
旅行作家 山口由美と行くパプアニューギニア 
民族の祭典シンシン（ハーゲンショー）を 
満喫する６日間の旅 
2019年8月15日（木）羽田発～8月20日（火）成田着 

～旅行作家 山口由美メッセージ～ 
 
 

 パプアニューギニアの魅力は、手つかずの自然もさることながら、800の民族がいて、800の言語があ
るという、究極の多民族国家であることだと思います。 
 それぞれの民族は、言葉が異なるだけでなく、それぞれの衣装や化粧があり、それぞれの踊りがあり、
それぞれの歌があります。 
 そうした踊りと歌を「シンシン」と呼び、各地でさまざまに催されています。その中で、最大かつ最
高に盛り上がるのが、パプアニューギニアで第二の都市、中央高地のマウントハーゲンで８月に行われ
るハーゲンショーです。 
 さまざまな民族の鮮やかなビジュアルとパワフルな歌や踊りが炸裂するハーゲンショーは、インスタ
映え間違いなし。極彩色の祭典です。 
 世界中から観光客が集まり、至難とされる予約を今回は特別に手配しました。 
 この機会に、最高のパプアニューギニアを体験しませんか。 
 ＴＢＳのＴＶ番組「クレイジージャーニー」に「パプアニューギニアに魅せられた女」として出演し
た私がご案内致します。 

プロフィール 

神奈川県箱根町生まれ。 
富士屋ホテル創業者が曾祖父、施主
が祖父というホテル一家で育つ。 
慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、
海外旅行とホテルの業界誌紙のフ
リーランス記者を経て作家活動に入
る。 
旅とホテルをテーマにノンフィク
ション、小説、紀行など幅広い分野
で執筆。日本旅行作家協会会員。 
1995年夏に始めてパプアニューギニ
アを訪問以来20年以上に亘り取材を
重ね、関連著書2冊を出版。また、
TBSテレビ「クレイジージャー
ニー」にも「パプアニューギニアに
魅せられた女」として出演。 

パプアニューギニア関連書籍 

世界でいちばん石器時代に近い国 
パプアニューギニア（幻冬舎） 

赤道直下の宝箱 旅する 
パプアニューギニア（千早書房） 

宿泊予定ホテル 

Jiwaka Mission Resort Stanley Hotel  

2,3,4日目 マウントハーゲン 5日目 ポートモレスビー 

3,000m級の山に囲ま
れたハイランド地方
最大の町、マウント
ハーゲンから車で1時
間ほどの郊外にあり、
花と緑に囲まれたリ
ゾートホテル。 

行政の中心、ワイガニ
地区に位置する4つ星
シティホテル。プー
ル・スパはもちろん、
スーパーマーケット、
レストラン、ナイトク
ラブを有したショッピ
ングモールが隣接して
います。 

《本ツアーのお問合せ先》 

× “山口由美と行くパプアニューギニア“事務局 
株式会社かもめ ツアープロデュース事業部内 
担当：佐藤 

TEL     ： 03-3506-0747 
E-MAIL  ： tp@kamometour.co.jp 

山口由美 

シンシンの様子 

株式会社かもめ 



日次 時間 日程 食事 

08月15日 
（木） 

14:30  羽田空港国際線ビル3階Ｚ団体カウンター集合 朝 × 

15:05  フィリピン航空PR421便にて羽田を出発マニラへ（約4時間50分）   

18:55  マニラ着.。同ターミナル内にて乗り継ぎになります。 昼 × 

23:25  フィリピン航空PR215便にマニラを出発ポートモレスビーへ（約5時間50分）   

  《機中泊》 夜 機 

08月16日 
（金） 

7:15  ポートモレスビー着 ガイドが出迎え専用車でホテルヘ 朝 ○ 

   志村ロッッジにて朝食   

午前:  市内観光へご案内 ●APEC HOUSE ●国会議事堂（共に車窓）、買い物など） 昼 ○ 

 大黒レストランにて昼食   

 食後国内線ターミナルへ 夕 ○ 

15:30  PNGエアラインCG8544にてポートモレスビーを出発、マウントハーゲンへ（1時間30分）   

17:00  マウントハーゲン着 現地ガイドが出迎えホテルの送迎車で宿泊先へ   

夕刻:  ホテルチェックイン   

 ホテル内にて夕食   

《マウントハーゲン泊》  

08月17日 
（土） 

   ホテルにて朝食 朝 ○ 

終日:  ハイランド最大級のお祭り「ハーゲンショー」を観賞   

 ～～～100余りの部族が集まり独自の文化や伝統、踊り（シンシン）披露します。～～～ 昼 ○ 

 昼食はお弁当   

夕刻:  ホテルヘ戻ります。 夕 ○ 

 ホテルにて夕食   

  《マウントハーゲン泊》  

08月18日 
（日） 

   ホテルにて朝食 朝 ○ 

終日:  ハイランド最大級のお祭り「ハーゲンショー」を観賞   

 ～～～100余りの部族が集まり独自の文化や伝統、踊り（シンシン）披露します。～～～ 昼 ○ 

 昼食はお弁当   

夕刻:  ホテルヘ戻ります。 夕 ○ 

 ホテルにて夕食   

  《マウントハーゲン泊》   

08月19日 
（月） 

   ホテルにて朝食 朝 ○ 

午前:  食後、ガイドと共にホテルの送迎車で空港へ   

 昼食はお弁当（空港にてお召し上がり頂きます） 昼 ○ 

13:10  PNGエアラインCG1409にてマウントハーゲンを出発、ポートモレスビーへ（1時間30分）   

14:40  ポートモレスビー着  ガイドが出迎え専用車でホテルヘ 夕 ○ 

夕刻:  ホテルチェックイン後、ガイドがホテル隣接のショッピングモールへご案内   

 ホテルにて夕食   

  《ポートモレスビー泊》   

08月20日 
（火） 

早朝  ガイドが伺い専用車で空港へご案内 朝 × 

8:15  フィリピン航空PR216便にてポートモレスビーを出発マニラヘ（5時間35分）   

11:50  マニラ着.。同ターミナル内にて乗り継ぎになります。 昼 × 

14:40  フィリピン航空PR432便にてマニラを出発、成田へ（4時間30分）   

20:10  成田空港到着。 通関後解散 夕 機 

 ＊＊＊＊＊お疲れ様でした＊＊＊＊＊   

■募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社かもめ（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と募集
型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。 
■旅行契約の申込み 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、規定の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただ
きます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。 
 
 
  
 
 
■旅行契約成立時期 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象代金）を受理した時に
成立します。（通信契約の場合を除きます。） 
■お支払い対象旅行代金 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に記載された金額（以下「旅行代金」とい
う）と「追加代金」の合計額から「割引代金」を差し引いた金額（以下旅行条件書内では単に「旅行代金」という）をいいま
す。またこの「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償金の」のお支払いの際の基準となります。 
■「表示代金」に含まれるもの（一部例示） 以下のものが含まれています（いずれも募集型企画旅行中または旅行日程とし
て表示されたもの） ①航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃 ②送迎・移動のバス等の代金 ③観光・視察に係わる代金
（バス料金・ガイド料金・入場料等） ④ホテル宿泊代金（2名部屋にお2人様ずつの宿泊を基準としております） ⑤食事代
金 ⑥添乗員同行代金（同行コースのみ）⑦受託手荷物運搬代金（お１人様20ｋｇ以内が原則） 
■表示代金に含まれないもの（一部例示） ①渡航手続諸経費（旅券・査証取得費用・予防接種料等） ②国内の自宅から発
着空港等までの交通費や宿泊費等 ③国内における空港施設使用料 ④規定の重量・容積・個数の超過による超過手荷物料金 
⑤クリーニング、電話料、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食等の個人的諸費用 ⑥送迎・観光の際の現
地ドライバー・ガイドへのチップ⑦傷害・疾病に関する医療費等 ⑧国外の空港税・出国税等 ⑨「オプショナルツアー」等
と称し、現地にて他社等が希望者のみを募って実施する小旅行 ⑩運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動
に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課税されるものに限る。） ⑪その他募集広告
内で「○○料金」等と称したもの 
■旅行代金のお支払い 申込時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日の指定期日（原則として21日前）迄にお支払いい
ただきます。 
■旅行契約の解除 お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除できます。
なお「旅行契約の解除」は、当社の営業日・営業時間内に承った時点を基準とします。 
＜日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース募集型企画旅行契約およびランドオンリーに係る取消料表＞ 

旅行代金の額 15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上50万円未満 50万円以上 

申込金の額(おひとり) 2万円以上旅行代金迄 3万円以上旅行代金迄 5万円以上旅行代金迄 10万円以上旅行代金迄 

■特別補償 当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の上に
被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。 
■旅程保証 当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支
払います。詳しくは別途お渡しする詳細旅行条件書でお確かめください。 
■通信契約 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます）のカード会員（以
下「会員」といいます）より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金、取消料、違約料のお支払いを受けるこ
と」以下「通信契約」といいます）を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。（受託旅行業者により当該取
扱ができない場合があります。また取り扱い可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります） 
■燃油サーチャージについて  
●燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間一定の条件下に限っ
て航空会社が国土交通省航空局に申請し許可を受ける、航空券料金には含まれない付加的運賃であり、金額は利用航
空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。 
当社では、航空会社に代わりご参加の皆さまから収受いたしておりますので、ご質問ならびにお問い合せは、直接当
該航空会社へお願いいたします。 
●燃油サーチャージ金額は、記載日における目安額となります空港税等と合わせてお申込みの販売店に日本円でお支
払いください。なお、ご出発前にご利用航空会社の燃油サーチャージの新設、増額が認可された場合は、航空会社に
代わりご参加の皆様から追加で収受させていただきます。また、廃止、減額された場合は差額分をご返金いたします
ので予めご了承ください。 
■その他 この旅行条件要旨の基準日は、2019年4月1日です。旅行代金は2019年4月1日現在の有効なものとして公
示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。 旅行開始日に満2才以上12才未満の方は子供代金が
適用されます。 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり様） 

旅行開始日がピーク時であって、 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 

旅行代金の10％（最高5万円まで） 
ピーク時とは、4月27日～5月6日、7月20日～8月31
日、12月20日～1月7日までをいいます。 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 

旅行代金の20％ 

旅行開始日の前々日・前日・当日 旅行代金の50％ 

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％ 

旅行条件（要旨）お申し込みの際は、別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり、ご確認の上、お申込みください。 

（観光庁長官登録旅行業第1009号／(社)日本旅行業協会正会員） 
 〒105-0003東京都港区西新橋1-10-2 住友生命西新橋ビルB1F 
 TEL：03-3506-0747 

旅行企画・実施 

（社）日本旅行業協会正社員／IATA公認旅客代理店 

利用予定 
ホテル 

マウントハーゲン 

ジワカ・ミッション・リゾート 

ポートモレスビー 

スタンリーホテル 

食事回数  朝食４回、昼食３回、夕食３回 

添乗員  同行致しませんが、現地係員がお世話致します。 

最少催行人員  ６名様以上 ※催行人員に満たない場合中止または代金の見直しをさせて頂きます。 

利用航空会社  フィリピン航空、エアラインPNG 

渡航手続 
 ①査証―必要（観光査証 
 ②パスポート残存期間―入国時６か月以上） 

APEC HOUSE 

国会議事堂 

ポートモレスビー 

マウントハーゲン 

《旅行代金》 
 大人おひとり様／２名１室利用 

378,000円 
※別途燃油サーチャージ・諸税がかかります 

一人部屋利用追加代金：52,000円 
ビジネスクラス利用 
     追加代金：往復200,000円 
※ただし、日本―ポートモレスビー間のみ 

【旅行作家・山口由美と行く】マウントハーゲンショーを満喫する６日間 


