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資料１ 中国大手旅行社の訪日団体観光コース 

以下の資料は 2004 年 11 月１日から 11 月 12 日までの、各旅行社の推薦コースである。 

「中国国際旅行社総社」 

《日本精華の旅６日間》  

第１日目 北京/大阪 

  国際航空便で北京から日本関西地区、“阪神工業地帯”の中心――大阪へ。大阪は運河が交差

しており、“水都”と言われる。古代から河川、海を通じて日本国内各地やアジアと頻繁に

往来している。日本関西国際空港に到着後、有名な商業街心斎橋または梅田商業区でショッ

ピングする。 

第２日目 大阪/京都/名古屋 

  朝食後、大阪城公園へ。大阪城公園には 1583 年、豊臣秀吉の命により築城された大阪城があ

り、大阪の歴史文化や観光旅行のシンボルとなっている。その後、新幹線で京都へ向かい、

古都観光。足利義満が 1397 年に造った金閣寺を観光。金閣寺の建物は全面に金箔を貼り付

け、頂上に金鳳凰がある。その後西陣織会館で着物ショーを見学。高台寺で日本の茶道参観。

夕食後名古屋へ。 

第３日目 名古屋/箱根 

  朝食後、有名な観光地箱根国立公園へ。箱根は山々の風景と温泉に恵まれ、旧跡が多いため

に世界的に有名である。富士山五合目へ向かい、富士山見学。（悪天候の場合は近距離で眺

望）。温泉ホテル着。夕食は日本料理。温泉で一日の疲れを癒す。 

第４日目 箱根/横浜/東京 

  朝食後横浜へ。中華街、山下公園参観。天皇の住まい皇居参観。世界で有名な電器製品の集

中地――秋葉原へ。伝統的な古い店が集中する浅草、新宿、銀座など繁華街観光。 

第５日目 東京 

  朝食後、ディズニーランドへ。ディズニーランドパスポートを使用して現代科学技術とアニ

メ世界を体験。同時にパレードも見学。 

第６日目 東京/北京 

  朝食後、自由活動。成田空港から帰国。 

航空便の原因で滞在時間が延長した場合、以下の選択がある。 

ホテルバスまたは現地バスで自由活動を行う。 

コース１：成田山新勝寺参観 

コース２：JUSCO でのショッピング 

昼食：自費 

販売価格：7,780 元（約 10 万 1,100 円）／人 

価格に含まれる内容：ビザ費用、スケジュールに明記する食事、観光地、３星クラスまたはそれ

以上のクラスホテルツインルーム（二人１部屋）、温泉ホテル（二人１部屋、 盛期またホテルが

少ない時 3-4 人一部屋の可能性有り）、空調観光バス、中国語ガイド、旅行団引率者のサービス、
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国際航空券および海外国際空港税。 

価格に含まれない内容：個人消費、自費項目、運転手及びガイドのチップ、首都国際空港税、パ

スポート費及びその他不可抗力による出費。 

 

《日出る国 紅葉の伝記》 

 販売価格：9,980 元（約 13 万円）/人、６才以下のベッドを使用しない子供：9,080 元(約 11

万 8,000 円)/人 

  シングルルーム追加：2,400 元（約 31,000 円）/人（温泉ホテルを除く）、温泉ホテルが 2人

/部屋を指定：500 元（約 6,500 円）/人を追加。 

 スケジュールの特徴： 

・１年１度の紅葉の季節に世界文化遺産を見学 

・日本３景の１つ安芸の宮島厳島神社 

・世界平和を祈る広島原子爆弾記念館 

・唯一の完全に保存された“大名”城――姫路城 

・金箔を貼り付けた金閣寺 

・長距離新幹線体験１時間 

・百万ドルの神戸の夜景 

・温泉体験、美味しい日本料理、ディズニーランド、観光ショッピングなど 

日本と言えば、桜のイメージがあるが、日本は秋が長く、紅葉の時期は、山の風景はたい

へん美しく、紅葉が世界で も美しい国の一つと言われる。毎年秋に日本人は家族と一緒に

紅葉を見に行く。これは“紅葉狩り”と言われ、桜の花見と同様の習慣である。 

   紅葉の予報は“紅葉前線”といい、天気予報を通して全国に発表される。“紅葉前線”は北

海道から、気温の低下とともに、次第に九州まで南下する。11 月は広島、神戸、大阪、京都

の“紅葉狩り”の 高の季節である。 

 

《広島紅葉団》 

11/20 北京発 0755 広島着 1305(CA153) 

第１日 国際航空便で広島へ。到着後、観光船で日本三景の一つ宮島へ。世界文化遺産「厳

島神社」を参観。原生林に覆われた彌山、満潮時に海の中に浮かぶ厳島神社の姿は、人間仙境

のような風景である。観光バスで広島市内へ。夕食後、ホテルチェックイン。 

11/21 広島 姫路 神戸 

第２日 朝食後、広島市内見学（公共バス体験）。世界文化遺産“原爆ドーム記念館”で世

界平和を祈り平和記念公園と平和資料記念館を参観。新幹線で姫路へ。車内の１時間でハイ

テク技術と車窓を楽しむ。昼食後、もう一つの世界文化遺産姫路城を参観。その後、観光バ

スで神戸へ。長さ 3,911 メートル、世界 長の吊橋――明石海峡大橋へ。淡路島――瀬戸内

海 大の島を眺望。神戸繁華街でショッピング。百万ドルの神戸夜景を楽しむ。 

11/22 神戸 大阪 京都 名古屋 

第３日 朝食後、バスで大阪へ。観光ショッピング。大阪城公園、有名な商業大街――心斎
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橋へ参観ショッピング。それから、バスで京都観光。世界文化遺産の金閣寺、西陣織会館、

華麗な平安神宮を参観。夕方、バスで名古屋へ。 

11/23 名古屋 浜名湖、箱根 

第４日 朝食後、草雉神剣を祭る熱田神宮へ、それからバスで豊田会館参観。浜名湖を経て、

箱根国立公園、大涌谷へ。観光船で火山湖――芦の湖を遊覧。そして、温泉ホテルへ。夕食

は日本料理。各自自由に日本式の温泉を楽しむ。 

11/24 箱根 東京 

第５日 朝食後、バスで東京へ行き、観光とショッピング。高さ 243 メートルの都庁展望台

に登り東京全景を参観し、幕府時代の江戸城――皇居、浅草寺、仲見世の伝統店舗、秋葉原

電器街、新宿あるいは銀座繁華商業街を観光ショッピングする。 

11/25 東京 ディズニーランド、成田 

第６日 朝食後、東京ディズニーランドへ。ディズニーランドパスポートを使用して現代科

学技術とアニメ世界を体験する。同時にパレートを楽しむ。昼、夕食は園内で（自費）。 

11/26 成田 1455 北京 1810（CA926） 

第７日 朝食後、ホテルバス又は現地バスで自由活動。昼食は自費 

（推薦コース：1.成田山新勝寺参観 2．JUSCO でのショッピング）活動後、ホテルから成田

空港へ。帰国、北京空港へ。 

サービスに含まれる費用：ビザ費、スケジュールにおいて明記する食事、観光地、３つ星ク

ラス又は同等クラス以上のホテルのツインルーム（二人一部屋）、温泉ホテル（3-4 人一部屋）、

日本国内観光バス、広島から姫路までの新幹線、宮島観光船、中国語ガイド、旅行団引率者

のサービス、国際航空券および国内外国際空港税。 

サービスに含まれない費用：個人消費、食事時に個人で注文する飲料、運転者及びガイドの

チップ（40 元（約 500 円）/人日）、個人旅行保険、パスポート費及びその他不可抗力による

出費。 

 

中国旅行社総社 

《楽しい週末東京４日間の旅》 

期 日 スケジ

ュール 

交通 

手段 

観光の日程 食事 

１日目 

北京 

東京 

箱根 

飛行機 

観光バス 

ANA にて日本 大の都市、東京へ。到着後は豪華観光バス

で観光名所箱根へ。和式温泉旅館に宿泊し、日本料理、

和式温泉を楽しむ。 

夕 

２日目 

箱根 

横浜 

東京 

観光バス 

ホテルでの朝食後、観光船にて日本の有名な湖芦之湖を

遊覧し、富士山の雪景色を鑑賞する。火山の噴出口であ

る大涌谷を見学し、横浜へみなと未来と中華街を観光。

その後東京にて銀座の繁華街やアジア一の歓楽街新宿の

朝、昼、

夕 
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夜景を楽しみ、日本一の電器街秋葉原電器街で買い物を

楽しむ。 

３日目 東京 観光バス 
朝食後、浅草寺、皇居広場、ディズニーランドを観光。（自

費項目）       昼、夕食は各自。 

朝** 

４日目 
東京 

北京 

観光バス 

飛行機 

ホテルで朝食後、大型ショッピングセンターにて買い物。

午後、国際便にて北京へ。 

朝 

価格：5,280 元（約 6 万 9,000 円）/人（25 人以上） 11 月特別価格：4,980 元（約 6 万 5,000

円）／人 シングルルーム付加費用：900 元（約 1 万 2,000 円）/人（温泉ホテルを除く）。 

出発時期：2004 年 7,8 月毎週水曜。 

価格に含まれる内容：①国際航空券 ②3-4 ツ星レベルホテル宿泊（温泉ホテル３人以上） 

③旅行中明記する食事費用 ④日本内陸の交通費 ⑤旅行中中国語ガイド、随員各１名 ⑥旅

行中遊覧項目費用 ⑦ビザ費用 ⑧日本の出国空港税 

特記事項：①航空便の調整またビザ手続きの都合により、旅行社は旅行コース、出発時期を変

更する権利を有する。②現地での公共交通機関、休日、気象状況など不可抗力による状況が

生じた場合、事前の通知なしに上述スケジュールと観光地を臨時に変更する可能性がある。

③スケジュールは出発前に通知する確認スケジュールを基準とする。 

 

《大阪 北海道４泊５日旅》 

期 日 都 市 交通手段 観 光 案 内 食事 宿泊 

１日目 北京-大阪-

北海道（千

歳） 

飛行機 

観光バス 

ANA で大阪を経て北海道へ。千歳空港に

到着後ホテルに宿泊。 

夕 千歳空港

２日目 千歳-登別-

洞爺湖 

観光バス 朝食後、「温泉郷」登別へ。登別温泉郷

を遊覧後、地熱景観を鑑賞。「千年氷が

張らない」といわれる洞爺湖を船にて遊

覧する。火山記念館、昭和新山、天然牧

場を観光。夜は温泉旅館に宿泊し、日本

料理、泉質が極めて良い北海道温泉郷を

楽しみ、旅の疲れを癒します。 

朝昼夕 洞爺湖 

３日目 洞爺湖-札

幌 

観光バス 朝食後、専用バスにて、札幌へ。札幌の

シンボル時計台、旧道庁、大通公園、日

本酒博物館を観光し、日本独特の酒文化

を楽しみます。夕食は北海道独特の料理

を味わいます。 

朝昼夕 札幌 

４日目 札幌-大阪 飛行機 

観光バス 

午前中、飛行機で大阪へ。到着後市内観

光：大阪のシンボルであり、武士時代の

シンボルでもある大阪城、長さが日本一

の商業街-天神橋筋、大阪の も有名な

美食街-道頓崛観光。 

朝昼夕 大阪関西

空港 
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５日目 大阪-北京 観 光 バ

ス、飛行

機 

朝食後、国際航空便で北京へ帰国、首都

国際空港に到着後、解散。 

朝  

価格：6,500 元（約 8万 4,500 円）/人，シングル部屋差別：1,500 元（約 1 万 9,500 円）/人， 

★12 歳以下ベッドを使わない子供：85%料金。 

出発時期：11 月 10 日、17 日、24 日。 

 

申請期限：出発前 10 日（申請前､自らパスポートを用意すること。パスポート 終ページに本人

のサインが必要）。 

価格に含まれる内容：①日本国の 5ツ星クラスホテルのツインルーム（温泉ホテル 3-4 人一部屋）

②観光地の入場料 ③交通費 ④国際及び日本国内の航空料金 ⑤日本の空港税 ⑥旅行スケジュ

ールに明記した食事：昼､夕食は日本料理と中華料理を主とする ⑦中国語ガイド ⑧ビザ費用 

⑨旅行社責任保険 

価格に含まれない内容：①パスポート費用 ②旅行中運転手とガイドのチップ：2,500 円/人   

③旅客の生命保険 ④中国国内の費用 ⑤北京での出国空港税 90 元（約 1,200 円）（申請時､弊社

が代理徴収する） 

スケジュールは出発前にお渡しする確認スケジュールを基準とする。旅行社は気象、交通、外

国為替など不可抗力の要因によるスケジュール変更と価格変更の権利を有する。 

 

《東京５日の旅》 

期 日 都 市 交通手段 観 光 案 内 食事 宿 泊 

１日目 北 京 - 東

京-温泉 

飛行機 

観光バス 

北京から出発。国際航空便で日本一の大都市

東京へ。到着後、バスで温泉名所へ。温泉旅

館に宿泊し、日本料理を味わい、和式温泉を

たっぷり享受する。 

夕 温泉 

２日目 箱根（温

泉楽園）-

東京 

観光バス バスで芦の湖へ。道中紅葉を観賞し、富士山

を眺め、温泉の谷大涌谷へ。奇妙的な地熱景

色を楽しみ、「小涌園温泉森林楽園」を漫遊。

その後、バスで東京都市内に戻り、ホテルに

宿泊する。（小涌園の入場券は自弁） 

朝昼夕 東京 

３日目 東京（「デ

ィ ズ ニ

ー ・ シ

ー」） 

バス 午前中、皇居外二重橋、市政府の所在地-都庁

を遊覧し、第 45 階の展望台で東京全景を眺め

る。ショッピング天国-新宿へ。 

午後：「ディズニー・シー」へ。夜、盛大な花

火を観賞する。（ディズニー入場券は自弁。夕

食も園内で自弁。） 

朝昼 成田 

４日目 東京（デ

ィズニー

ランド） 

観光バス アジア 大のテーマパーク東京ディズニーラ

ンドへ。夜、盛大なパレートを観賞する。（デ

ィズニーランドの入場券、昼、夕食は自弁） 

朝 成田 
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５日目 東 京 - 北

京 

飛行機 朝食後、国際航空便で北京に帰国する。到着

後、解散。（昼食は自弁） 

朝  

出発時期：11 月 9 日、12 日、16 日、19 日、

23 日、26 日、30 日。 

★申込み：出発 10 日前（申請前、パスポートを自ら用

意してください）。 

価格：6,280 元（約 8万 2,000 円）/人、 

シングルルーム差額：1,600元（約2万1,000

円）/人。 

★特恵：12 才以下ベッドを使わない子供は 400 元（約

5,000 円）を優遇する。 

★ 少履行人数 25 人。履行人数に満たない場合、自動的にキャンセルとなる。 

★価格に含む内容：①日本観光レベルホテル（国内の 3 ツ星レベルホテルに相当する）のツインルー

ム。②観光地入場券（自費項目を除く） ③交通車両 ④国際航空券 ⑤日本空港税 ⑥飲食：朝、昼、

夕食は日本料理、中華料理を主とする（具体的なスケジュールを基準とする） ⑦中国語ガイド。  

⑧旅行中引率者 ⑨旅行社の責任保険。 

★価格に含まない内容：①パスポート費用 ②個人消費、自費項目（小涌園、ディズニーランド）、  

③個人旅行生命意外保険 ④旅行中運転手とガイドのチップ：2500 円/人（12 才以下子供は半額）  

⑤首都空港税（90 元（約 1,200 円）/人、申請時、旅行社に代理徴収）。 

 

《東京精選 6 日旅》 

日程 訪問地 交通手段 観光の日程 食事 

１日目 
北京 

東京 

飛行機 

観光バス 

国際航空便で東京へ。成田空港に到着後、観光バス

で東京都内。二重橋、秋葉原電器街、新宿都庁、歌

舞伎町を遊覧して、ホテル宿泊。 

夕 

２日目 東京 観光バス 

朝食後、本田自動車未来城、台場新都心へ。午後、

自費でディズニーランド（入場券は自費）へ。参加

しない人は秋葉原と銀座でショッピング。 

夜 20:00、ホテルへ。 

朝昼夕 

３日目 

東京 

横浜 

箱根 

観光バス 

朝食後、横浜へ。山下公園遊覧。後、富士山へ「大

涌谷地獄」遊覧。夜は、和式温泉旅館に宿泊。本場

日本料理を味わい、夕食後、自由に温泉を体験。 

朝昼夕 

４日目 
箱根 

名古屋 

観光バス 朝食後、船で「芦の湖」遊覧。後、名古屋へ。名古

屋 大の栄地下商業街を自由にショッピング。 

朝昼夕 

５日目 

名古屋 

京都 

大阪 

観光バス 朝食後、京都へ、平安神宮、嵐山、金閣寺を遊覧し、

夕方に大阪へ到着。大阪心斎橋の夜景を観賞。 

（オプショナル：新幹線体験+東本願寺+京都駅ビ

ル） 

朝昼夕 

６日目 
大阪 

北京 

観光バス 

飛行機 

大阪城を遊覧後、関西空港へ。国際航空便で北京へ

帰国。 

朝 

価格：北京上海広州の三地区：7,800 元（約 10 万 1,000 円）/人（20 人以上） 

   北京上海広州の三地区以外：9,380 元（約 12 万 3,000 円）/人（20 人以上） 

   シングルルーム付加費用：1,800 元（約 2 万 3,000 円）/人（温泉ホテルを除く） 
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価格に含まれる内容：①国際航空券 ②3-4 ツ星クラスホテルの宿泊 ③コースに明記した食事費

用 ④日本国内交通費用 ⑤旅行中中国語ガイド、随員各１名 ⑥旅行中の遊覧費用（自費負担分

を除く） ⑦ビザ費用 ⑧日本空港税 

価格に含まれない内容：①北京首都空港税 ②パスポート費用 ③個人消費 ④旅行中の運転手とガ

イドのチップ：4 ドル（約 400 円）/人 ⑤海外旅行意外保険 30 元（約 400 円）/人。 

特記事項：①航空便の調整やビザ手続きの原因で、旅行社は旅行コース、旅行出発時期の変更権

利を有する。②現地公共休日、気象状況など不可抗力の原因が生じた場合、事前通知なく、上

述スケジュールと観光場所を臨時に変更する可能性がある。③スケジュールは出発前の確認し

たスケジュールを基準とする。 

 

《東京ディズニーランド４日間親子旅》 

日 程 訪問地 交通手段 日        程 食 事 ホテル

10/02

（土） 

北京 

東京 

飛行機 

観光バス 

国際航空便で日本一の都市東京へ。到着

後、浅草寺、秋葉原電器街、皇居二重橋、

へ、アジア一の新宿夜景を観光。 

夕 東京 

10/03

（日） 

ディズニー

ランド 

ホテルバス

又は電車 

世界一の海洋をテーマとする楽園――

ディズニーシーへ（入場券が自費） 

昼食自費 

朝** 成田 

10/04

（月） 

ディズニー

ランド 

ホテルバス

又は電車 

アジア 大の楽園――ディズニーラン

ドで一日遊覧。（入場券自費） 

昼夕食自費 

朝** 成田 

10/05

（火） 

ディズニー

ランド 

北京 

バス 

飛行機 

ディズニーランド 

午後 2 時に園外で集合し、空港へ。 

午後、国際航空便で北京へ帰国。 

朝  

 

価格：北京上海広州三つ地区：5,880 元（約 7万 6,000 円）/人 

   シングル部屋付加費用：1,200 元（約 1万 6,000 円）/人 注：子供の割引なし 

価格に含まれる内容：①国際航空券 ②3-4 ツ星クラスホテルの宿泊 ③旅行中の食事費用 ④日本

国内交通費用 ⑤旅行中中国語ガイド、随員各１名 ⑥旅行中の遊覧費用（ディズニーランドと

ディズニーシーのパスポート費用を除く、価格はそれぞれ 400 元（約 5,000 円）） ⑦ビザ費用

⑧日本空港税 

価格に含まれない内容：①北京首都空港税 ②パスポート費用 ③個人消費 ④旅行中運転手とガイ

ドのチップ：4 ドル（約 400 円）/人 ⑤海外旅行保険 30 元（約 400 円）/人。 

特記事項：①航空便の調整やビザ手続きの原因により、旅行社は旅行コース、旅行出発時期の変

更権利を有する。②現地公共休日、気象状況など不可抗力の原因が生じた場合、事前通知なく、

上述スケジュールと観光場所を臨時に変更する可能性がある。③スケジュールは出発前の確認し

たスケジュールを基準とする。 
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《日本本州６日間精華の旅》 

日 程 訪問地 交通手段 観光の日程 食事 宿泊 

第１日 北京-大阪 飛行機、 

観光バス 

北京出発、CA927 で日本第３の都

市大阪へ。到着後、大阪の心斎橋、

道頓崛を遊覧。 

夕 大阪 

第２日 大阪-京都 観 光 バ ス

（新幹線） 

朝食後、大阪城公園へ。その後バ

スで京都へ。（★新幹線の利用も

可。費用 180 元（約 2,300 円）/

人，10 人以上の場合可能。）：金閣

寺、嵐山、西陣織着物会館、祇園

を遊覧。 

朝昼夕 京都（又は

名古屋） 

第３日 京都-名古屋

-箱根 

観光バス 朝食後、バスで名古屋へ。熱田神

宮参観する。その後バスで箱根国

立公園へ。大涌谷、芦の湖を遊覧

し、富士山を眺望。夕方、温泉ホ

テルに宿泊。日本料理を堪能。自

由に温泉を体験。 

朝昼夕 温泉 

第４日 箱根-横浜-

東京 

観光バス 朝食後、横浜へ。中華街、山下公

園を参観。 

午後、東京へ。到着後、東京都庁

を参観。45 階の展望台で東京全景

を眺望。後、浅草へ。 

朝昼夕 東京 

朝食後、皇居外延二重橋へ。その

後以下の２コースを選択。 

コース１：市内観光と自由ショッ

ピング：新宿，秋葉原、赤坂（昼、

夕食自費）。 

第５日 東京（ディズ

ニーランド）

観光バス 

コース２：ディズニーランドへ

（★ディズニーパスポートと迎

え費用：550 元（約 7,000 円）/

人；申請時に弊社へ支払い。10 人

以上で催行。昼、夕食自費）。 

朝 成田 

第６日 東京-北京 飛行機 朝食後、JUSCO でショッピング。

CA926 で北京へ帰国。 

朝  

★出発時期：11 月 20 日、25 日 ★申請期限：出発前 10 日（申請前にパスポートを用意）

★価格：6,480 元（約 8 万 4,000 円）/人，シングルルーム差額：1,800 元（約 2 万 3,000 円）/人。

（温泉を除く）★優遇：12 才以下のベッドを使わない子供は 300 元（約 4,000 円）優遇。 

★価格に含まれる内容：①日本観光クラスホテル（国内の 3-4 ツ星クラスホテルに相当）のツイ

ンルーム。②観光地入場券 ③観光バス ④飲食：朝、昼、夕食は日本料理、中華料理を主とする



 - 44 -

（具体的なスケジュールを基準とする） ⑤旅行中の添乗員と中国語ガイド ⑥ビザ費用 ⑦旅行社

責任保険 ⑧国際航空券及び空港税。 

★価格に含まれない内容：①パスポート費用 ②個人消費、自費項目（新幹線、ディズニーランド

費用は申請時に弊社に支払う） ③個人旅行生命保険 ④旅行中運転手とガイドのチップ：3,000

円/人 ⑤首都空港税（90 元（約 1,200 円）/人、申請時、旅行社が代理徴収）。 

★申請材料は領事館に提出後は返却しない。 

★スケジュールは出発前に確認したスケジュールを基準とする。不可抗力、気象、交通などの原

因による、スケジュール調整権利を有する。 

 

《日本全国７日間の旅》（長崎県観光連盟） 

日 程 訪問地 交通手段 日      程 食事 

１日目 
北京 

東京 

飛行機 

観光バス 

中国国際航空便で東京へ。到着後観光バスで台場

新都心を遊覧、浅草寺で日本伝統文化を体験、東

京都庁で東京全景を眺望。その後ホテルに宿泊。 

夕食 

２日目 

東京 

ディズニ

ーランド 

観光バス 

朝食後、東京都内観光。皇居広場、二重橋、秋葉

原電気街ショッピング。午後ディズニーランド

へ、夕方パレード鑑賞。 

朝昼夕 

３日目 

東京 

箱根 

名古屋 

観光バス 

朝食後、観光バスで箱根へ。到着後、富士山の火

山爆発地――大涌谷地獄へ。昼食後、バスで富士

山五合目へ。その後名古屋へ。 

朝昼夕 

４日目 

名古屋 

京都 

大阪 

福岡 

観光バス 

新幹線 

豪華船 

ホテル朝食後、名古屋で観光。京都観光（金閣寺、

西陣織着物会館）。新幹線で大阪へ。大阪城、心

斎橋を遊覧。夜、豪華船で九州一の都市福岡へ。 

朝昼夕 

５日目 
福岡 

長崎島原 

観光バス

高速舟 

朝食後、観光バスで熊本へ、阿蘇火山口を観覧。

高速船で島原半島へ（30 分ほど）。中日市民交流

活動。夜、島原温泉旅館に宿泊。日本料理を味わ

い、和式温泉を体験する。 

朝昼夕 

６日目 長崎島原 観光バス 

平成新山遊覧する。長崎市内観光。平和公園で平

和を祈念後、九州一のテーマパークハウステンボ

スへ。夕方、園内で宿泊。 

朝昼夕 

７日目 
福岡 

北京 

観光バス 

飛行機 

出発前、自由にショッピング。その後、バスで福

岡空港へ。国際航空便で帰国。 

朝 

販売促進価格：北京上海広州の３地区：11,500 元（約 15 万円）/人（16 人以上で履行） 

       北京上海広州の３地区以外：12,500 元（約 16 万 3,000 円）/人（16 人以上で履行）、

シングルルーム追加：3,000 元（約 4 万円）/人（晩） 

出発日：毎週土曜   12 歳以下の子供がベッドを使わない場合は 1.5 割引 

価格に含まれる内容：①国際航空券 ②5 ツ星クラスホテルの宿泊 ③旅行中明記する食事費用 

④日本国内での交通費用 ⑤旅行中の中国語ガイド、添乗員各 1 名⑥旅行に列挙する遊覧項
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目費用 ⑦日本国の空港税 ⑧招請状とビザ費用 ⑨海外旅行保険 30 元（約 400 円）/人。 

価格に含まれない内容：①首都空港税 ②パスポート費用 ③個人消費 ④旅行中運転手とガイドの 

チップ：4 ドル（約 400 円）/人・日。 

特記事項：①航空便の調整またはビザ手続きなどの原因による旅行コース、旅行出発時期を変更

する権利を旅行社は有する。②現地公共休日、祝日、気象状況などの状況により、予告なし

に上述スケジュールと観光地を臨時に変更する可能性あり。③スケジュールは出発前に確認

したスケジュールを基準とする。 

 

中国康輝旅行社有限責任公司 

《日本全国 6 日間の旅》 

北京/東京/ディズニーランド/横浜/箱根/富士山/名古屋/京都/大阪/北京 

日程 訪問地 交通手段 食事 観光の日程 ホテル 

１日目 
北 京 /

東京 

国際航空便 

ホテルバス 

夕 北京首都国際空港に集合、航空便にて東

京へ。夕食後ホテル宿泊。 

成 田 空 港

付 近 の ホ

テル 

２日目 東京 観光バス 

朝 一日東京観光。台場、皇居、浅草寺、都

庁展望台で東京全景の眺望、銀座、秋葉

原電気街。ディズニーランド遊覧も可。 

東京 

３日目 

東京 

横浜 

箱根 

観光バス 

朝昼夕 ホテルで朝食後、横浜へ。中華街、二十

一世紀未来港を遊覧。その後、箱根国立

公園へ。「大涌谷地獄」を遊覧し、温泉黒

卵試食。船で富士五湖の一つ芦ノ湖を遊

覧し、富士山を鑑賞する。夜、温泉ホテ

ルに宿泊。本場日本料理を堪能。着物を

着て､畳を体験し、夕食後、自由に天然和

式温泉を楽しむ。 

和 式 温 泉

ホテル 

４日目 

箱根 

名古屋 

京都 

観光バス 朝昼夕 朝食後、豊田自動車記念館へ。夕方、京

都に到着する。到着後、嵐山観光。西陣

織着物会館の舞踊を鑑賞する。 

京都 

５日目 
京都 

大阪 

観光バス 朝昼夕 京都で、金閣寺を遊覧してから、大阪へ。

到着後、大阪城、心斎橋、道頓崛を参観

してショッピング。 

関 西 空 港

付 近 の ホ

テル 

６日目 
大阪 

北京 

観光バス 

国際航空便 

朝 出発前自由活動。その後関西国際空港へ。

国際航空便で北京へ帰国。 

 

販売価格：7,980 元（約 10 万 3,700 円）／人 

価格に含まれる内容：北京―日本国際往復ビジネス航空券、首都国際空港税、3 ツ星クラスまた

はそれ以上のホテルの宿泊（温泉ホテルは 4人一部屋）、観光名所の入場券、旅行中明記する交

通費及び食事費用、中国語ガイド、旅行ビザ費、日本空港税、海外旅行旅行社責任保険 

価格に含まれない内容：パスポート費用、個人消費、特別な要求費用、運転手とガイドのチップ
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500 円/人/日（45 元/人/日に相当） 

自費項目：ディズニーランド入場券 580 元（約 7,500 円）/人（交通費+ディズニーランドパスポ

ート+運転手とガイドサービス費）、新幹線 260 元（約 3,500 円）/人（注：自費項目は旅客の任

意項目である、参加したい場合は出発前に支払う。） 

特記事項：①航空便の調整またビザ手続きの原因による、旅行団コース、出発時期の変更権利を

旅行社は有する。②現地公共休日、祝日、気象状況などの状況により、予告なしに上述スケジュ

ールと観光地を臨時に変更する可能性あり。 

 

中青旅控股股份有限公司 

《本州６日間楽しい休日》 

日程 観光の日程 交通手段 宿泊 食事 

第１日 北京-大阪 

国際航空便で大阪へ。夜、大阪の心斎橋、道

頓崛を遊覧。その後、ホテルに宿泊 

飛行機 大阪広場ホテル

又は同級ホテル 

夕 

第２日 大阪/京都/名古屋 

大阪城公園（城内観光なし）へ。新幹線（自

費）で京都へ。伊勢丹でショッピング、清水

寺、嵐山、西陣織着物会館を遊覧。そして名

古屋へ。商店街でショッピング。 

新幹線 

観 光 バ

ス 

名古屋 

丸の内東急イン 

又は同級ホテル 

朝 

第３日 名古屋/箱根/石和温泉 

箱根へ。箱根国立公園遊覧。大涌谷地獄を参

観し、船で（自費）芦ノ湖を遊覧する。平和

公園で富士山を眺め、石和温泉へ。和式温泉

ホテルに宿泊し、天然和式温泉を体験。 

観 光 バ

ス 

石和温泉 

甲斐休暇ホテル

又は同級ホテル

（4人一部屋） 

朝 

第４日 石和温泉/横浜/東京 

朝食後，横浜へ。中華街、山下公園を参観。

それから東京へ。到着後、皇居二重橋、浅草

寺を遊覧し、秋葉原電気街でショッピング、

東京都庁の 45 階展望台で東京全景を眺望

し、新宿歌舞伎町へ、東京の繁華街を観光す

る。 

観 光 バ

ス 

東京 

晴海格蘭ホテル 

又は同級ホテル 

朝 

第５日 東京 

朝食後、東京臨海副都心――台場へ、臨海公

園、ヴィーナスフォートショッピングセンタ

ーを参観。その後、ディズニーランド遊覧。

（入場券、昼夕食は自費） 

観 光 バ

ス 

成田 

菊水ホテル 

又は同級ホテル 

朝 

第６日 東京/北京 

朝食後、空港へ国際航空便で北京へ帰国。 

飛行機  朝 
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価格：7,580 元（約 9 万 9,000 円）/人 

価格に含まれる内容：旅行中明記する食事費用、観光地入場券、3 ツ星クラスホテル、空調観光

バス、旅行中添乗員と中国語ガイド、国際航空券、海外国際空港税。 

価格に含まれない内容：個人消費、首都空港税（90 元（約 1,200 円）/人）チップ：500 円/人/

日（合計 3,000 円/人）、旅行傷害保険、自費選択項目、医療費、パスポート費用、シングルル

ーム差額 

（注） 

箱根は世界有名な観光地であるが、ホテルは全部日本式温泉ホテルであり、和式と洋式を分け

ているが、星レベルには評価されていない。 

チップは現地ガイドの収入であるから、大人と子供は全て統一基準である。 

箱根地区の天気は変わりやすいため、富士山が見えない場合もある。 

自費項目価格：新幹線 2,000 円/人、ディズニーランド（交通費と入場券を含む）（大人）7,000

円/人、（12 歳以下子供）5,200 円/人、芦ノ湖遊覧船 1,500 円/人 

ベッドを使う 12 歳以下の子供は大人と同じ価格であるが、ベッドを使わない 12 歳以下の子供

は 6,450 元（約 8 万 4,000 円）/人。 

 

中信旅游総公司 

中信旅游総公司/中国国際航空公司/日本国際観光振興会の共同開催 

《日本経典 7 日間の旅》（北京地区向け） 

東京/ディズニーランド/箱根/富士山/名古屋/京都/新幹線/大阪 

日程 訪問地 交通手段 観光の日程 食事 

１日目 北京-東京 
飛行機 

観光バス 

国際航空便で東京へ。成田空港に到着後、バス

で空港ホテルに宿泊する。     宿泊：成田空港 

夕 

２日目 東京 観光バス 
朝食後、ディズニーランドへ、一日中園内で遊

覧（昼、夕食が園内で自費）。 

朝×× 

３日目 東京 観光バス 

東京都内で観光。浅草寺、仲見世通、皇居外苑、

国会議事堂を遊覧する。秋葉原電気街でショッ

ピング。                宿泊：東京市内 

朝昼夕 

４日目 東京-箱根 観光バス 

朝食後、箱根へ、大涌谷を参観。バスで富士山

五合目へ。夕方、河口湖の温泉ホテルに宿泊し、

日本料理を味わい、和式温泉を体験する。 

                  宿泊：河口湖温泉 

朝昼夕 

５日目 箱根-名古屋 観光バス 

朝食後、名古屋へ。途中で白糸の滝を参観。名

古屋到着後、名古屋砦と豊田自動車博物館を参

観する。栄商店街でショッピング。 

                      宿泊：名古屋 

朝昼夕 

６日目 
河口湖-京都-

大阪 
観光バス 

朝食後、京都へ。嵐山、清水寺を遊覧する。昼

食後、新幹線で大阪へ、心斎橋と道頓崛でショ

ッピング。              宿泊：大阪 

朝昼夕 
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７日目 大阪-北京 
観光バス 

飛行機 

大阪城を遊覧後、関西空港へ国際航空便で帰国。 朝 

価格：9,980 元（約 13 万円）（販売） シングル部屋付加：2,300 元（約 3 万円）/人 

出発日：2004 年 11 月 19 日、24 日、30 日  ベッドを使わない子供は 1割引き 

旅行団人員：北京地区（華北、西北、中原、雲貴蔵、両湖）に限定。 

価格に含まれる内容：①国際航空券 ②3-4 ツ星クラスホテル宿泊 ③旅行中明記する食事費用 

④「本内陸の交通費 ⑤旅行中中国語ガイド、添乗員各 1 名 ⑥旅行中の遊覧項目費用 ⑦ビ

ザ費用 ⑧日本の出国空港税 ⑨北京首都空港税 ⑩ディズニーランドパスポート ⑪新幹線

費用 

価格に含まれない内容：①パスポート費用 ②個人消費 ③運転手とガイドのチップ 4 ドル（約

400 円）/人・日 ④.海外旅行意外保険 30 元（約 400 円）/人 

特記事項：①航空便の調整またはビザ手続きなどの原因による旅行コース、旅行出発時期を変更

する権利を旅行社は有する。②現地公共休日、祝日、気象状況などの状況により、予告なしに上

述スケジュールと観光地を臨時に変更する可能性あり。③スケジュールは出発前に確認したスケ

ジュールを基準とする。 

 

中信旅游総公司/中国国際航空公司/日本国際観光振興会の連合開催 

《日本精選 6 日間の旅》（北京地区向け） 

東京/ディズニーランド/箱根/富士山/京都/新幹線/大阪 

日程 訪問地 交通手段 観光の日程 食事 

１日目 北京-東京 
飛行機 

観光バス 

国際航空便で東京へ。成田空港に到着後、バ

スで空港ホテルに宿泊。     宿泊：成田空港 

夕 

２日目 東京 観光バス 

朝食後、ディズニーランドへ。園内で遊覧（昼

食は園内で自費）。その後、秋葉原電気街でシ

ョッピング。       宿泊：東京市内 

朝×夕 

３日目 東京 観光バス 

東京都内で観光。浅草寺、仲見世通、皇居外

苑、国会議事堂を見学。午後、新宿と中国五

千年クラブ会員と中日市民交流活動を行う。 

              宿泊：東京市内 

朝昼夕 

４日目 東京-箱根 観光バス 

朝食後、箱根へ、大涌谷を参観。バスで富士

山五合目へ。夕方、河口湖の温泉ホテルに宿

泊し、日本料理を味わい、和式温泉を体験す

る。               宿泊：河口湖温泉 

朝昼夕 

５日目 
河口湖-京都-

大阪 
観光バス 

朝食後、京都へ。途中白糸の滝を参観。到着

後、嵐山、清水寺を遊覧する。夕方、新幹線

で大阪へ、心斎橋で夜景を鑑賞してショッピ

ング。                宿泊：大阪 

朝昼夕 

６日目 大阪-北京 
観光バス 

飛行機 

大阪城を遊覧後、関西空港へ。国際航空便で

帰国。 

朝 
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価格：8,980 元（約 11 万 7,000 円）（販売）シングルルーム付加：2,000 元（約 2万 6,000 円）/人 

出発日：2004 年 11 月 19 日、24 日、30 日  ベッドを使わない子供は１割引き 

旅行団人員：北京地区（華北、西北、中原、雲貴蔵、両湖）に限定 

価格に含まれる内容：①国際航空券 ②3-4 ツ星クラスホテル宿泊 ③旅行中明記する食事費用 

④日本国内の交通費 ⑤旅行中の中国語ガイド、添乗員各 1 名 ⑥旅行中列記する遊覧項目費

用 ⑦ビザ費用 ⑧日本の出国空港税 ⑨北京首都空港税 ⑩ディズニーランドパスポート、

⑪新幹線費用 

価格に含まれない内容：①パスポート費用 ②個人消費 ③運転手とガイドのチップ 4 ドル（約

400 円）/人・日、④海外旅行傷害保険 30 元（約 400 円）/人 

特記事項：①航空便の調整またはビザ手続きなどの原因による旅行コース、旅行出発時期を変更

する権利を旅行社は有する。②現地公共休日、祝日、気象状況などの状況により、予告なしに

上述スケジュールと観光地を臨時に変更する可能性あり。③スケジュールは出発前に確認した

スケジュールを基準とする。 
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資料２ 中国公民の海外旅行業務特許経営旅行社リスト 

（訪日団体観光旅行査証発給対象地域の旅行社のみをリストアップした。） 

 

北 京 

番号 旅行社名称 電話番号 ファックス 

1 中国国際旅行社総社 (010)66011122 (010)66012013 

2 中国旅行社総社 (010)64612598 (010)64612597 

3 中青旅控股股份有限公司 (010)65679900 (010)65686990 

4 中国康輝旅行社有限責任公司 (010)65940881 (010)65940891 

5 中信旅遊総公司 (010)85263636 (010)85263737 

6 招商局国際旅行社有限責任公司 (010)65975179 (010)65975007 

7 中国和平国際旅遊有限責任公司 (010)65611633 (010)65611639 

8 中国婦女旅行社 (010)65231439 (010)65129021 

9 中国民間国際旅遊公司 (010)64476697 (010)64476684 

10 郵電国際旅行社 (010)65098034 (010)65098001 

11 北京北辰国際旅遊公司 (010)64910683 (010)64910684 

12 中遠国際旅行社 (010)65221871 (010)65122979 

13 北京新華国際旅遊有限公司 (010)68214880 (010)68213066 

14 中国鉄道旅行社 (010)68530617 (010)68530684 

15 北京中国国際旅行社有限公司 (010)65150515 (010)65158603 

16 北京市中国旅行社有限公司 (010)65032321 (010)65941133 

17 北京市華遠国際旅遊有限公司 (010)68036968 (010)68036969 

18 中国天鵝国際旅遊公司 (010)83913058 (010)83913049 

19 北京天平国際旅行社 (010)65259735 (010)65236751 

20 賽特国際旅行社 (010)66111905 (010)66113496 

21 中国民族旅行社有限責任公司 (010)66023301 (010)66072283 

22 北京神舟国際旅行社集団有限公司 (010)65150075 (010)65150214 

23 北京新大都国際旅遊有限公司 (010)68338724 (010)68338756 

24 同源国際旅行社 (010)84477045 (010)84477045 

25 北京青年旅行社股份有限公司 (010)63293914 (010)63292251 

26 中国職工国際旅行社総社 (010)85628680 (010)85628379 

27 中国航空国際旅行社 (010)66088651 (010)66088710 

28 竹園国際旅行社 (010)64032077 (010)64049242 

29 中国金橋旅遊総公司 (010)66180543 (010)66181205 

30 中国釣魚台国際旅行社 (010)68591988 (010)68531503 



 - 51 -

31 港中旅国際旅行社有限公司 (010)85183131 (010)85188066 

32 北京京鉄国際旅行社 (010)63240965 (010)63240960 

33 海峡旅行社 (010)64169691 (010)64169692 

34 海洋国際旅行有限責任公司 (010)64482593 (010)64482349 

35 中商国際旅行社 (010)66094356 (010)66094357 

36 中国文化国際旅行社 (010)84038225 (010)84038226 

37 北京東星国際旅行社有限公司 (010)65669696 (010)65669700 

38 鑫海国際旅行社 (010)63971531 (010)86331009 

39 保利国際旅行社有限責任公司 (010)65922286 (010)65922276 

40 北京広之旅国際旅行社有限公司 (010)64289224 (010)64283796 

41 春秋（北京）国際旅行社 010－65170669 010－65170382 

 

上 海 

番号 旅行社名称 電話番号 ファックス 

1 上海中国国際旅行社股份有限公司 (021)62898899 (021)62893487 

2 上海市中国旅行社 (021)62471816 (021)62475878 

3 上海航空国際旅遊有限公司 (021)62524466 (021)62111013 

4 上海中国青年旅行社 (021)64730000 (021)64330507 

5 上海華亭海外旅遊公司 (021)62491234 (021)62485470 

6 上海春秋国際旅行社 (021)62520000 (021)62523734 

7 上海錦江旅遊有限公司 (021)64662828 (021)64662297 

8 上海東方航空国際旅遊運輸有限公司 (021)62539228 (021)62532702 

9 上海東上海国際旅行社有限公司 (021)50812695 (021)58828842 

10 上海国際友好旅行社 (021)62494162 (021)62483773 

11 上海商務国際旅行社有限公司 (021)53821100 (021)53850045 

12 上海大世界国際旅遊公司 (021)53852333 (021)53852630 

13 上海東星国際旅行社有限公司 (021)68885222 (021)68888310 

14 上海東湖国際旅行社 (021)64747268 (021)64729338 

15 上海茶恬園国際旅行社有限公司 (021)62728845 (021)62718090 

16 上海実華国際旅行社 (021)68538460 

17 宝鋼集団上海国際旅行社 (021)56124115 (021)56109666 

18 上海旅遊公司 (021)62898899 (021)62897838 

19 上海中信国際旅行社有限公司 (021)52925277 (021)52925288 

20 上海和平国際旅行社有限公司 (021)64749999 (021)64332400 

21 上海中婦旅国際旅行社有限公司 (021)64662410 (021)63609101 
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22 上海鉄路国際旅行社 (021)63573150 (021)63573150 

23 上海職工国際旅行社有限公司 (021)62708593 (021)62193505 

24 上海揚子国際旅行社 (021)64950844 (021)64756501 

25 上海東方明珠国際旅行社 (021)63611442 (021)63614400 

26 上海強生国際旅行社有限責任公司 (021)62582909 (021)62582909 

27 上海外航国際旅行社有限公司 (021)63500170 (021)63612115 

28 招商局上海国際旅行社有限責任公司 (021)62671121 (021)62676163 

29 上海大衆国際旅行社有限公司 (021)63531493 (021)63179189 

30 上海華夏国際旅行社 (021)62553798 (021)62159172 

31 上海新康輝国際旅行社有限責任公司 (021)53968098 (021)53968199 

 

広 東 

番号 旅行社名称 電話番号 ファックス 

1 深セン市口岸中国旅行社有限公司 (0755)25583729 (0755)25587709 

2 広東省中国旅行社股分有限公司 (020)83336888 (020)83332247 

3 広東鉄青国際旅行社有限責任公司 (020)87752407/ (020)87662852 

4 広東国旅国際旅行社股分有限公司 (020)86666889 (020)86666284 

5 広州広之旅国際旅行社股分有限公司 (020)81073490 (020)81098082 

6 汕頭市旅行総公司 (0754)8297612 (0754)8293678 

7 深セン中国国際旅行社有限公司 (0755)82338822 (0755)82329832 

8 深セン市旅行（集団）公司 (0755)25108633 (0755)25117531 

9 南海市中旅国際旅行社有限公司 (0757)6238888 (0757)6221263 

10 深セン市九洲遊国際旅行社有限公司 (0755)82428000 (0755)82407139 

11 中山中国国際旅行社 (0760)8611888 (0760)88800777 

12 佛山市旅行総公司 (0757)2981009 (0757)2213909 

13 深セン招商国際旅行有限公司 (0755)26693568 (0755)26692667 

14 東莞国際旅行社 (0769)2458168 (0769)2469457 

15 中国康輝深セン旅行社 (0755)83777168 (0755)83777312 

16 東莞市中国旅行社 (0769)2211761 (0769)2229153 

17 珠海国際度假旅行社 (0756)3354348 (0756)3360189 

18 深セン市鵬運国際旅行社 (0755)82435057 (0755)82413601 

19 佛山市中国旅行社 (0757)2241975 (0757)2240561 

20 深セン市中国旅行社有限公司 (0755)82255888 (0755)82287644 

21 広東新之旅国際旅行社有限公司 (020)38783588 (020)38783028 

22 肇慶市中国旅行社有限公司 (0758)2288034 (0758)2229983 
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23 肇慶星湖国際旅行社 (0758)2260593 (0758)2225671 

24 深セン特区華僑城中国旅行社 (0755)26609772 (0755)26600628 

25 湛江市中国旅行社有限公司 (0759)2204948 (0759)2287347 

26 佛山中国国際旅行社 0757-2981048 0757-2981054 

27 中山市海外旅行公司 (0760)3326888 (0760)8923722 

28 潮州中国国際旅行社 (0768)2268745 、 (0768)2265891 

29 汕頭市中国旅行社 (0754)8247000 (0754)8252649 

30 広東省拱北口岸中国旅行社有限公司 (0756)8136525 (0756)-8282377 

31 中国康輝汕頭旅行社 (0754)8569900 (0754)8539776 

32 珠海経済特区環球国際旅行社 (0756)8873873 (0756)8885272 

33 深セン市深華国際旅行社 (0755)82306711 (0755)82306711 

34 江門市大方旅行国際旅行社有限公司 (0750)3502888 (0750)3502889 

35 広東省中国青年旅行社 (020)38865093 (020)87540057 

36 広東省香江旅行公司 (020)86663012-12 (020)86677547 

37 広州花園国際旅行社 (020)83338989 (020)83327524 

38 珠海中国国際旅行社 (0756)3321833 (0756)3345055 

39 中山中国旅行社 (0760)8628332 (0760)8628333 

40 珠海市旅行有限公司 (0756)8895618 (0756)8887804 

41 深セン市巨邦国際旅行社 (0755)25155555 (0755)82223747 

42 南海市旅行有限公司 (0757)6222103 (0757)6323399 

43 順徳順之旅国際旅行社有限公司 (0765)2332013 (0765)2332012 

44 梅州市旅行総公司 (0753)2259681 (0753)2256206 

45 深セン職工国際旅行社 (0755)82225233 (0755)82206751 

46 順徳市中国旅行社 (0765)2224866 (0765)2332796 

47 中青旅広州国際旅行社有限公司 (020)61281179 (020)61281092 

48 広州招商国際旅行公司 (020)36222053 (020)86519155 

49 東莞市国泰国際旅行社有限公司 (0769)2232168 (0769)2229068 

50 汕頭天弛国際旅行社有限公司 (0754)8811893 、 (0754)8800033 

51 広州東方国際旅行社有限公司 (020)86669900 (020)86513227 

52 深セン市羅湖国際旅行社有限公司 (0755)82392309 (0755)82392313 

53 汕尾市旅行総公司 (0660)3364804 (0660)3364908 

54 深セン市中僑国際旅行社有限公司 (0755)82212829 (0755)82211538 

55 江門市中国旅行社 (0750)3110247 (0750)3362186 

56 広州番禺中国旅行社 (020)84822127 (020)84838268 

57 深セン市友誼国際旅行社有限公司 (0755)82281567 (0755)82238271 
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58 清遠市国旅国際旅行社有限責任公司 (0763)3338997 (0763)3337422 

59 潮州市中国旅行社有限公司 (0768)2296833 (0768)2293819 

60 新会市中国旅行社 (0750)6193485 (0750)6197638 

61 中山温泉国際旅行社有限公司 (0760)3386623 (0760)6692623 

62 恵州環宇国際旅行社 (0752)2227462 (0752)2212300 

63 佛山市三水中旅集団有限公司国際旅行 (0757)7738888 (0757)7733302 

64 台山市中国旅行社 (0750)5524768、 (0750)5529405、 

65 中山市小欖国際旅行社 (0760)2271188 (0760)2281052 

66 中青旅深セン国際旅行社有限公司 (0758)82473339 (0758)82473336 

67 広東時尚国際旅行社有限公司 (020)86124888 (020)86129412 

68 広東羊城之旅国際旅行社有限公司 (020)81309171 (020)81309481 、

69 広東粤僑国際旅行社有限公司 (020)83862690 (020)83873812 

70 深セン市東方国際旅行社有限公司 (0755)82253180 (0755)82173053 

71 中国康輝広東旅行社 (020)83333998-63 (020)83300485 

72 恵州市中国旅行社 (0752)2128086 (0752)2122397 

73 汕尾市中国旅行社 (0660)3316044 (0660)3346019 

74 茂名市平安国際旅行社 (0668)2892397 (0668)2899693 

75 広東省南方国際航空旅行公司 (020)86121035/ (020)86129443/ 

76 韶関市中国旅行社 (0751)8764656 (0751)8766505 

77 広東核電国際旅行社有限公司 (0755)83658960 (0755)83626756 

78 深セン機場国際旅行社有限公司 (0755)27778222 (0755)27777022 

79 台山市旅行公司 (0750)5534714 (0750)5529999 

80 広州市麗景国際旅行社 (020)83579977 (020)83597502 

81 珠海海外旅行有限公司 (0756)3336698 (0756)3332822 

82 広州交易会国際旅行社有限公司 (020)86677503 (020)86677503 

83 茂名市中国旅行社 (0668)2297977 、 (0668)2861239、 

84 広東省从化温泉中国国際旅行社 (020)87830888 (020)86570521 

85 湛江市旅行総公司 (0759)2107509 (0759)2263010 

86 広東熊猫国際旅行有限公司 (020)83391513 (020)83351561 

87 梅県中国旅行社 (0753)2217599 (0753)2234134 

88 広東中婦旅国際旅行社有限責任公司 (020)83494237 (020)8348120 

89 広州康輝国際旅行社有限公司 (020)87555665 (020)87555706 

90 広東風光国際旅行社 (020)83859788 (020)83858620 

91 清遠市中国旅行社 (0763)3339457 (0763)3345883 

92 雲浮市中国旅行社有限公司 (0766)8822160 (0766)8828528 
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93 韶関市旅行総公司 (0751)8895941 、 (0751)8894215 

94 掲陽市中国旅行社 (0663)8625941 (0663)8622193 

95 河源市旅行総公司 (0762)3314789 (0762)3316346 

96 江門市蓬江国際旅行社 (0750)3303835 (0750)3303835 

97 掲陽市旅総国際旅行社 (0663)8658076 (0663)8658077 

98 梅州市市中国旅行社 (0753)2257166 (0753)2242701 

99 東莞康輝国際旅行社 (0769)2488666 (0769)2484333 

 

天 津 

番号 旅行社名称 電話番号 ファックス 

1 天津中国国際旅行社 (022)28358349 (022)28352619 

2 天津康輝旅行社有限責任公司 (022)28371876 (022)28371874 

3 天津市中国旅行社  (022)23535288 (022)23537916 

4 天津中国青年旅行社 (022)27423238 (022)27021862 

5 天津市婦女国際旅行社有限公司 (022)23323750 (022)23319686 

6 天津海峡旅行社 (022)28135462 (022)28360092 

7 天津市経典假期国際旅行社有限公司 (022)23021815 (022)23133010 

8 天津市中貿国際旅行社 (022)23132168 (022)23392770 

9 招商局天津国際旅行社有限公司 (022)28357483 (022)28359850 

 

山 東 

番号 旅行社名称 電話番号 ファックス 

1 山東旅遊公司 (0531)6025270 (0531)6025290 

2 青島華青国際旅行社有限責任公司 (0532)3872700 (0532)3873279 

3 山東省中国国際旅行社（集団） (0531)2962750 (0531)2962750 

4 威海中国旅行社有限公司 (0631)5233122 (0631)5232945 

5 山東省中国旅行社 (0531)2966704 (0531)2960234 

6 青島中国国際旅行社 (0532)2870830 (0532)2870983 

7 青島海外旅遊有限責任公司 (0532)5719008 (0532)5775263 

8 青島中国旅行社 (0532)5738192 (0532)5775531 

9 山東南山国際旅行社 (0535)8616818 (0535)8616586 

10 山東旅行社 (0531)2608598 (0531)2608558 

11 青島海天国際旅行社有限公司 (0532)3872014 (0532)3879574 

12 煙台中国国際旅行社 (0535)6617710 (0535)6234147 

13 青島新世紀国際旅行社有限公司 (0532)5881111-60 (0532)5926893 
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14 山東孔子国際旅行社有限公司 (0531) 2601182/ (0531)2965256/ 

15 山東省中国青年旅行社 (0531)2050896 (0531)2066806 

16 泰山国国際旅行社有限責任公司 (0538-8221183 (0538-8332240 

17 山東魯能国際旅行社 (0531)6119666 (0531)6119777 

18 淄博中国国際旅行社 (0533)2186731 (0533)2186731 

19 山東航空彩虹国際旅行社有限公司 (0531)5698591 (0531)5698590 

20 曲阜中国国際旅行社 (0537)4488491 (0537)4412492 

21 蓬莱国際旅行社 (0535)5642525 (0535)5643566 

22 威海西霞口国際旅行社 (0631)5313388 (0631)5313322 

23 山東康輝国際旅行社有限公司 (0531)2073006 (0531)2073000 

24 煙台婦女国際旅行社 (0535)6243191 (0535)6242060 

25 臨沂国際旅行社 (0539)8328888 (0539)8201678 

26 山東嘉華文化国際旅行社有限公司 (0531)2960666 (0531)2960118 

 

遼 寧 

番号 旅行社名称 電話番号 ファックス 

1 大連市海外旅遊公司 (0411)3689859 (0411)3687831 

2 遼寧省中国国際旅行社 (024)86806980 (024)86808772 

3 大連中国旅行社有限公司 (0411)2381621 (0411)2662858 

4 大連中国国際旅行社有限公司 (0411)3687956 (0411)3680529 

5 遼寧海外旅遊総公司 (024)86863959 (024)86863977 

6 大連中国青年旅行社 (0411)3676511 (0411)3686070 

7 大連東北際旅行社 (0411)2653081 (0411)2653880 

8 沈陽市中国旅行社 (024)22714218 (024)22704665 

9 遼寧省中国旅行社 (024)22833216 (024)22833318 

10 沈陽青年国際旅行社有限公司 (024)22872754 (024)22872727 

11 沈陽市海外国際旅行社有限公司 (024)23219898 (024)23260549 

12 遼寧省中国青年旅行社 (024)22859467 (024)22712971 

13 遼寧世紀国際旅行社有限公司 (024)22870590 (024)22833480 

14 丹東中国国際旅行社 (0415)2137493 (0415)2141922 

15 錦州市中国旅行社 (0416)3880865 (0416)3882345 

16 大連鉄道国際旅行社 (0411)2832817 (0411)2832807 

17 大連航空国際旅行社 (0411)3627070 (0411)3645195 

18 丹東鉄道国際旅行社 (0415)2022269 (0415)2137361 

19 大連交通国際旅行社 (0411)2622422 (0411)2803995 
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20 遼寧中遼国際旅行社有限公司 (024)23240335 (024)23257202 

21 丹東金方舟国際旅行社 (0415)213693 (0415)2128214 

22 大連市中婦旅国際旅行社有限責任公司 (0411)2647145 (0411)2806510 

23 鞍山中国国際旅行社 (0412)5534403 (0412)5544655 

24 撫順中国国際旅行社 (0413)2438659 (0413)2423341 

25 本渓水洞国際旅行社 (0414)2845715/ (0414)2844712 

26 大連康輝国際旅行社有限公司 (0411)3678905 (0411)3678907 

 

浙 江 

番号 旅行社名称 電話番号 ファックス 

1 浙江省中国旅行社 (0571)87080888 (0571)87089224 

2 浙江省中青国際旅遊有限公司 (0571)85788333 (0571)85788240 

3 寧波中国旅行社集団有限公司 (0574)87318888 (0574)87329429 

4 浙江中山国際旅行社有限責任公司 (0571)87025678 (0571)87025050 

5 杭州海外旅遊公司 (0571)87709770 (0571)87709771 

6 浙江海外旅遊公司 (0571)85064239 (0571)85064242 

7 杭州市中国旅行社 (0571)88383825 (0571)88383829 

8 浙江省金橋国際旅行社有限公司 (0571)87299188/ (0571)87078318 

9 浙江海内外商務旅行社 (0571)85270737 (0571)85270759 

10 浙江開元海外旅遊有限公司 (0571)87212522 (0571)87212521 

11 杭州招商国際旅遊公司 (0571)85170158 (0571)85155585 

12 寧波中国国際旅行社有限公司 (0574)87289901 (0574)87345227 

13 温州国旅旅遊有限公司 (0577)88250672 (0577)88253534 

14 浙江省中国国際旅行社 (0571)85152888 (0571)85156667 

15 温州中旅旅遊有限公司 (0577)88252602 (0577)88254381 

16 紹興海外国際旅遊有限公司 (0575)5143694 (0575)5126698 

17 浙江海峡旅行社有限公司 (0571)87880050 (0571)87880911 

18 浙江新世紀康輝国際旅行社有限公司 (0571)88837088 (0571)88083988 

19 浙江婦女国際旅行社有限公司 (0571)88225066 (0571)88225011 

 

江 蘇 

番号 旅行社名称 電話番号 ファックス 

1 江蘇海外旅遊公司/南京中国国際旅行社 (025)3428999 (025)3428954 

2 無錫市中国旅行社有限責任公司 (0510)2300888 (0510)2302743 

3 蘇州中国国際旅行社(集団)有限公司 (0512)65209362 (0512)65159942 
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4 江蘇省中旅旅行社有限公司 (025)3431502 (025)3426533 

5 蘇州中国青年旅行社有限公司 (0512)65291746 (0512)65196573 

6 南京中北友好国際旅行社有限公司 (025)3191502 (025)3191503 

7 南京招商国際旅遊有限公司 (025)4201299 (025)4207979 

8 蘇州海外旅遊公司 (0512)65150177 (0512)65157805 

9 蘇州市中国旅行社 (0512)65221918 (0512)65225931 

10 江蘇金陵商務国際旅行社有限公司 (025)4719310 (025)4714842 

11 江蘇中国青年旅行社有限公司 (025)6523344 (025)6523355 

12 中国康輝無錫旅行社有限責任公司 (0510)2757178 (0510)2762604 

13 無錫中国国際旅行社 (0510)2790761 (0510)2790761 

14 蘇州文化国際旅行社 (0512)65111738 (0512)65221712 

15 蘇州和平国際旅行社有限公司 (0512)65113438 (0512)65119745 

16 中国康輝蘇州国際旅行社有限公司 (0512)65301538 (0512)65301831 

17 無錫市海外旅遊公司 (0510)2712303 (0510)2716780 

18 中国康輝南京国際旅行社有限責任公司 (025)6639591 (025)6639590 

19 江蘇中山国際旅行社 (025)3411611 (025)3430011 

20 南京海外旅遊有限公司 (025)3304252 (025)3232934 

21 蘇州職工国際旅行社 (0512)65208085 (0512)65208180 

22 無錫假日国際旅行社 (0510)5865289 (0510)5800780 

23 江蘇東方航空国際旅行社有限公司 (025)4630306 (025)4619143 

24 江蘇鎮江中国旅行社 (0511)5017774 (0511)5017911 

25 揚州中国青年旅行社有限公司 (0514)7313666 (0514)7313777 

26 常州中国国際旅行社 (0519)8109455 (0519)8109455 

27 徐州中国国際旅行社 (0516)3829076 (0516)3829076 

28 招商局無錫国際旅遊公司 (0510)2831226 (0510)2830521 

29 江蘇招商国際旅遊公司 (025)3438510 (025)3416094 
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あとがき 

 

  今回のレポートは、中国人観光客の誘致のため少しでも日本の自治体、特に地方都市の

方々に参考になる情報を提供することを目的とした。しかし、調査を進めるうちに地方都

市への中国人観光客誘致は想像以上に難しいことを実感した。 

  まず、どこの自治体も切実に感じることであろうが、一般に日本の地方都市が中国にお

いて知名度が非常に低いということである。そのため、地方都市訪問のツアー造成もまま

ならないという現状がある。日本の自治体が中国において知名度を上げることはかなり難

しい課題である。中国で観光に従事する専門家でさえも、特効薬を探すことは容易ではな

い。恐らく各自治体が知名度アップの地道な努力を重ねるほかはなく、少なくとも 10 年単

位のスパンで結果を出すことを覚悟しなければならないと思われる。 

地方自治体のプロモーションの方法として、よくトップセールスや大型ミッションを行

う例があるが、知名度が上がったあとでこれらの活動を行うのは効果があるが、現状では

効果は薄い。特に知名度の低い地方は、中国の旅行社等との信頼関係づくりを行うことが

当面の仕事であろう。そのためにも、ネットワーク作りのうまい人を担当に固定して進め

ることが大切と思われる。 

また、中国人観光客誘致の競争は、日本国内での観光客争奪戦でなく、すでに世界規模

で行われている。レポートの中でも触れたが、中国人が行くことのできる国、地域はすで

に 60 を超え、その中には、ヨーロッパやオーストラリアが含まれている。さらに、アメ

リカへの団体旅行解禁も目前に迫っている。我々日本人と同じアジアに属する中国人にと

って、海外旅行先として欧米に憧れを感じるというのは容易に想像できる。こうした観光

客をめぐるグローバルな競争の中で、各自治体は自分たちの地域の魅力を世界に向け打ち

出していかなければならない。そういう意味では、観光客の誘致は単なる観光対策に止ま

らず、いかにして自分たちの地域を魅力あるものにしていけるかという自治体、地域の総

合的な力が問われているのだと感じる。 

さらに、中国ではまだまだ、一般市民にとって日本に関連した情報が少ない。レポート

作成の取材で香港を訪れる機会があったが、大陸では新聞の娯楽欄や雑誌に日本が取り上

げられることは香港のように多くはない。中国人観光客の誘致には、自治体による努力と

同時に、中国国内において「日本」と「楽しいもの」がリンクするような雰囲気が醸成さ

れることが大切であろう。 

中国への地方都市の売り込みは困難であるとは言え、中国が巨大市場であり、大きな潜

在力を秘めていることは間違いない。現時点では、東京から大阪を結ぶ「ゴールデンルー

ト」への団体観光が大きなウエートを占めているが、今後、地方都市へも多くの中国人観

光客が訪れるようになることを期待したい。 

 

 

【執筆者】 北京事務所所長補佐 八坂 悦朗 
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