旅行業協会、 

公益社団法人日本観光振興協会、日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ)、日本政府観光局（ＪＮＴ０） 

 

後援：  経済産業省、外務省、国土交通省、観光庁、農林水産省、東アジア・アセアン経済研究センター（ＥＲＩＡ）、 

国際協力機構(ＪＩＣＡ)、日本インドネシア協会 

   

主要行事： 「日インドネシア交流の夕べ」 

        日本側１０００名とインドネシア側要人が参加する大型レセプション 

主催：インドネシア日本友好協会 

        日程：２０１５年１１月２３日（月）  場所：ジャカルタ・ムリアホテル 

 

併設行事： 

・国土強靭化シンポジウム（主催：ＥＲＩＡ、JICA、OECD） 

 防災に関する日・インドネシアの経験や技術、最新の研究等を共有。官民を挙げた国土強靭化に向けた 

取り組みを促進。 

・経済連携促進セミナー（主催：ＪＥＴＲＯ） 

  日インドネシアの官民が集い、新たなビジネス連携の可能性を探求すると共に、中小企業・裾野産業振興、 

地域連携等について議論する。 

 

その他同時期開催行事 

・ジャパン・トラベル・フェア（11 月 20 日～22 日 主催：JNTO） 

ジャカルタのショッピングモールで開催する、今年で 4 回目を数える訪日旅行促進イベント。JNTO 及び日本側 

参加者による観光情報発信の場を設けるとともに、現地旅行会社による一般消費者向けの訪日旅行販売の場 

を設けることにより、同国の訪日旅行需要を喚起する。 

・訪日旅行商談会（11 月 23 日 主催：JNTO） 

新たな訪日ツアー造成を目的とした、日本側自治体・観光関連民間事業者と現地旅行会社との商談会。 

・日本インドネシア観光交流拡大シンポジウム（11 月 23 日 主催:JNTO 等） 

両国の査証要件緩和や、ASEAN経済統合を契機とするインドネシア政府の観光戦略強化を踏まえ、両国の 

観光交流拡大を討議するシンポジウム。 

・Ｙｏｋｏｓｏ Ｎｉｐｐｏｎ！(11 月 23 日 主催：在インドネシア日本大使館） 

インドネシア政治・経済関係者を対象とした、日インドネシアの交流促進を目的としたレセプション。（一部の方のみ対象）  
 
【旅行企画・実施】 
近畿日本ツーリスト株式会社 ＥＣＣ営業本部 第５営業支店  
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル13階 
TEL:03-6891-9305 FAX:03-6891-9405 営業時間：（月～金）9:30～17:30（土･日･祝祭日は休みです）       

    観光庁長官登録旅行業第1944号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 

 

 



 

 

 

 

【記号について】  
 食事：○…食事あり、× … 食事なし、機 …機内食、Ｈ…ホテル 

【時間帯の目安】朝：06:00～09:00 午前：09:00～12:00 午後：12:00～18:00 夜：18:00～25:00  終日：09:00～18:00 
 
 
 
 
■旅行期間       ２０１５年１１月２２日(日)～１１月２５日（水) ２泊４日 
■旅行代金      スーペリアクラスホテル利用 ：１８６，０００円（お一人様１室利用、航空機エコノミークラス） 

デラックスクラスホテル利用 ：２２４，０００円（お一人様１室利用、航空機エコノミークラス） 
１８４，０００円（お二人様１室利用、航空機エコノミークラス） 

                 ※スーペリアクラスホテルは、お二人様１室利用の設定はございません。 

                 ※燃油サーチャージ（目安：￥９，０００、２０１５年９月２８日現在）、福岡空港施設使用料（２，５７０円）、 

旅客保安サービス料（４４０円）、海外空港諸税（３，４２０円）は含まれておりません。 

■ビジネスクラス利用追加代金 担当までお問い合わせください。 
■最少催行人員      １０名 
■利用予定日本発着航空会社  大韓航空 
■利用予定ホテル   スーペリア：スルタン   デラックス：ムリア 
■食事             朝２回、昼１回、夕１回（この回数に機内食は含まれません） 
■添乗員           現地係員が対応します。 
■申込締切日      １０月１９日（月） ただし満員になり次第締め切ります。 
■募集人員       ２０名（申込先着順により締め切らせていただきます。） 
 

旅行代金に 

含まれるもの 

①航空運賃：日程表に記載された区間（エコノミークラス） ②宿泊代金：ホテル・ツイン又はシングルルーム（２名１室又
は１名１室利用）バス・トイレ付 ③食事代金：上記に明記の食事代金（朝：2回、昼：0回、夕：1回 機内食を除く） ④ガイ
ド代金：日程表に記載された空港送迎時のガイド代 ⑤バス代金：日程表に記載された空港送迎時のバス代 ⑥団体行
動中の税金・チップ ⑪手荷物運搬代金：大きさは航空会社の規定内。詳しくは弊社担当にお尋ね下さい。  
※上記代金はお客様の都合により、一部利用されなくても払戻しいたしません 
※上記の日本円換算額は、2015 年 8 月 28 日現在の三菱東京 UFJ 銀行売渡レート 1USD=\122.15 を基準に算出しています。  

旅行代金算出基準日：2015年8月28日 

旅行代金に 

含まれないもの 

上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加に当たって通常必要となる費用を例示します。 
① 旅券印紙代・証紙代有効期限5年のもの：￥11,000、有効期限10年のもの：￥16,000  ②個人的性格の費用：クリー 
ニング代、電話代 ③手荷物超過料金 ④傷害、疾病に関する医療費 ④任意の海外旅行傷害保険料 ⑤燃油サーチャ
ージ（目安：￥１３，０００、２０１５年９月１０日現在） ⑥インドネシア・韓国空港税（\3,420） ⑦福岡空港施設使用料（￥970） 
⑧旅客保安サービス料（￥440）⑨渡航手続代行料金（旅券・査証の有効性の確認及び日本、インドネシアの出入国記録
書類、税関申告書の作成代行）￥5,400 ⑩査証代および査証取得手数料 
※上記料金はいずれも2015年9月8日現在の料金となります。今後変動の可能性がございます。   

 

■相部屋について 
この旅行では相部屋はお受けしておりません。1名、3名など奇数でご参加の場合はどなたかお一人についてお一人様１室料金を 
申し受けます。 
 
 

時間帯 交通機関 摘     要

1 11月22日 (日) 朝 昼 夕

福岡 発 午前 航空機 機 ×

ジャカルタ 着 夜  

専用バス 到着後、ホテルへ

（ジャカルタ　泊）

2 11月23日 (月) H × ○

ジャカルタ 滞在 終日 自由視察

夜 専用バス 交流のゆうべ

（ジャカルタ　泊）

3 11月24日 (火) H × ×

ジャカルタ 滞在 終日 専用バス 国土強靭化シンポジウム

経済連携促進セミナー

夜 専用バス 空港へ

夜 航空機 空路、帰国の途へ(ソウル経由)

（機内　泊）

4 11月25日 (水) H 機

福岡 着 午後 ご到着後、入国審査・税関審査

　 　 　 　

月日曜 都市名／滞在地名 食事条件

空路、ジャカルタへ（ソウル経由）

 

 

日程表 

募集要項 

 



■渡航手続きについて 
１．旅券（パスポート） 

2016年5月25日以降も有効な旅券が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券申請等はお客
様の責任で行ってください。お客さまのご希望により別途渡航手続代行料金をいただいてお受けすることもできます。 

２．査証（ビザ） 
商用査証の取得が必要となります。ジャカルタ空港到着時にアライバル査証($35)を取得するか事前に商用査証を取得して 
ください。 
＊上記旅券、査証について日本国籍以外の方は自国・渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。 

３．渡航手続代行料金 
この旅行の参加にあたっては、旅券、インドネシアおよび日本の税関申告書が必要ですが、当社でそれらの作成手続きを代
行する場合の料金は下記のとおりです。代行を希望される場合はお申し出下さい。 
(1) 旅券申請書類の作成代行 4,320円  
(2) インドネシア、日本税関申告書作成代行および旅券・査証の有効性確認 5,400円 

＊上記金額には、消費税（８％）が含まれております。旅券印紙代（有効期間10年：16,000円、5年：11,000円）等は含まれておりま
せん。 

＊弊社にて税関申告書・査証書類等を作成後に旅行の取消をされた場合は、旅行本体の取消料の他に、上記渡航手続き代行 
料金がかかります。 

＊日本国籍以外の方で、弊社に査証取得等のご依頼をされた場合は渡航手続代行料金が異なります。 
■参加申込方法 
別添参加申込書を近畿日本ツーリスト宛にご郵送又はＦＡＸにてお送り下さい。 
なお、申込時に申込金５０,０００円を下記宛にお振込下さい。 
申込金は旅行代金、取消し料、違約料の一部として取り扱います。また、旅行代金の残金は１０月３０日（金）までにお振込み 
お願い致します。 

振込先 
銀行名：三井住友銀行 中央支店 
口座名：近畿日本ツーリスト㈱    口座番号：(普通) ８７９９８７９ 

申込締切日 ２０１５年１０月１９日(月) 必着、先着順（ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。） 

■旅行契約と契約の成立      
お客様との旅行契約は当社の承諾と上記申込金の受理を持って成立するものとし、成立日は、前記申込金を当社が受理した日 
とします。 
■取消料                    
お申し込み後、お客様のご都合で参加を取消される場合、次の取消料をお支払いいただきます。 
 
 
 
 
 
■最終日程表                 
確定した航空機の便名や宿泊ホテル名が記載された最終日程表は、２０１５年１１月中旬に交付します。 
ただし、出発の7日前以降にお申込の場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せ 
いただければ、手配状況についてご説明します。 
■任意海外旅行保険のお勧め  
ご旅行をより安心できるものとするため、お客様ご自身で十分な旅行保険(疾病、傷害、盗難等)に加入されることを 
お薦めします。 
 
 

【旅行企画・実施】 
近畿日本ツーリスト㈱ ＥＣＣ営業本部 第５営業支店  
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル13階 
TEL:03-6891-9305 FAX:03-6891-9405 営業時間：（月～金）9:30～17:30（土･日･祝祭日は休みです）       

   観光庁長官登録旅行業第１９４４号 一般社団法人日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員、ボンド保証会員 

 

◆旅行申込・お問い合わせ先◆ 

 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目から3日目までの取消
(10/22～11/19) 

旅行代金の20％ 

旅行開始日の前々日以降旅行開始までの取消(11/20～11/22) 旅行代金の50％ 

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額 

近畿日本ツーリスト㈱ トラベルサービスセンター東日本 

〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿８－１４－２４ 西新宿KFビル 
営業時間：（月～金）10：00～17：00（土･日･祝祭日は休みです） 
*休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。 
総合旅行業務取扱管理者※： 伊藤 義彦、小室 智恵子 

担当：「日インドネシア文化経済観光交流団」係  担当：栗田・益子 

電話：03-6730-3220 FAX：03-6730-3229 

Ｅメール：tourdesk169@or.knt.co.jp 
※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責任者です。当旅行の契約等に関し担当者からの説明にご不明な点が 
ございましたらご遠慮なく総合旅行業務取扱管理にご質問ください。                                                                                                                    

 

 
管理番号：044915091022-K-PHP 


