
ＡＡＡＬオートアフターマーケット活性化連合会員 各位 

 ２０１３年海外流通視察セミナー第一弾 

  アジア自動車関連流通視察ｗｉｔｈ Ｂａｎｇｋｏｋ ＡｕｔｏＳａｌｏｎ  
                 ご案内 

ＡＡＡＬ活性化委員会 

６月２６日（水）～７月２日（日） 
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日
次 

月日曜 発着地/滞在地 現地時間 交通機関 摘     要 食事 

1 2013年 
６月２６日 
（水） 

成田空港 
成田空港 発 
 
バンコク 着 

09：00 
11：00 

 
15：40 

 
 
 

 
JL717 

 
専用バス 

 
 

集合・結団式（第1ターミナル） 
空路、バンコクへ（所要6時間40分） 
 
到着後、ホテルへ 
                  
★ウエルカム夕食パーティ 
ホテルへ  

【バンコク泊】 

 
 

機内 
 
 

夕食 

2 ６月２７日 
（木） 

バンコク 滞在 午前 
 

午後 
 

☆オートサロン出展者様とのミーティング 
 
☆AUTO SALON自由視察 

【バンコク泊】 

朝食 
 
 
 

3 ６月２８日 
（金） 

ホテル 発 
 
バンコク 発 
 
ホーチミン着 

09：00 
 

18：15 
 

19：45 

専用バス 
 

TG556 
 

専用バス 

バンコク市内流通視察（オートバックス等） 
 
空路、ホーチミンへ（所要1時間30分） 
 
着後、ホテルへ 

【ホーチミン泊】 

朝食 
 
 
 
 
 

４ ６月２９日 
（土） 

ホーチミン 滞在 終日 専用バス ホーチミン市内流通視察 
 

【ホーチミン泊】 

朝食 
 
 

５ ６月３０日 
（日） 

ホテル 発 
 
ホーチミン発 
 
ハノイ着 

07：30 
 

10：00 
 

12：00 

専用バス 
 

VN234 
 

専用バス 

空港へ 
 
空路、ハノイへ（所要2時間00分） 
 
着後、ハノイ市内流通視察 
 

【ハノイ泊】 

朝食 
 
 
 
 
 

６ ７月１日 
(月) 

ハノイ 滞在 
 
 
ハノイ 発 

終日 
 
 

23:30 

専用バス 
 
 

JL752 

☆ハロン湾視察 
 
★フェアウェルパーティー 
空路、成田へ（所要5時間25分） 
 

朝食 
 

夕食 

７ ７月２日 
（火） 

成田空港 着 06：55 通関後、解散 
～おつかれさまでした～ 

機内 

  ※上記スケジュールは、予定となります。現地団体の事情等で内容を変更させて頂く可能性もございます。予めご了承下さい。 

全体行程表 
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【バンコクオートサロン2013】概要 

-Bangkok Auto Salon- 

■開催地：タイ バンコク 

■開催期間：2013年6月20日～6月30日 

■主催者：Inspire Entertainment Co., Ltd. 
 

■会 場：IMPACT CHALENGER2-3 

■面積：展示面積：未定 

■入場者：未定 

■入場対象者：業界関係者・一般来場者 

■出店内容：車輌・運搬・運送および関連設備･部品 

■入場料：未定 

オートサロンのタイバージョン。 
２０１２年に初開催。本年第二回目を開催予定。 
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バンコク基本都市情報 

時 差 

日本との時差は-2時間。タイの方が遅れている。夏時間はない。  

平均気温・降水量 

治 安 

タイの治安は悪いほうではありませんが、最近はパスポートの盗難やスリ、ひったくり

など、日本人が犯罪に巻き込まれるケースが増えています。十分に注意しましょう。 

通 貨 

通貨単位はバーツ(バートとも)Baht。補助通貨はサタン(Satang)で、100サタン
が1バーツ。 

1781年、ラマ1世がシャムの都と定めて以来繁栄を続ける国際都市。タイの首都であり、政治、経済、文
化、宗教の中心地でもある。市内を縦横に走る運河では、昔ながらの水上マーケットが庶民の生活を支
えている。  

5 

http://wikitravel.org/ja/%E7%94%BB%E5%83%8F:Bkk-grandpalace-jpatokal.jpg
http://herethere.cressel.com/logjp/archives/images/2006/06/IMG_4093_s.jpg


アユタヤ遺跡   
14世紀から400年以上も続いたアユタヤ王朝の都。17
世紀にはヨーロッパ諸国や中国、日本などと交易を行
う国際都市として繁栄し、シャムという名で世界に知ら
れていました。当時は日本人町もあり、傭兵隊長の山
田長政が出世を遂げた地であります。 
廃墟のなかにかつての栄華をしのぶことができます。
アユタヤを象徴する風景として有名な３基の塔がある
ワットプラスリサンペット、木の根に埋まった仏頭が残さ
れたワットプラマハタート、草むらに巨大な寝釈迦仏が
横たわるワットロカヤスタなど、見ごたえのある遺跡が
多く残っています。 

ワット・プラ・ケオ (エメラルド寺院)    
王宮の敷地内にある王室専用の寺院ワットプラケオ。
本尊であるエメラルド色をした翡翠の仏像にちなみ、エ
メラルド寺院と呼ばれています。エメラルド仏はアジア
の各地を変遷した伝説をもち、最後はラオスのビエン
チャンから、現王朝の始祖ラマ１世がバンコクに持ち
帰ったと言われています。以来、エメラルド仏は国家の
守護神と尊ばれ、その黄金の衣装は年に３回の衣替え
儀式の際、国王が自ら取り替えました。アユタヤ様式
の本堂も、ラマ１世がエメラルド仏のために建立したも
のです。 

王宮    
18世紀に現王朝の始祖ラマ１世が建造した。前王朝のあった
チャオプラヤ川沿いのトンブリから、その対岸に都を移したも
のです。ラマ１世時代の建造物は、アユタヤ王朝を模した
デュシット宮殿と、エメラルド仏を祀るワットプラケオなど、タイ
伝統建築の傑作として有名。１世以来、歴代の王が次々と王
宮を拡張している。「王様と私」のモデルとなったイギリス人
家庭教師の女性が住んだ西洋風の宮殿や、タイ様式とルネ
サンス様式を折衷した宮殿、金色の船の形をした玉座のある
謁見の間など、バラエティ豊か。 

ワット・ポー (涅槃寺)    
バンコクでは最も歴史が古いとされる寺院ワットポー。
巨大な涅槃仏があることで有名なので、涅槃寺と呼
ばれています。涅槃仏とは釈迦が亡くなる様子を表し
た仏像であり、タイの各地で見ることができる。この寺
の礼拝堂に横たわる涅槃仏の全長は50メートルほど
もあり、全身は金箔でおおわれて光り輝いています。
その足の裏には、仏教の世界観が緻密な螺鈿細工
で描かれており必見。涅槃寺の本尊は金箔が施され
たブロンズの仏像で、その台座にはラマ１世の遺骨
が納められています。 

ワット・アルン (暁の寺)    
本尊アルン仏を祀るワットアルン。アルンとは「暁」の意味
で、暁の寺という呼び名通り、早朝の朝日を浴びた景観が
素晴らしいです。 
三島由紀夫の「暁の寺」の舞台としても有名です。 
暁の寺の象徴ともいえるのが、鮮やかな陶器の破片が花
模様を描いて埋めこまれている大仏塔です。その高さは70
メートルを超え、外階段には神の乗り物とされるエラワン象
や、インドラ神などの石像も飾られています。塔の上から
はチャオプラヤ川越しに王宮やバンコクの街を眺めること
ができます。 

スコータイ遺跡公園    
タイ族による初の独立国家、スコータイ王朝の都があったタイ北
部の街。タイ族とは中国南部から移住してきた民族で、この地域
を支配していたクメール族から13世紀に独立してスコータイ王朝
を建国ました。タイ文字やスコータイ美術を生み繁栄しましたが、
15世紀に同じタイ族のアユタヤ王朝に吸収された。旧市街に無
数に残る遺跡の中心となるのは、王室寺院ワットマハタート。ス
コータイ様式の特徴をもつ、睡蓮のつぼみをモチーフにした巨大
な仏塔と大仏が有名。ほかにもクメール様式の塔堂が印象的な
ワットシーサワイ、スコータイ美術の傑作とされる天女と仏陀の
壁面装飾が残るワットトラパントンランなど、重要な史跡が散在し
ています。 

バンコクの観光ポイント 

1781年,ラマ1世がシャムの都と定めて以来繁栄を続ける国際都市。エネルギッシュで、エキゾチック。天使が微笑む都。壮
麗な寺院と近代的な高層ビル、静寂と活力、いにしえの鼓動と現代の息吹、と相反する2つの要素が交錯する、まさに東西
文明の合流地点、バンコク。タイの首都として、政治・文化・宗教・学問の中枢であるとともに、王室の本拠地でもあります。 

市内を縦横に走る運河では、昔ながらの水上マーケットが庶民の生活を支えています。 

バンコクの見所 

世界 

遺産 
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ホーチミン基本都市情報 

時 差 

日本との時差は-2時間。ベトナムの方が遅れている。夏時間はない。  

平均気温・降水量 

治 安 

治安が良いといわれていたベトナムですが、外国人旅行者の増加によりスリや置

き引きの被害が出ていますので、空港、観光客で賑わう市場や通りでは、とくに

注意しましょう。 

通 貨 

通貨単位はドン(Dong=VND)。使用されているのは、紙幣が100、200、500、
1000、2000、5000、1万（2種類あり）、2万（2種類あり）、5万（2種類あり）、10万
（2種類あり）、20万、50万ドンの16種類、硬貨が200、500、1000、2000、5000ド
ンの5種類。また、USドルも一般に流通している。 

ベトナム南部に位置する。特別市に制定されて以来ベトナム随一の都市。雑貨屋や飲食店が
並ぶドンコイ通り、フランスの面影を残す建物、種々の博物館、華僑の街「チョロン地区」など、
街としての魅力に事欠かない。  
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統一会堂（旧大統領官邸） 
旧大統領官邸。もともとは19世紀植民地時代に、フラン
ス官僚のために造られた白亜の豪邸。その後、南ベト
ナム政府の大統領官邸として使われていました。上階
は大統領家族の住まい、地下は秘密の軍事施設だっ
たそうです。1975年４月、解放軍の戦車がこの大統領
官邸に無血入城を果たして、長かったベトナム戦争は
終わりを告げました。 

サイゴン大教会 
ドン・コイ通りの北端、１９世紀に建てられた赤レンガ造り
の優美な教会です。正式名称は「聖母マリア教会」といい、
カトリックの教会です数少ない戦前の建物で、物凄い空
爆に耐えたものなのです。 普段は閉鎖されていますが、
ミサの午後は一般にも公開されています。 

ホーチミンはベトナム南部に位置し、ベトナム最大の商業都市として栄えています。かつてフランスに統治されていたころは、
サイゴンと呼ばれ、そのフランス流の町並みから「プチ・パリ」と呼ばれていました。１９７５年の政変でホーチミンと呼ばれるよ
うになったが現地の人々は今もなお親しみをこめてこの街をサイゴンと呼んでいます。現在も、パリの雰囲気を残しながらも
アジア色を失わずに独特の街並みを残し、また行き交う人々や市場もエネルギッシュなパワーを感じさせ、近年人気が急上
昇してきました。 

中央郵便局 
19世紀末のフランス統治時代に建てられ、建築
文化財としても貴重なもの。内部の半円形の天井
がクラシックな雰囲気で、ヨーロッパの駅のようだ
と例えられることが多いです。 

ホーチミンの観光スポット 

歴史博物館 
紀元前から現代までのベトナムの歴史の紹介と
南部ベトナムの遺跡等の文化遺産が展示されて
います。また、多民族国家ベトナムの民族衣装や
暮らしの展示もあります。 

ベンタイン市場 
統一会堂の南西５００ｍ程に位置し、肉や魚・野
菜・果物・花・乾物・調味料・衣類・雑貨・貴金属・
おみやげ品など、あらゆるものが揃い飲食店も充
実しています。ホーチミン市最大の市場です。 

クチの地下トンネル 
かつての南ベトナム民族解放戦線の大規模な地
下基地。アメリカ軍の空爆や枯葉剤散布に対抗
するために掘られたものです。当時は周辺の町を
結んでいて、総延長が200キロメートル以上もあり
ました。現在はトンネルの一部が観光用に公開さ
れています。 

ミトーのメコンデルタ 
全長4000km、悠久の大河メコンとメコンデルタの
町ミトー。旬のフルーツやハチミツ、ココナッツキャ
ンディー、メコンデルタの名物料理など、メコンデ
ルタの豊かさを実感することでしょう。 

ホーチミンの見所 
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ハノイ基本都市情報 

時 差 

日本との時差は-2時間。ベトナムの方が遅れている。夏時間はない。  

平均気温・降水量 

治 安 

通 貨 

通貨単位はドン(Dong=VND)。使用されているのは、紙幣が100、200、500、
1000、2000、5000、1万（2種類あり）、2万（2種類あり）、5万（2種類あり）、10万
（2種類あり）、20万、50万ドンの16種類、硬貨が200、500、1000、2000、5000ド
ンの5種類。また、USドルも一般に流通している。 

ベトナムの首都。政治の中心地でありながら湖・緑の多い歴史ある都市として知られる。ハノイ
の「ハ」は川で、「ノイ」は内側という意味をもつ。歴史的建造物の残る落ち着いたたたずまいが
魅力。  

治安が良いといわれていたベトナムですが、外国人旅行者の増加によりスリや置

き引きの被害が出ていますので、空港、観光客で賑わう市場や通りでは、とくに

注意しましょう。 
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ハノイの観光スポット 

ホーチミン廟 
ベトナム建国の父・ホーチミン主席の遺体が安置されている。
建物は蓮の花をかたどっていて、庭にはホーチミンが手がけ
ていたというジャスミンと鯉が。今でも現地の人の訪問が絶え
ず、ホーチミンがどれほど国民に慕われているかが垣間見れ
ます。衛兵が常駐し、交代する風景もおすすめです。内部での
撮影は禁止で、ショートパンツや短パンでは入場できません。
入場は無料。 

ハノイは、ベトナムの首都で、長い歴史を持っています。ベトナムは南北に長いため、ハノイとホーチミンとの間は、鉄道でおよそ
1,700kmもあります。ホーチミンが経済の中心なら、ハノイは政治の中心都市と言えるでしょう。市内は自然が多く、湖も点在してお
り、落ち着いた雰囲気の街です。古いお寺や旧跡、フランス植民地時代の建物などが残る一方で、近代的なビルも次々と建設され、
開発も進んでいます。  

玉山祠 
ホアン・キエム湖上のある、１３世紀に元の侵攻を撃退した
チャン・フン・ダオ将軍が祀られている祠。祠へは湖にかかる
赤い太鼓橋を渡って行く。 

旧市街 
36の通りごとに同一職種の職人や商人が暮らしたことから、
旧市街をハノイ36通りともいいます。ベトナム戦争中の爆撃
にも焼け残り、町は昔ながらの風情を漂わせています。 
 
 

文廟 
孔子を祀るために建立された廟。１０７６年には官吏養成を目
的にベトナム初の大学を開校。１４８４～１７８０年は官吏の採
用試験である科挙が行われ、合格者はわずか１３０６人という
狭き門でした。合格者の名を刻む８２の石碑は圧巻です。 
 

ハロン湾 
青い海面から大小幾千もの奇岩がそそり立つハロン湾。そ
もそもハロンとは“龍が降りる地”という意味。その風光明媚
な光景はまさに“海の桂林”そのものです。奇岩の間を縫う
ように巡るハロン湾クルーズは観光のハイライト。観光の起
点となるのはバイチャイとホンガイという２つの町だが、船は
バイチャイ側から出ています。 

水上人形劇 
元は農閑期の農民の娯楽が芸術にまで昇華したもの。水面
をステージに農村の生活や伝承などを繰り人形で演じる伝統
芸能。ホアン・キエム湖東側の水上人形劇で毎日観劇可。 
 

一桂寺 
蓮の形をかたどって作られ、一本の柱で支えられていること
から、一柱寺という名前がつけられたといわれています。李
朝時代、子宝に恵まれなかった王が、悲母観音の夢を見た
後子宝に恵まれ、感謝の気持ちを表して建てたという由来が
残されています。 

           

                   

      

バッチャン村 
ベトナム特産の陶器の中で最も有名なのが、バッチャン村で
生産されるバッチャン焼きです。焼き物は中国の影響を強く
受けた硬質な白磁が特徴で、その高い品質を買い求めて世
界中から買い手が集まります。村内のほとんどの工場で製
造・直売しているので、購入することもできます。 

ハノイ近郊の観光スポット 

ハノイの見所 
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 【ご宿泊ホテル】 バンコク 

スクンビット通りに面し、ＢＴＳ「アソーク駅」に近いモダンなホテル。
１階から３階までロビンソンデパートが入っている。洗練された雰
囲気の客室にはフラット画面テレビ、高速インターネットアクセス
（有料）が設置。本格的な和食レストランなど料飲施設は４ヵ所。  

エリア   

電話/FAX   

住所   

インフォメーション 

259 Sukhumvit Rd. Bangkok 10110  

+66 (02)2078000  /+66 (02)2552441   

アクセス  

バンコク（タイ） 

新スワンナプーム空港（ＢＫＫ）から３８ｋｍ（５０分） 

The Westin Grande Sukhumvit Hotel 

ザ ウェスティン グランデ スクンビット ホテル   
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【ご宿泊ホテル】 ホーチミン 

コロニアル調のデラックスホテル。ホーチシン市のビジネス・ショッ
ピング･娯楽エリアの中心に位置し、ビジネスにも観光にも理想的
なロケーション。料飲施設はカフェ、中華料理など５ヵ所あり。会議
場は３ヶ所、最大２２０名を収容可能。リバービューの客室からは
サイゴン川の素晴らしい景色を一望できる。  

エリア   

電話/FAX   

住所   

インフォメーション 

8ｰ15 Ton Duc Thang St. Dist. 1 Ho Chi Minh City  

+84 (08)38220033    / +84 (08)38235666   

アクセス  

ホーチミン（ベトナム） 

ホーチミン タンソンニャット国際空港(SGN)から北西７ｋｍ  

Renaissance Riverside Hotel Saigon 

ザ ウェスティン グランデ スクンビット ホテル   
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【ご宿泊ホテル】 ハノイ 

オペラハウスに隣接したシックな雰囲気のラグジュアリーホテル。
コロニアルスタイルの外観と開放的な抜きぬけのロビーが印象的。
ホアンキエム湖や水上人形劇場へも徒歩圏内。仏料理レストラン
をはじめ料飲施設は３カ所。宴会・会議場は７室あり、立食形式で
最大６５０人収容可能。  

エリア   

電話/FAX   

住所   

インフォメーション 

1 Le Thanh Tong St. Hanoi  

+84 (04)39330500      / +84 (04)39330530     

アクセス  

ハノイ（ベトナム） 

ハノイ・ノイバイ国際空港(HAN)から車で４０分（４０ｋｍ）  

Hilton Hanoi Opera 

ヒルトン ハノイ オペラ   
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お申込みから出国までのスケジュール 

③ KNTへ書 類 の ご 返 送 

⑥ ご 出 発 当 日 

⑤『旅のしおり』のご送付 

④ お 支 払 い 

これからパスポート申請する方または申請中の方 

※パスポートは5月20日までに受領されるよう、 

ご申請をお願いいたします。 

ご請求書は5月中旬頃発送を予定しております。 

お手数ですが、期日までにお振込みいただきますよう 

お願い申し上げます。 

最終のご案内『旅のしおり』は 

ご出発の７日～５日前頃にお送りいたします。 

ご出発当日は下記を予定しております。 

集合場所・時間は変更になる可能性がございます。 

詳細は『旅のしおり』にてご確認ください。 

ご集合予定 
成田空港 第２ターミナル 

３階団体カウンター 9:00 集合予定 

① 参加申込書をKNTへFAX 

② KNTより第１信のご送付 

返送書類のご案内 

海外旅行保険のご案内など 

渡航手続き書類の返送 

パスポートコピーの返送 

海外旅行保険お申込書の返送 
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参加申込書記入例 
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【旅行条件】 

＜ご旅行代金＞ ６月２６日（水）～７月２日（日） 

お一人様      298,000円（２名様１部屋利用）【１５名様の場合】 
   （燃油サーチャージは、変更になる可能性がございます。） 
    ※募集人員先着20名様。 
●旅行代金に含まれるもの 
（１）交通費：（旅程表記載のNH航空 エコノミー航空代金、貸切バス等運送機関の運賃・料金） 
※ＪＡＬ区間以外は、お申し込み後の手配となります。予約状況によっては、運賃が上がる可能性がございます。 
  また、お申し込み後直ぐに＠50,000円の取消料が発生致します。 
（２）宿泊代：（旅程表記載の宿泊料金及び諸税、サービス料） 
（３）食事代：（朝食５回/夕食２回） 
（４）諸費用：（有料道路、駐車料、団体行動中の心付け、渡航手続書類作成費用（出入国書類）等の旅行に必要な諸費用） 
（５）企画料金 
（６）添乗員１名分 
（７）燃油サーチャージ・現地空港税 
（８）オートサロンチケット代金 
●旅行代金に含まれないもの 
上記に記載がないものは旅行代金に含まれません。その主なものを例示します。 
（９） お一人様部屋追加代金（お一人様別途＠70,000円） 
    部屋数に限りがあり、ご希望に添えない可能性もございます。予めご了承下さい。 
（１０）ビジネスクラス追加代金 お一人様別途＠208,000円）※日本航空のみビジネスクラスとなります。 
    航空運賃が未確定の為、金額が変更になる可能性がございます。（変更不可の割引運賃利用） 
         また、上記料金は現状予約可能な１番割安の割引運賃です。お申し込み後、１週間以内の発券    
    が必要となり、発券後の変更・取り消しは５０，０００円掛かります。 
    上記割引クラスが満席となりますと、大幅に料金が上がります。 
（１１）渡航手続諸費用（旅券印紙代、査証代等） 
（１２）超過手荷物料金 
（１３）海外旅行傷害保険（任意です。後日ご案内を送付させて頂きます。） 
（１４）日本国内の交通代金、宿泊代金（任意です。後日ご案内を送付させて頂きます。） 
（１５）個人的性格の諸費用（電話代、クリーニング代、夕食時飲物代、追加飲食費等） 
（１６）旅程表以外に行動される場合の費用 
●旅行代金に含まれないもの・・・上記航空機とは別に一ヶ月前より、２０％、３日前より５０％のキャンセル料が掛かります。 
2013年4月10日（水）現在 
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【連絡先】 

 
 近畿日本ツーリスト㈱ 第２営業支店 
 
 住所：東京都千代田区神田和泉町１－１３ 
 
       住友商事神田和泉町ビル １４Ｆ 
 
 ＴＥＬ：03-6891-9302 ＦＡＸ：03-6891-9402 
 
 担当：加藤・伊藤 
 
 問合せ時間：9：30～17：00（土日祝休） 
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