
イシIr� ゴア巡札の旅0

2014年12月5日(金)̂'12月10日(水)【6日間】

円〈楠岡空港先着・添.員同行・金食事付)

泊サーチャージ、空港鶴、査医科及び代行手敏斜等、旅行代金:350，000 ※量S
合併55，906円含みます.

Iiフランシスコ・ザピ工ル

企画。主催

鹿児島カテドラル・ザピエル教会


聖フランシスコ・ザピmの聖遺物が安置されるポン・ヲェス教会(ゴア)� 

~Basmca ofBom -.lesus， oldgoa~ byP.S.SU-.lAY  

旅行主催。実施
.，.，，，.長官量保銀行"11510号・{船田本旗行$協会E社員 山

掛 械式会社トヲベルザヲイ� @

2-干54ト0047大阪市中央区淡路町� 1 -10 RRピル� 

TEL:06-6己232-3012・FAX:06-6232-3013 
フリーダイヤル0120-408-128巡礼委員会

担当 淡野 中村� |由吉田行業話回血管理雷奥柑雅量・踊あ圭二叫

お申込要領 自
お申し込みいただく際は、別紙の申込書に必要事項をご記入いただき、弊社宛にご郵送下さい。� (FAX司)

お申込書受領後、弊社より申込金および、査証取得のご案内を致レます。

申>6歪詮� :70.000四oli<費!乙充当到します‘コ 申>2岬苦め切り� :2014王手9月� 3 0 λο目。
 
O旅行期間� :2014年� 12月5日〔金)~1 2月� 10巴� (水)[6日間】
 
0旅行代金� 350. 000円 ※燃油サーチャージ、空港税、査証料及び代行手蚊料等、合計55. 906円上旬料金にきみます.
 

0一人部屋追加代金� 39. 000円 ※お一人ご参加の廃合は主配金簡をお受払い頂くことがございます。
 

0募集人数� :20名 (愚少催行人類:15名)
 
Oパスポートは、� 2015年6局5日以降育殉なものが必要です。まだ、査証取得の為、パスポートをあ、預け頂きます。


回J管制のご寮内� *お害保のご郡吉によりζ参加をお限り摘しになる甥昌I~、制下の11:掲闘が必要となります。
(注 町行代金にかかる町:r;開と阜りiii!il問、代行割程と実買回目。違⑤し畳iすます.l・日行間惜の筋白から起質して日行同胞の3臼前ま~.ー・・・航行代童の20% 

• I~ ..t ζ集古時間 ・・・・・ 臨時代童の50% 円思1!?|!D照通告E不Il! ・b賀行開始後叩お回り消し・・� 日行代童の100%-. 

イシIr0 ゴア巡札の旅
2014年12月5日(金)̂'12月10日(水)【6日間】
旅行代金:350，000円〈楠岡空港先着・添.員同行・金食事付)

※量B泊サーチャージ、空港務、釜値科及び代行手敏斜等、
合併55，906円含みます.

Iiフランシスコ・ザピ工ル

企画。主催

鹿児島カテドラル・ザピエル教会
巡礼委員会

監フランシスコ・ザピmの聖遺物が安置されるポン・ジェス教会(ゴア)

-SasO!ca of Bom -.lesus， old goa-by P.S.SU-.lAY  

旅行主催。実施
""Jf長官畳偉銀行"11510号・{鉛同本・f苦・・・E社員 山

縛 株式会社トヲベルザライ @
干54ト0047大阪市中央区淡路町 1-2-10 RRピル
TEL: 06-6232-3012・FAX:06-6232-3013 

フリーダイヤル0120-408-128
担当 淡野 中村 |臨吉 田行袋詰匝血管理曹奥柑雅量・ 臆邸差二e~

お申込婆領 自
お申し込みいただく際は、別紙の申込書に必要事項をご記入いただき、 弊社宛にご郵送下さい。 (FAX司)

お申込書受領後、 弊社より申込金および、査証取得のご案内を致します。

申>6重量:ア O. 000月 匂慢費 !こ充当到します.コ 申 i込綜苦め切り :2014主手9月 3 0目。必コ
O旅行期問。 2014年12月5日 〔金)~ 1 2月10巴 (水)[6日間】
0旅行代金 350. 000円 ※燃油サーチャージ、空港税、査証料及び代行手蚊料等、合計55. 906円上記料金に芭みます.

0一人部屋追加代金 39. 000円 ※お一人ご参加の廃合は主配金額をお支払い頂くことがございます.

0募集人数 :20名 (葱少催行人獄:1 5名)

Oパスポートは、2015年6月5日以降有殉なものが必要です。また、査証取得の為、パスポートをお預け頂きます。

回局間のご寮円 安おE僚のご齢吉によりζ参加をお限り摘しになる1!I昌は、 制下の殴治闘が自彊となります。
(注 間行代金にかか、る世泊料となりiUiI問、代行科在と実寅i<J剛造窃し畳!すます.l円累計・田町開惜の前日から起賀して侃行開抽の3臼前まc.ー・・・ 航行代童の20%・ 言 主 こ集合時間・・・・・ 臨行代量的50%

. '*、通絡不Il!!O・町市開始後叩お回り消し・・ 日百円童の100%



主な訪問地� 1 1月� 12月� 1月

居高君温� 32. 8 32. 4 31. 6 

ゴア 圃怪気温� 23. 3 20. 6 19. 6 

降水量� 124.8 16.7 O. 2 

却高気温� 31. 9 30. 3 28. 4 

ιンパイ� 81l!i完温� 22. 5 20. 4 19. 3 

降水量� 13. 5 2. 0 3. 6 

福向 平均気温� 13. 8 8. 9 6. 6 

。ジ役� I"フラシシスコ・ザピエル撞航図|

f" ;与 

.ーストラリア

E豆亙

日干量 月 日(曜) 発着都市名 時刻 交通機関 摘 要� 

12月5日
(金〕 福岡国際空海発� 

香港 着� 
香港 発� 
ムンパイ 着� 

16: 15 
19: 10 
20: 10 
00: 10 

CX-5381 

Ck685 

午後2: 15 福岡空港集合。
空路、香港へ。(約4時間)
乗り継ぎ、ムンパィへ。(約6時間� 30分〉
入園、通関の後、ホテルへ。

図・図・+' (ムンパイ JtX+J)7平河川71~;白〉 

2 12月� 6日

(土〕 ムンパイ 発� 
パナジ(ゴア〕着� 

12: 40 
13: 50 

9W-626 
朝食後、空港へ。

午後、空路ゴア州のパナジへ。
着後、パナジ、才 ルドゴア市内叙会訪問、市内見学(1，ナ

ジ毅会、コア州立博物館〕
ミサ(揚所未定〕。� 

!H~.皿 (1，ナジ フィダルゴホテル泊〉� 

3 12月7日
(日〕

パナジ 終日 専用パス

終目、@才 ルドゴア市内教会訪問(ボム・ジエス毅盆にて
聖フランシヌコ・ザビ工ルの聖遺物崇敏、聖パウロ神学絞跡、

聖フランシスコ教会、シ・力テドラル〉。
ミサ(j墨所未定)。� 
~. ，中.Im 〈パナジコィダルゴホテル泊)� 

4 12月8日

(月)

パナジ 発� 

ムンパイ 蓄� 
16: 40 
17: 55 

9W-474 

出発まで、才 ルド・ゴア市内、ヴァスコ・ダ・ガマ市内教
盆訪問、青空策。
ミサ(揚所未定〉。

夕刻、空路ムンパイへ。
蓄後、ホテルへ。

ー・� 1中・圃 (ムンパイ マリーン・プラザホテル泊)� 

5 12月� 9日

(火〉

ムンパイ 終日 専用パス

午刷、インド門から船L乗り、。工レファンタ島へ。ヒンズ
一毅の石窟寺院詳を見学。

昼食は老舗・力イパルレストランにて本格ムガル料理。
午後、サン・トーマス教会、プリンス・才ブ・ウエールズ1専
物館など男学。
夕食後、空港へ。
ー・附・圃 〈機中;白)� 

6 12月� 10日
(水)

ムンJiイ 発� 
香港 書� 

香港 発� 
福岡国際空港着� 

01: 30 
09: 10 
11 : 10 
15: 15 

CX-684 

CX-5380 

空路、帰国の途へ。
香港へ。(約5日書簡〕
着後、乗継ぎ、福同空港へ。(約3時間〕
着後、入園、通関の後、解青空。

ギ・+'・ 函

*食事詑号 ー=朝食 ・川=昼食・圃=夕食 ・図=禽事なし・+'� =機内蜜

*@は世界遺産に登録されている遺跡です。 ホインドと日本との聞にはー� 3時間30分閣の時差があります。

*飛行機はエコノミークラス、ホテルはスーベリアクラスをお二人様� 1室ご利用となります。

*突然の運行スケジュールの変更により、やむなく観光などが 部変更、割愛となる蝿合がございます。

各地の平均気温 (平均気温℃・降水量mm)
h 

イ ン ド 共 和 国の般事情

面積� 327万平方km(日本の約9. 51g) 

人口 約13億人中国に次ぎ世界第2位

通貨 ルビーとパイサC1I比一=約� 1. 8円〉

電圧� 
220V、50サイクル
*日本の電化製品は使えません。

日吉差 日本の3時間30分遅れ

言軍 ヒンァィー語、英語、タミル語なと

宗教
ヒンドゥー教(約80%)、� 
イスラb教(約� 10%)仏教、キリスト数、
スィク穀、ジャイナ穀など

「噌フラ/:/スコ ザピエル全刊日臼討肝鍵1; 'I'Jl祉に8たる� 

σ 

| 旅行のお問い合わせ・お申込先は�  | 

鹿児島力テドラル・ザピヱル教会巡礼委員会

宮� 099-222-3408 ?A:099-224-6156]p，� 
メール� info@xavier-kagoshima.net 

亘二豆亙
日干量 月 日(曜) 発着都市名 時刻 交通機関 摘 要

12月5日 午後2:15 福岡空港集合。

(金〕 福岡国際空渇発 16: 15 CX-5381 空路、香港へ。(約4時閣)
香港 着 19: 10 乗り継ぎ、ムンパィへ。(約6時間 30分〉
香港 発 20: 10 Ck685 入園、通関の後、ホテルへ。

ムンパイ 着 00: 10 図・図・+' (ムンパイ JtX+ J)7平河川71~;白〉

2 12月6日 朝食後、空港へ。

(土〕 ムンパイ 発 12: 40 9W-626 午後、空路ゴア州のパナジへ。
パナジ(ゴア〕着 13: 50 着後、パナジ、才 ルドゴア市内教会訪問、市内見学(1，ナ

ジ毅会、コア州立博物館〕
ミサ(揚所未定〕。

!H~.皿 (1，ナジフィダルゴホテル泊〉

3 12月7日 終目、@才 ルドゴア市内教会訪問(ボム・ジエス毅盆にて

(日〕 聖フランシヌコ・ザビ工ルの聖遺物崇敏、聖パウロ神学校跡、

パナジ 終日 専用パス 聖フランシスコ教会、シ・力テドラル〉。
ミサ(j墨所未定)。
-・仰・釦 〈パナジコィダルゴホテル泊)

4 12月8日 出発まで、才 ルド・ゴア市内、ヴァスコ・ダ・ガマ市内教

(月) 盆訪問、青空策。
ミサ(揚所未定〉。

パナジ 発 16: 40 9W-474 夕刻、空路ムンパイへ。

ムンパイ 琶 17: 55 蓄後、ホテルへ。

ー・ 1中・固 (ムンパイ マリーン・プラザホテル泊)

5 12月9日 午刷、インド門から船L乗り、。工レファンタ島へ。ヒンズ

(火〉 一毅の石窟寺院詳を見学。

昼食は老舗・力イパルレストランにて本格ムガル料理。
ムンパイ 終日 専用パス 午後、サン・トーマス教会、プリンス・才ブ・ウエールズ1専

物館など男学。
夕食後、空港へ。
ー・附・圃 〈機中;白)

6 12月 10日 ムンJiイ 発 01: 30 CX-684 空路、帰国の途へ。

(水) 香港 蓄 09: 10 香港へ。(約5日書簡〕
香港 発 11 : 10 CX-5380 着後、乗継ぎ、福同空港へ。(約3時間〕
福岡国際空港着 15: 15 着後、入園、通聞の後、解徴。

+'・+'・ 図

*食事詑号 ー=朝重量・川=昼食・圃=夕食 ・図二歳事なし・+'==機内"OI:

*@は世界遺産に登録されている遺跡です。 ホインドと日本との問にはー3時間30分閣の時差があります。

*飛行機はエコノミークラス、ホテルはスーベリアクラスをお二人様 1室ご利用となります。

*突然の運行スケジュールの変更により、やむなく観光などが 部愛更、割愛となる揚合がございます。

イ ン ド 共 和 国の般事情

面積 327万平方km(日本の約9. 51g) 

人口 約13億人中国に次ぎ世界第2位

通貨 ルビーとパイサC1I比一=約1.8円〉

電圧
220V、50サイクル
*日本の電化製品は使えません。

日吉差 臼本の3時間30分遅れ

言豆 ヒンァィー語、英語、タミル語なと

ヒンドゥー穀(約80%)、

h 
宗穀 イスラb教(約10%)仏教、キリスト数、

スィク穀、ジャイナ穀など

各地の平均気温 (平均気温℃・降水量mm)

主な訪問抽 1 1月 12月 1月

E高司君 32. 8 32. 4 31. 6 

ゴア 圃陪気温 23. 3 20. 6 19. 6 

隠水量 124.8 16.7 O. 2 

却高気温 31. 9 30. 3 28. 4 

ιンパイ IIIIIll完温 22. 5 20. 4 19. 3 

際水量 13. 5 2. 0 3. 6 

福向 平均気遣 13. 8 8. 9 6. 6 

。ジ鈴 I "フラシシスコ・ザピエル連航図|

f" ;与

.ーストラリア

「噌フラ/:/スコ ザピエル全刊日臼討肝鍵1; 'I'Jl祉に依る

σ 

| 旅行のお問い合わせ・お申込先は | 

鹿児島力テドラル・ザピ工ル教会巡礼委員会
宮ー 099-222-3408 ]p，?A: 099-224-6156 

メール白 info@xavier-kagoshima.net

http:info@xavier-kagoshima.net


室自
1"11"'株式会祉ト弓ペ	申日夜 行 込 TEL 
弓イ

06-6232-3012/FAX06-6232-3013 

2014 年� 月 日

350，000円

日乎

一人部屋ご希望
ー口なし	

同室希望があればお名前を記入下さい。
.口有(要追加料金) 様

l-iii71旅斤策震の/;0.λについで((E"F.. 口希望する� 口希望しない

口男性 口既婚

インド・ゴア巡礼の旅

口女性� 

-日

年� ) (満

フリカ� .ナ

都道 市郡

都道

府 県才� )

月年� ) 19(西暦

時頃

時頃

時~

時~

平日

休日区府県

自・替

-その他ご希望事項 下記口|二〆を付けてください。

-パ乙之*~一件/ごつれて 口有効なパスポートを持っている 口持っていない

本旅行では、� 2015隼b日5日以降有効な ※お持ちでない方は、パスポート申請後、受領日を弊社へ

パスポートが必要です。 ご連絡ください

-ィニノ介歪gA(，ごついて

本旅行では、インド査証� (入国許可証� )を 口代行を希望する� 口ご自身で取得する

事前に取得する必要があります。 (別途、査証料実費と手続き代行料

弊社にて、取得の代行をご希望のお客機は が必要となります。料金は旅行

必ず、右ページの質問書にご記入ください。 パンフレッ卜裏面をご覧ください。)

【通信欄]

個人情報の保諸に聞して (個人情報保護法に基づき‘ 以下のお伺いを2写せて頂きます)

1) 	 『旅のご案内』発送について� (当社では、年� 3回 旅行のご案内容を発送しております)

不要の方は、右記に� J を付けて下さい。 口 送付を希望しない� 

2)参加者名簿掲載について� 

当社では、 最終案内の際|こ全参加者の情報� (氏名・郵便番号・番地までの住所・ 電話番号)を
提供しております。ご希望されない方は、氏名・都道府県・市郡のみのご紹介とさせてI頁きます。� 

i 

日

株式会社ト弓パ11.oft弓イ
06-6232-3012/FAX06-6232-3013 

月

350， 000円

年2014 

TEL 
室自

インド・ゴア巡礼の旅

込申行E官

口既婚口男性

口女性

-日乎日

年)(満

フリカ子

都道 市郡

都道

府 県才)

年)19 (西暦

時頃時~平日

時頃時~休日区府県

自・替

-その他ご希望事項 下記口!こ〆を付けてください。

ー口なし
一人部屋ご希望

.口有(要追加料金) 様
同室希望があればお名前を記入下さい。

口希望しない

口有効なパスポートを持っている 口持っていない

※お持ちでない方は、パスポート申請後、受領日を弊社へ

ご連絡ください

ロ希望するl-iilI州政庁保震のfJo.λにつれて((I;言j

-パ乙之*~一件/ごつí 1て

本旅行では、 2015年b自5回以降有効な

パスポートが必要です。

ロご自身で取得する口代行を希望する

(別途、査証料実費と手続き代行料

が必要となります。料金は旅行

パンフレット裏面をご覧ください。 )

-ィ二ノ戸査gA{，ごついて

本旅行では、インド査証(入国許可証)を

事前に取得する必要があります。

弊社にて、取得の代行をご希望のお客絡は

必ず、右ページの質問委にご記入ください。

【通信欄]

以下のお伺いをZ写せて頂きます)個人情報の保諸に閣して (偶人情報保諮i去に基づき‘

『旅のご案内』発送について (当社では、年 3回 旅行のご案内容を発送しております)

不要の方は、右記に 〆 を付けて下さい。 口 送付を希望しない

2)参加者名簿掲載について i 
当社では、最終案内の際に全参加者の情報 (氏名・郵便番号・番地までの住所・電話番号)を
提供しております。ご希望されない方は、氏名・都道府県・市郡のみのご紹介とさせてI頁きます。

1) 



ヲh女女インド査証取得の為の質問書女貴女

下記の質問事項をご記入ください。 記載もれがございますと、申請出来ませんのでお気を付けください。� 

① 
!日姓(ある方)

(カヲカナでご言己入ください) 

② 宗教
特に指定のない場合は、� rBUDDH 1 SM (仏教)Jで申請しますc

指定のある場合は、右記へ)記入ください。� 

③ 最終学歴
特L指定のない場合は、� rGRADUATE (卒業)Jで申請しますc

指定のある場合は、右記へぷ記入ください。(� 

④ 国籍
生まれた時から日本国籍ですかっ 口はい 口いいえ

「いいえ」の場合は、前の国籍をご記入ください。� 

⑤ (現住所と異なる方はご記入ください)

下記は、お亡くなりの場合もご記入ください 外国でお生まれの方は、国名と都市名をご記入ください。↓v 

お父様のお名前
⑤ 

(カヲカナでご記入ください)

お母様のお名前
⑦ 

(力骨力ナでど記入くださいJ

配偶者様のお名前
⑧ 

(カヲカナでご記入ください)

お父様の出生地

お母様の出生地

配偶者篠の出生地

(都道府県のみご記入ください) 

(都道府県のみご記入ください) 

(都道府県のみご記入ください) 

⑨ 職業

口会社員 口会社役員 口団体職員 口僧侶 口公務員 口農業

口自営業 口主婦 口学生 口その他(�  

口無職 退職済(以前の職業の所属先をご記入ください。)

会社名

学校名なと
帯Ee，主E白辛重吉1口~ 

⑨の職業で『宇婦.1� • w堂牛』芥i巽収ぎれた方は、配偶者様もしくはお父様の職業、所属先、電話番号
が必要です。

⑩ 

配偶者様
もしくは

お父様の

職業

口会社員 口会社役員 口団体職員 口僧侶 口公務員 口農業

口自営業 口主婦 口学生 口その他(�  

口無職 退職済(以前の職業の所属先をご記入ください。)

会社名
学校名など 電話番号

インド 今までにインドを訪問した」とがありますかっ 口はい 口いいえ

⑪ 

渡航歴 「はい」を選択された方は、下記を」、記入ください。

前回最終日� 1= 
宿泊したホテル名

別回取得のビザ番号

インドビザ ビサf重類 口観光 口ビジネス 口学生 口その他(
の情報 発行地 口東京 口大阪 口その他(

発行日 年 月 日� 

⑫ 今までに、インド訪問やビザの延長を拒否された事がありますかっ 口はい 口いいえ

-上記の情報は、インド査証用紙作成の為に使用いたします。

-お客様の事由または、ビザ受付国の事由により、ビザが発給されない場合や、その後のビザ申

請に対する制限を受けても弊社は 切の責任を負いません。
-ビザが発給されたにも拘わらず、渡航先国出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、

弊社は 切その責任を負いません。

月 日

よ記同意のよ、インド査証 代行取得を希望します。ご署名

年

ヲh女女インド査証取得の為の質問書女貴女

下記の質問事項をご記入ください。 記載もれがございますと、申請出来ませんのでお気を付けください。

① 
!日姓(ある方)

(カヲカナでご言己入ください)

② 宗教
特に指定のない場合は、 rBUDDH 1 SM (仏教)Jで申請しますc

指定のある場合は、右記へ)記入ください。

③ 最終学歴
特L指定のない場合は、 rGRADUATE (卒業)Jで申請しますc

指定のある場合は、右記へぷ記入ください。(

④ 国籍
生まれた時から日本国籍ですかっ 口はい 口いいえ

「いいえ」の場合は、前の国籍をご記入ください。

⑤ (現住所と異なる方はご記入ください)

下記は、お亡くなりの場合もご記入ください 外国でお生まれの方は、国名と都市名をご記入ください。↓v 

お父様のお名前
お父様の出生地

(都道府県のみご記入ください)
⑤ 

(カヲカナでご記入ください)

お母様のお名前
お母様の出生地

(都道府県のみご記入ください)
⑦ 

(力骨力ナでど記入くださいJ

配偶者様のお名前
配偶者燥の出生地

(都道府県のみご記入ください)
⑧ 

(カヲカナでご記入ください)

口会社員 口会社役員 口団体職員 口僧侶 口公務員 口農業

口自営業 口主婦 口学生 口その他(

⑨ 職業 口無職 退職済(以前の職業の所属先をご記入ください。)

会社名
帯Ee，主E白辛重吉1口~ 

学校名なと

⑨の職業で『宇婦.1 • w堂牛』芥i巽収ぎれた方は、配偶者様もしくはお父様の職業、所属先、電話番号
が必要です。

配偶者様
口会社員 口会社役員 口団体職員 口僧侶 口公務員 口農業

口自営業 口主婦 口学生 口その他(

⑩ 
もしくは

口無職 退職済(以前の職業の所属先をご記入ください。)
お父様の

会社名
職業

学校名など 電話番号

インド 今までにインドを訪問した」とがありますかっ 口はい 口いいえ

渡航歴 「はい」を選択された方は、下記を」、記入ください。

前回最終日 1=

⑪ 
宿泊したホテル名

刑囚取得のビザ番号

インドビザ ビサf重類 口観光 口ビジネス 口学生 口その他(
の情報 発行地 口東京 口大阪 口その他(

発行日 年 月 日

⑫ 今までに、インド訪問やビザの延長を拒否された事がありますかっ 口はい 口いいえ

-上記の情報は、インド査証用紙作成の為に使用いたします。

-お客様の事由または、ビザ受付国の事由により、ビザが発給されない場合や、その後のビザ申

請に対する制限を受けても弊社は 切の責任を負いません。
-ビザが発給されたにも拘わらず、渡航先国出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、

弊社は 切その責任を負いません。

年 月 日

よ記同意のよ、インド査証 代行取得を希望します。ご署名


