
[協力] [旅行企画・実施]サバ州政府観光局 マレーシア航空

マレーシア在住経験があり、マレーシアの食の研究をされた
佐藤紀子先生による食のワークショップを現地にて体験。
佐藤紀子先生が現地在住時、行きつけとしていた雑貨店や
おすすめのお店を先生と共に巡ります。
サバ政府観光局によるウェルカムディナーのご招待。

コタキナバル、クアラルンプールの両都市にて人気の
5つ星デラックスホテルに宿泊。
ボルネオの大自然と、目まぐるしく発展をとげる
クアラルンプールと対照的な2つの街の魅力を体感。

個人では体験できないオリジナルなプログラムが詰まった魅力あるツアーです！
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ツアーポイント

佐藤 紀子先生と行く
世界の食卓を巡る旅 vol.1

６日間j;\d3

食卓クリエイター

2017.6.29 7.4～木 火

189,000
1名様ご旅行代金

円

（2名様1室利用）

1名部屋利用追加代金 49,000円
※別途、成田空港使用料2,610円、海外空港諸税約2,500円前後

　（2017年3月現在）が必要となります。

燃油サーチャージ込み

ご旅行代金

(金)

募集しめきり

5.12



担当：芦村担当：芦村

【お問い合わせ・お申し込み先】

＜旅行企画・実施＞
観光庁長官登録旅行業 第一種 第1574号

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-19-17

ユーロ原宿3F

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-19-17

ユーロ原宿3F

総合旅行業務取扱管理者　鴨志田正信

本ツアーの内容に関するお問合せは全てパーパスジャパンでお受け致します。

営業時間／月～土 9:30～18:30（日祝祭日休）

【ご旅行条件（要約）】 詳しくは別途お渡しする旅行条件書をお受け取りになりご確認の上、お申し込み下さい。

【募集型企画旅行契約】　この旅行は株式会社パーパスジャパン（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。

【旅行契約のお申し込み】　当社所定の旅行申込書に必要事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金をお支払い頂く時にその一部として繰り入れます。お申込金は５万円です。

【旅行契約成立時点】　旅行契約は、当社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「表示金額」という）と後記「追加代金」の合計金額から後記「割引代金」を差し引いた金額（以下本旅行

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・視察にかかる代金 ④ホテル宿泊代金 ⑤食事代金 ⑥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・査証取得費用等） ②国内の自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費 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傷害・疾病に関する医療費等 ⑦国外の空港税、出国税等 ⑧「オプショナル

ツアー」等と呼称し、現地にて他社等が希望者のみを募って実施する小旅行 ⑨運送機関の課する付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に

一律に課せられるものに限る） ⑩その他募集広告で「○○料金」と称したもの

【追加代金】　（一部例示）　①お客様の希望により1人（2人）部屋を1人で使用することを保証するための追加代金 ②1人または奇数人数で参加される際に他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、

その旨を募集広告に表示したときの1人部屋または2人部屋を1人で使用した際かかる「1人部屋追加代金」 ③その他募集広告で「○○料金」と称したもの

【旅行代金のお支払い】　申し込み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。◎ご出発の40日前から31日前（12/20～1/7のピーク時出発のみ）…旅行代金の10％

◎ご出発の30日前から3日前…旅行代金の20％　◎ご出発の2日前から前日…旅行代金の50％　◎出発日当日以降、または無連絡不参加…旅行代金の100％　◎旅行開始後の解除…旅行代金の100％

【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。詳しくは別途交付する詳細旅行条件書でお確かめ下さい。

・旅行条件要旨の基準日は2017年3月10日です。 旅行代金は2017年3月10日現在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。

・お客様が旅行参加中に急遽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。

・旅行中の事故及びアクシデントに関しての一切の責任は、すべて当社企画旅行会社に帰属します。
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食卓クリエイター 佐藤紀子先生と行く 世界の食卓を学ぶ旅 マレーシア６日間

189,000
1名様ご旅行代金

円
（2名様1室利用）

燃油サーチャージ込み

1名部屋利用追加代金 49,000円
※別途、成田空港使用料2,160円、海外空港諸税として約2,500円前後が必要となります。

（2017年3月現在）

ご 旅 行 代 金

■別途、成田空港使用料2,160円、海外航空諸税として約2,500円前後が必要となります。 (2017年3月1日現在) 
■利用予定航空会社：マレーシア航空指定
■利用予定ホテル：（コタキナバル）シャングリ・ラ・タンジュンアル リゾート＆スパ （クアラルンプール）ザ・リッツ・カールトン クアラルンプール
■最少催行人数：15名様（1名様ご参加の場合は、別途追加代金がかかります） ■添乗員：同行いたします。
■食事： 朝 4回 昼 1回 夜 2回　■飛行機の発着時刻、便名および日程は都合により変更になる場合がございます。

(混載/日本語ガイド/昼食付/8：00～14：00頃)

(混載/日本語ガイド/昼食付/09：00～17：00頃)

※写真はイメージです

おすすめオプショナルツアー

フェアウェルディナー (Tamarind Springs)

コタキナバル

クアラルンプール

成田

成田

9：30

終日

マレーシア航空にて空路コタキナバルへ

各自、ホテルのアクティビティ等をお楽しみください

マレー料理と食卓クリエイション
デモンストレーション＆ランチ

佐藤先生おすすめのお店巡り

地元で人気の雑貨店、ショッピングモールなど

佐藤先生おすすめの店、イスラム美術館(入場)

着後、日本語ガイドと共に専用車にてホテルへ
※途中、サバ州モスク、市立モスクを見学

14：40

11：00頃

15：00頃

午前

夕刻

午前

午前

20：30頃

佐藤先生と食のワークショップ

市内にてショッピング

日本語ガイドと共に専用車にてショッピングへ

サバ政府観光局によるウェルカムディナー

自由行動

午後

夜

日本語ガイドと共に専用車にて観光＆ショッピング

※途中、ペトロナスタワー（フォトストップ）
日本語ガイドと共に専用車にてレストランへ

日本語ガイドと共に専用車にてコタキナバル空港へ
9：50 マレーシア航空にて空路クアラルンプールへ
12：20 クアラルンプール着

自由行動

クアラルンプール

[コタキナバル泊]

[コタキナバル泊]

[コタキナバル泊]

[クアラルンプール泊]

[機中泊]

7：40 着後、解散

終了後、クアラルンプール空港へ
23：30頃 マレーシア航空にて空路ご帰国の途へ

・T T D I（地元生鮮食品等の市場）
・ミッドバレー（大型ショッピングモール）
・バンサービレッジ（在住西洋人に人気のモール）

マムティック島 シュノーケリング・ツアー

北ボルネオ鉄道・ツアー

(混載/日本語ガイド/夕食(軽食)付/14：00～23：00頃)
リバーサファリ・蛍ウォッチング・ツアー

★別途料金にてオプショナルツアーのお手配が可能です
コタキナバル

コタキナバル

コタキナバル
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食卓クリエイター・料理研究家。 
大手企業のOLから料理業界へ転身。ワインバーのオーナーシェフを経て
2006年夫の駐在に帯同しアメリカ・サンディエゴへ。 現地にておもてな
し料理&スタイリング教室「SugarLab.」を立ち上げ、マレーシア・クアラ
ルンプール在住時にも料理教室開催の実績を持つ。
現在SugarLab.東京クラスは入会希望者800名を超える日本で最も予約の
取れない料理教室と言われている。

http://sugarstyle.jp /

佐藤 紀子
プロフィール
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シャングリ・ラ タンジュンアル リゾート＆スパ
Shangri-la's Tanjung Aru Resort & Spa

ザ・リッツ・カールトン クアラルンプール

�e Ritz-Carlton Kuala Lumpur

ご 利 用 ホ テ ル ( 指 定 )

コタキナバル

※写真はイメージです

※写真はイメージです

クアラルンプール

タンジュン・アル駅から約3kmに位置するホテル。オレンジ色の屋根が目を引くリ
ゾートマンション風の大きな建物。客室はどれも広々としており明るく開放的。
敷地内にはヤシの木が生い茂り、南国リゾートらしさがただよっている。各種マリ
ンスポーツをはじめとしたアクティビティが充実。

活気あふれるゴールデントライアングル地帯に位置するホテル。エレガントなヨー
ロピアン調の外観。ロビーはアジアンテイストとヨーロピアンスタイルが融合され
たようなデザイン。客室は洗練された家具が配されており全室にてバトラーサービ
スが受けられる。有名ブランド店が軒を連ねる「スターヒル・ギャラリー」とは連絡通
路でつながっており非常に便利。


