
理学博士 柴山 元彦先生と行く 

アンコールワットで観る パンスターズ彗星 

と ルビー採掘の旅 ５日間 
            

期間 平成 25 年 3 月 23 日（土）～3 月 27 日（水） 
 

 
 

3 月のこの時期は、乾期でアンコールワットの中央塔

付近から日の出の太陽を拝むことができる絶好の機会で

す。また夕日が沈むころにはアンコールワットの上付近

に久々の肉眼で見ることができる彗星であるパンスター

ズ彗星が見ることができるかもしれません。 

またカンボジアはルビーが取れることでも有名な国で

す。特別な許可をいただいてルビー採掘体験を行いたい

と思っています。 

アンコールワットとその周辺の遺跡も見学することは

もちろんです。ぜひこの機会に世界遺産のアンコールワ

ットに出かけましょう。ご参加をお待ちしています。 
 

自然環境研究オフィス 代表 柴山 元彦 
 

 

参加費用  179,000 円 
満 2 歳以上 12 歳未満のお子様 169,000 円 

（エコノミークラス/2 名 1 部屋利用の場合） 

※空港諸税及び燃油チャージ(1/10 現在 25,970 円)別 

※一人部屋利用の場合の追加費用 14,000 円 

※カンボジア査証代行申請料 6,500 円(実費を含む) 
 

募集定員 20 名 最少催行人員 15 名 

申し込み締切り 2 月 19 日（火） 
但し、定員になり次第締め切らせていただきます 

 

 

 

 

【予定スケジュール】 

関西空港ご集合 3/22（金）午後 10 時 30 分（予定） 

3/23 

（土） 

関西(00:30 発)✈バンコク(05:00 着) 

着後、専用車で国境を越えてカンボジアのパイリンへ 

(所要約 5 時間) 

パイリン到着後ルビー採掘体験(約 3 時間) 

宝石店が並ぶ地元のマーケットを見学後ホテルへ 

〔パイリン泊〕 

3/24 

（日） 

午前：ルビー採掘体験(予備日) 

昼食後、専用車でアンコールワットの街シェムリアッ

プへ(所要約 7 時間) 

ホテル到着後ホテル内での夕食 〔シェムリアップ泊〕 

3/25 

（月） 

終日：世界遺産のアンコールワット、アンコールトム

見学とアンコールワットからのサンセットとパンス

ターズ彗星観賞 

夜、民族舞踏を観ながらの夕食  〔シェムリアップ泊〕 

3/26 

（火） 

早朝：アンコールワットからのサンライズとパンスタ

ーズ彗星観賞 

ホテルでの休憩後、午後：トンレサップ湖観光 

夕刻、早目の夕食後空港へ向かいます 

シェムリアップ(20:55 発)⇒バンコク(22:10 着) 

バンコク(23:15 発)⇒関西空港へ    〔機内泊〕 

3/27 

（水） 

⇒関西空港(06:25 着) 

※利用予定航空会社：タイ国際航空 

※利用予定ホテル：パイリン：スタンダードクラス 
                  （バスタブ無し） 

                  シェムリアップ：スーペリアクラス 

※食事条件：全食事付き（飲み物代は別途必要） 

※添乗員：日本から同行 

 

     
 

 

 

  
 

 
【お申込み前にご確認願います】 

○ルビー採掘に関しては、乱獲により良質の原石はほとんど採れなくなっているとの情報があり、採れることが保証されているもので 

はありません。1/19-1/23 の間に下見を実施します。その結果の判断次第では行程に大幅な変更が生じる場合があります。 

○サンライス、サンセット、パンスターズ彗星の観賞は自然現象ですので天候によってはご覧いただけない場合があります。 

○パンスターズ彗星の観測時間の都合で、シェムリアップでの食事などの内容が変更となる場合があります。 

 

春分の頃には（3 月 21 日

頃）日の出の太陽は中央の

当付近から昇ってくる 

西の空に見えるアンコールワット 

塔の右の方に彗星が見える予

定。予報位置（3 月 23 日 18 時

 

ルビー 



【ご旅行条件】（お申込み前に必ずご確認ください） 
 

この旅行は、㈱アーク･スリー･インターナショナルが主催する募集型企

画旅行です。詳細は別途お渡しする当社旅行業約款（募集型企画旅行契

約）に準じます。 
 

【お申し込み方法と契約の成立】 

下記の書類を㈱アーク･スリー･インターナショナル担当者宛に FAX また

は郵送にてお送りください。 

①必要事項をすべてご記入いただいた参加申込書（このページ下部） 

②パスポートのコピー 

申込書類をご提出いただいてから５日以内に、お申込金 3 万円（ご旅行

費用の一部に充当します）をお支払いいただきます。ご旅行契約は弊社

が申込書と申込金を受領した時に成立します。 
 

【旅行代金に含まれる内容】 

・航空運賃・ホテル代（2名 1部屋）・日程表記載の食事代、観光費用・

現地貸切バス代、同行ガイド費用・添乗員同行費用 
 

【旅行代金に含まれない内容】 

・空港諸税及び燃油チャージ・食事時の飲み物代・パスポート、査証申

請費用・日本国内交通費・個人で掛ける海外旅行傷害保険料他個人的諸

費用 等 

 

 

【取り消し料】 

お客様は次の取消料をお支払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、取消の受付は弊社営業時間内に限ります。尚、今

回のご旅行に関しては下記の特別規定が適用されます。 

出発 45 日前から 3１日前の間のお取消しの場合 ２０，０００円 

出発 30 日前から 21 日前の間のお取消しの場合 ３０，０００円 

出発 20 日前から 3日前の間のお取消しの場合  ５０，０００円 

旅行開始前々日から当日の間のお取消しの場合 旅行代金の５０% 

無連絡不参加や旅行開始後の途中離団の場合   旅行代金の１００％ 

【免責事項】 

お客様が以下の事由により損害を受けたれた場合、弊社はその責任を負

いません。 

・天災、地変、暴動、戦乱、テロ、交通機関等の急なストライキなど、

弊社が事前に管理できない事由による旅行内容の変更や中止。 

・運送機関の遅延、不通またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若

しくは目的地滞在時間の短縮。 

・官公庁の命令、または伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、

盗難。 

この旅行代金は平成 25 年 1 月 10 日現在の航空運賃、諸税規定、為替相

場を基準に算出されており、航空運賃の改定や為替相場の大幅な変動が

あった場合には変更になる場合があります。 
 

【企画】 
 

自然環境研究オフィス 
 

【旅行実施・お申込み先】 
 

代官山 T-TRAVEL 
株式会社アーク･スリー･インターナショナル 代官山営業所 

観光庁長官登録旅行業第 1409 号 （社）日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 17-5 代官山蔦屋書店 3 号館 1 階 

TEL(03)3770-7272  FAX(03)3770-6366 営業 11:00-21:00 年中無休 

総合旅行業務取扱管理者：中村 実  担当：中村、阿部、野々口 

 

地球神秘の旅 6 参加申込書 
＜ 切り取らずにこのページごと FAX していただくか、コピーしてご郵送ください ＞ 

FAX(03)3770-6366 

 
※枠内の項目はもれなくご記入下さい。                                     記入日    年  月  日 
お名前（フリガナ） 

 

 

パスポートのローマ字名 

生年月日（西暦） 

    年    月    日生 

性別   

男 ・ 女 

国籍 一人部屋希望（有料）  

 有 ・ 無 

ご自宅住所 

〒    -     

 

 

(TEL)                 (FAX)               (携帯) 

職業 会社・学校名 

                

(TEL)                           (FAX) 

旅行中の国内連絡先（お名前）                    （続柄） 

    

                                     （TEL） 

パスポートの有無 

    有 ・ 無 

パスポート番号 パスポート発行年月日 

 

     年   月   日発行 （５年 ・ １０年） 

同行者のお名前（同行者の方もお申込書が必要です） 

 

 

追記事項 

 

 


