
静岡産業大学総合研究所静岡産業大学総合研究所静岡産業大学総合研究所静岡産業大学総合研究所ミャンマー視察５日間ミャンマー視察５日間ミャンマー視察５日間ミャンマー視察５日間        
 

アジアのラストフロンテイアアジアのラストフロンテイアアジアのラストフロンテイアアジアのラストフロンテイア        

不思議の国ミャンマーの不思議の国ミャンマーの不思議の国ミャンマーの不思議の国ミャンマーの事業事業事業事業環境視察環境視察環境視察環境視察    

    
アジア最貧国のイメージが残り、政情の安定性にも懸念が残るミャンマーが、なぜアジアの

ラストフロンテイアと世界中から注目を浴び、日系企業の進出も相次ぐのか。この国の事業

環境を皆様ご自身の五感で感じ取ってみてはいかがでしょうか。 

� 中国・インド・東南アジアの結節点という地政学上の大きな要衝性を持っている。 

� ルビーやサファイア、天然ガスなど豊富な地下資源にも恵まれている。 

� 米国の経済制裁が大幅に解除された。 

� インフラ整備や産業誘致など新たな経済政策も打ち出されている。 

�  株式市場も開始され、法整備や外国からの投資についての環境も整いつつある。 

�  ５１００万人を数える国民のほとんどが敬虔な仏教徒、穏やかで勤勉、識字率も高く労 

 働水準も高いと評されている。 

�  だからでしょう、黄金のバゴダが聳え立つヤンゴンには、物乞い、スラムもない。 

 

事業事業事業事業環境視察のポイント環境視察のポイント環境視察のポイント環境視察のポイント（裏面日程表参照）（裏面日程表参照）（裏面日程表参照）（裏面日程表参照）    

・ミャンマー政府関係者、日系公的機関との懇談 

・ミャンマーおよび日系企業訪問 

・現地起業家との懇談 

・人材教育現場の視察  

・日系進出企業の本音トーク  

・商業施設や庶民の市場などの視察調査  

・遺跡の保存等環境整備事情の視察 

ミャンマーの不思議ミャンマーの不思議ミャンマーの不思議ミャンマーの不思議な国民性な国民性な国民性な国民性    

・ミャンマー人には苗字がない 

・服装は男も女もスカート？  

・うまれた日よりうまれた曜日が大事 

・デートも家族の団らんも行き先はお寺  

・人生何度も出家するのにミャンマー人にはお墓がない 

・住民票に民族表記（多民族国家） 

 

日程 平成28年12月4日～8日( 深夜発につき､空港集合は3日の22時です )  

旅行費用 280,000円 （二人一部屋のお一人様料金） 

募集人員25 名    最少催行人員  15 名 

ご利用予定航空会社 タイ国際航空 

ご宿泊予定ホテル  バガン：テイレピセヤ  ヤンゴン：セドナホテル 

添乗員 同行いたします。 

募集締め切り １１月４日 ４日以前でも定員に達し次第締め切らせていただきます。 

 



ご旅行行程表ご旅行行程表ご旅行行程表ご旅行行程表    

月 日 都 市  時 間  行  程 食 事 

12/4 

(日) 

中部国際 

(ｾﾝﾄﾚｱ) 

バンコク 

ヤンゴン 

バガン 

 

TG647 

 

TG303 

国内線 

   

00:30 

05:10 

08:00 

08:45 

(集合は前夜 12/3 の深夜 22:30) 

中部国際空港よりタイ国際航空にてバンコク

へ 

乗り継ぎ ヤンゴンへ。着後、専用車で市内視

察。国内線にて世界三大仏教遺跡の町バガン

へ。        （バガン泊） 

 

朝：機内 

昼：市内 

夜：ﾐｬﾝﾏｰ 

   料理 

12/5 

(月) 

バガン 

ヤンゴン 

 

 

国内線 

 

 

 ホテルにて朝食  

生活状況視察の為マーケット見学。世界遺産

級遺跡保存状況、観光客受け入れシステム等

を学ぶ。  

夕刻、空路ヤンゴンへ  

ミャンマー政府関係者または起業家との意見

交換会をかねての夕食。 

（ヤンゴン泊） 

朝：ホテル  

昼：市内 

夜：料理 

 

12/6 

(火) 

ヤンゴン   ホテルにて朝食  

JETRO 表敬訪問。ヤンゴン商工会議所またはミ

ャンマー投資委員会訪問 

昼食の後、ミンガラドン工業団地及び日本政

府の整備によるテイラワ工業団地視察。途中、

日系進出企業会社（浜松市）等視察 

夕刻、シェダゴンバゴダを見学。 

（ヤンゴン泊） 

朝：ホテル  

昼：現地 

夜：ｲﾀﾘｱ料理 

 

12/7 

(水) 

ヤンゴン 

バンコク 

 

 

TG306 

 

 

19;50 

21:45 

ホテルにて朝食  

午前：ミャンマーの教育について日本語学校 

IT 関連企業集積地 ITC パーク等を視察 

午後：湾岸事情視察、 空路バンコクへ 

朝 ： ホ テ ル 

昼： 現地 

夕： 機内 

12/8 

(木) 

中部国際 

(ｾﾝﾄﾚｱ) 

TG644 00:05 

07;30 

バンコクにて乗り換え  

中部国際空港(ｾﾝﾄﾚｱ)へ   

お疲れ様でした 

朝： 機内 

視察先につきましては、都合により変更となる場合があります。あらかじめご容赦ください。 

 

お申込みに際しお申込みに際しお申込みに際しお申込みに際しごごごご一読下さい。ご旅行条件（要約）一読下さい。ご旅行条件（要約）一読下さい。ご旅行条件（要約）一読下さい。ご旅行条件（要約）    

    

    

    

    

    

【旅行企画・実施】 

 観光庁長官登録旅行業第１種 1307 号 株式会社レイライン  総合旅行業務取扱管理者 小松みゆき 

 ◎お問い合わせ・お申込書は TEL：0545-60-4192  FAX：0545-60-4185  E-mai：linfo@rayl 

    

 

【旅行企画・実施】【旅行企画・実施】【旅行企画・実施】【旅行企画・実施】    

 観光庁長官登録旅行業第１種 1307 号 株式会社レイライン  総合旅行業務取扱管理者 小松みゆき 

 ◎お問い合わせ・お申込書は TEL：0545-60-4192 FAX：0545-60-4185 E-mail：info@rayline.co.jp 

＊募集型企画旅行契約＊募集型企画旅行契約＊募集型企画旅行契約＊募集型企画旅行契約                                                                                                                                            

この旅行は当社が企画実施する募集型企画旅行であり、参加さ

れるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することとなり

ます。（旅行条件書全文をご覧ください。） 

＊お申し込み方法とお支払いについて＊お申し込み方法とお支払いについて＊お申し込み方法とお支払いについて＊お申し込み方法とお支払いについて  

このお申し込み用紙にお申し込み金\30,000 をそえてお申し込みください。  

申込金は旅行代金の一部に充当いたします。残金につきまして

は旅行開始の前日から起算してさかのぼって 30 日目前までにお

願い申し上げます。 

＊旅行代金に含まれるもの＊旅行代金に含まれるもの＊旅行代金に含まれるもの＊旅行代金に含まれるもの（（（（旅行日程に明示した下記のもの）    

航空運賃（エコノミークラス）宿泊料金（２名１室）及び諸

税、食事、観光//現地貸し切りバス料金//お一人様１個の手荷物

運搬料金//添乗員経費//団体行動中のチップ諸税 

 

・1 人部屋ご希望の場合はシングル差額がかかります。 

＊＊＊＊旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの    

超過手荷物料金//クリーニング・電話等個人的費用、お客様のご希 

望による一人部屋料金差額、空港税・燃料サーチャージ、並びに 

港利用税//出発空港までに国内交通費 

＊取り消し料＊取り消し料＊取り消し料＊取り消し料    

お申し込みの後、お客様の都合によりお取り消しになる場合は次の取り消し

料を申し受けます。 

旅行日の前日から起算してさ

かのぼって３０日前から３前まで 
旅行代金の２０％ 

旅行日の前日から起算してさ

かのぼって２日前から当日開始

前 

旅行代金の５０％ 

当日開始以降または無連絡 旅行代金の１００％ 

＊この条件は 2016 年 4 月 01 日を基準としており、旅行代金等は、現



静岡産業大学総合研究所ミャンマー視察５日間静岡産業大学総合研究所ミャンマー視察５日間静岡産業大学総合研究所ミャンマー視察５日間静岡産業大学総合研究所ミャンマー視察５日間    おおおお申込み書・渡航手続き書類申込み書・渡航手続き書類申込み書・渡航手続き書類申込み書・渡航手続き書類    

                                  観光庁長官登録旅行業 第１３０７号 

    株式会社株式会社株式会社株式会社    レイラインレイラインレイラインレイライン    

 西暦  2016年 12月 4 日発 5 日間         TELTELTELTEL：：：：0545054505450545----60606060----4192419241924192    FAXFAXFAXFAX：：：：0545054505450545----60606060----4185418541854185    

                                        担当： 渡辺・小松      

お申込み日：西暦     年   月   日（※印の項目には○印をつけてください） 締め切り 11月 4日 

ふりがな  ※ 

 
生年月日 

明治 

大正 

昭和     年   月   日 

平成 

 （西暦 19   年・満   才） 

 

氏 名 

 

※ 

ローマ字 

（ヘボン式） 

Ｍｒ． 

Ｍｉｓｓ. 

Ｍｒｓ． 

電話 

携帯 

（    ） 

 

ふりがな  

現住所  〒 

※マイレージナンバーをお持ちでしたら下記ご記入ください（JL…/NH…等）  メールアドレス 

 

 
職 業 

 
 

１. 会社役員、経営 2.会社／団体職員 ３.主婦 4.ｻｰﾋﾞｽ／自営業 5.農漁業 6.公務員 

7.教職員 ８.医師 ９.自由業 10.学生（小・中・高・大・専） 11.無職 12.その他 

勤務先  役職名  

所在地 〒 電 話  

 
渡 航 中 の 

国内連絡先 

お名前  ご関係  電 話  

ご住所  

※※※※    パスポートをお持ちの方は、パスポートをお持ちの方は、パスポートをお持ちの方は、パスポートをお持ちの方は、1111頁目のコピーを添付して下さい。頁目のコピーを添付して下さい。頁目のコピーを添付して下さい。頁目のコピーを添付して下さい。（お名前.お顔写真が記載されている頁です。） 

 
 
※ 

 
旅券について 

（パスポート） 

１. 現在、有効な旅券をもっている。 

旅券番号 発行年月日  

２. 以前、旅券をとったことがある。 

旅券番号 発行年月日  

３. 旅券をとったことがない。 

新規旅券取得 

希望の方 

該当に丸印を付けて下さい （申請時の印紙代金が違います。１０年 16,000円、5年 11,000円） 

旅券有効期限：       １０年          ５年 

 
備    考 

 

 個人情報に関する取り扱いについて 

申込書に記載されたお客様の情報はツアーのご案内といった当社の営業活動等に使用する事があります。法令で定める場合

の他お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。お客様の個人情報に関する開示・追加・停止又は削除につきまして

は当社宛ご連絡ください。個人情報に関するお問い合わせ(株)レイライン本社 0545-50-4192 

ご住所宛のツアー案内などを希望されない場合は、レ印を入れてください。            希望しません □ 


