
日本気象予報士会 海外研修プログラム 

＜ご旅行案内書＞ 
2007 年 12 月 31 日 

 
＜予定行程・バンコクのみ＞ 

日 予定スケジュール 予定宿泊先 

02/14 (木) 

各自で成田・関西・中部・福岡空港に集合後チェックイン 

 

＜東京発＞ 

タイ航空 641 便（または 643 便）  

東京発 10：45 バンコク着 15：45 

（641 便利用時： 東京発 09：45 バンコク着 14：45） 

＜大阪発＞ 

タイ航空 623 便（または 621 便）  

大阪発 11：10 バンコク着 15：40 

（621 便利用時： 大阪発 10：00 バンコク着 16：35） 

＜名古屋発＞ 

タイ航空 645 便 名古屋発 10：30 バンコク着 15：15 

＜福岡発＞ 

タイ航空 649 便 福岡発 11：45 バンコク着 15：35 

 

※１ 

02/15 (金) 終日： 研修予定 （タイ気象局訪問等） ※１ 

02/16 (土) 

 

終日： 地方の気象局訪問後、ピーマイ遺跡、ナイトサファ

リ等。 

※１ 

02/17 (日) 

終日： アユタヤ遺跡観光等夕刻タイバンコクヘ 

 

※日付が変わり 2/18 の出発となります 

 ＜名古屋行き＞ 

 タイ航空 644 便 バンコク発 00：10 名古屋着 07：30 

 ＜福岡行き＞ 

 タイ航空 648 便 バンコク発 01：00 福岡着 08：00 

 

 

機中泊となります。 

プーケット、ラオスへ行か

れる方は、バンコク市内

での宿泊となります※１

02/18 (月) 

 

＜東京行き＞ 

朝便： タイ航空 676 便 バンコク発 08：20 東京着 16：00

夜便： タイ航空 642 便 バンコク発 23：50 東京着 07：30

＜大阪行き＞ 

朝便： タイ航空 620 便 バンコク発 09：10 大阪着 19：00

夜便： タイ航空 672 便 バンコク発 23：50 大阪着 07:10

 

 空港に到着後解散となります。 

 

 

 

 

 



＜予定行程・バンコク＋プーケット＞ 

02/14 (木) 

- 

02/17(日) 

上記＜予定行程・バンコクのみ＞と同行程  

02/18 (月) 
タイ航空 209 便 バンコク発 11：00 プーケット着 12：20 

プーケット気象局訪問後夕日鑑賞 
※１ 

02/19 (火)   終日： ピピ島ツアー（あわせて津波後の状況視察）：   ※１ 

02/20 (水) 

 ツアー終了後、フリータイム。 その後空港に集合 

バンコク乗り継ぎ帰国の途に 

  

 タイ航空 228 便 プーケット発 21：30 バンコク着 22：55 

  

＜東京行き＞ 

 タイ航空 642 便 バンコク発 23：50 東京着 07：30 

 ＜大阪行き＞ 

 タイ航空 672 便 バンコク発 23：59 大阪着 07：10 

 

※日付が変わり 2/21 の出発となります 

 ＜名古屋行き＞ 

 タイ航空 644 便 バンコク発 00：10 名古屋着 07：30 

 ＜福岡行き＞ 

 タイ航空 648 便 バンコク発 01：00 福岡着 08：00 

 

機中泊となります。 

02/21（木） 

 

空港に到着後解散となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜予定行程・バンコク＋ラオス＞ 

02/14 (木) 

- 

02/17(日) 

上記＜予定行程・バンコクのみ＞と同行程  

02/18 (月) 

 タイ航空 690 便 バンコク発 07：35 ビエンチャン着 08：45

 

 ビエンチャン到着後、ラオス気象水文局訪問 

 

※１ 

02/19 (火) 

 ラオス航空 109 便 ビエンチャン発 09：40 ルアンパバン着

10：20 

ビエンチャンからルアンパバンヘ。 

終日、ルアンパバンにて世界遺産の旅へ、フリータイムです。

  

※１ 

02/20 (水) 

 

午前中、ルアンパバン市内でフリータイムとなります。 

 

ラオス航空112便 ルアンパバン発12：40 ビエンチャン着 13：

20 

ビエンチャンで午後半日フリータイムとなります。 

 タイ航空 693 便 ビエンチャン発 21：40 バンコク着 22：45

 バンコクから日本への帰国便へ乗継ぎます。 

 

＜東京行き＞ 

 タイ航空 642 便 バンコク発 23：50 東京着 07：30 

  

＜大阪行き＞ 

 タイ航空 672 便 バンコク発 23：59 大阪着 07：10 

 

※日付が変わり 2/21 の出発となります 

 ＜名古屋行き＞ 

 タイ航空 644 便 バンコク発 00：10 名古屋着 07：30 

  

＜福岡行き＞ 

 タイ航空 648 便 バンコク発 01：00 福岡着 08：00 

 

  ﾙｱﾝﾊﾟﾊﾞﾝ ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝの

フライトは、予約状況により、

他の便となる可能性もありま

す。 

 

バンコク 日本へは 機中泊

となります。 

02/21（木） 

 

空港に到着後解散となります。 

 

 

 



＜ご旅行代金＞ 

出発地・目的地 ツアー単純往復 バンコク延長滞在時

東京発・バンコク往復 ￥73,000 

大阪発・バンコク往復 ￥74,000 

名古屋発・バンコク往復 ￥76,000 

福岡発・バンコク往復 ￥72,000 

 

東京発・バンコク/プーケット ￥88,000 ￥95,000 

大阪発・バンコク/プーケット ￥89,000 ￥96,000 

名古屋発・バンコク/プーケット ￥91,000 ￥98,000 

福岡発・バンコク/プーケット ￥87,000 ￥94,000 

東京発・バンコク/ルアンパバン ￥119,000 ￥129,000 

大阪発・バンコク/ルアンパバン ￥119,000 ￥129,000 

名古屋発・バンコク/ルアンパバ

ン ￥119,000 ￥129,000 

航空券代金（※２） 

福岡発・バンコク/ルアンパバン ￥118,000 ￥128,000 

すべて現地で精算となります。 

概算として１人１泊、５，０００円の予定です。 ホテル代金 
 

ツアー費用 

バス、タクシー、ガイド料、入場料等参加人数に応じて変動する場合もございま

すが、すべて現地精算となります。 

バンコクのみの方：概算２万円 

バンコク＋プーケットの方：概算３万円 

バンコク＋ラオスの方：概算３万円   

その他食事等の費用 飛行機内の食事を除き、すべて現地精算となります。 

TOTAL 参加者は、航空券代金を（株）産経旅行に払い込んでください。 

※１：宿泊先は、日本気象予報士会にて手配中です。決定次第同会ホームページ上にご案内します。

（http://www.yoho.jp/） 

※２：バンコク/ルアンパバンのフライトはビエンチャン経由になりますが、予約状況等により航空運賃が変

動する場合もありますので、フライト確定後精算させていただきます。 

 

 

 

＜ご旅行代金に含まれるもの＞ 

・ 往復航空券 （航空保険料・燃油料・空港使用料等含む） 

・ 尚、市内・郊外交通費、観光等の費用は含まれていません。 

 
＜お支払い先＞ 

三井住友銀行 東京中央支店 

普通預金口座 7423589 

㈱産経旅行 

※必ずご参加される方のお名前でお振込ください。 

 



＜ご旅行に関する注意事項・備考＞ 

� 確定フライトは最終の旅行案内書にてご案内いたします。 

� 申込み時期によってはフライトが異なることもございますのでご了承ください。 

� ご出発 20 日前よりキャンセルチャージがかかりますのでご注意ください。 

� 今回のツアーに海外旅行保険はふくまれておりません。 ご希望の方は下記旅行申込み先まで

その旨をご連絡ください。 こちらから資料を送付させていただきます。 

 

 

＜査証に関する注意事項＞ 

� タイ王国・ラオス共和国ともパスポートの残存期間が 6 ヶ月以上となっております。  

� タイ王国・ラオス共和国とも今回の行程範囲内では無査証でご入国可能です。  

但しタイ王国で 30 日以上、ラオス共和国で 15 日以上滞在される場合にはご旅行の前に査証

の取得が必要となります。 

� タイ王国入国に際して過去 6 ヶ月以内に 90 日以上滞在された方も査証が必要となります。 

� ラオス共和国入国に際してパスポートの空白のページが 2 ページ以上必要となります。 

� 査証取得が必要な方は下記申し込み先までその旨をご連絡ください。  
こちらから査証取得に必要な書類を送付し、査証を代行して取得させていただきます。 

 
＜緊急時連絡先＞ 

㈱産経旅行・東京本社： 北野 真司 （旅行主催者）   03-3564-3460 

㈱産経旅行・バンコク支店： 加藤 美和子（現地連絡係）  010-66-2237-1243 

日本気象予報士会： 武井 雄三（バンコク・プーケットプラン）  別途連絡します。 

佐藤 元（バンコク・ラオスプラン）  別途連絡します。 

 

タイ航空 予約センター：      03-3503-3311 

 

在タイ日本大使館：      010-66-2696-3000 

在ラオス日本大使館：      010-856-2141-4400 

 

タイ王国大使館：       03-3441-1386（東京） 

        052-963-3451（名古屋） 

        06-6262-9226（大阪） 

ラオス共和国大使館：      03-5411-2291（東京） 

 

 

旅行主催： ㈱産経旅行 

 
＜問い合わせ・旅行申込み先＞ 

                  担当： ㈱産経旅行 北野 真司 

                    〒104-0061 東京都中央区銀座 1-14-9 銀座スワロービル 4F 

    TEL：03-3562-4001 ／ FAX：03-3562-3930 

    Email: ofc@sankeitourist.co.jp 


