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今や日本のみならず世界で愛されている
高知発祥のお祭り「よさこい祭り」が、
あらゆる音楽やダンスのルーツであるアフリカで行われている。
はるかアフリカの地でこのタイミングでの文化交流を！！！！

アフリカ、ガーナの

「ジャパン・ウィーク」に参加！

日本とアフリカの文化交流！！

ガーナのジャパンウィークは日本人とガーナ人の交流の場として長い歴史が
あります。是非この機会にアフリカの中でもとりわけフレンドリーな国・ガーナを
訪れて、ガーナの良さを知ってください。私達は「アクワバ！」（「ようこそ！という
意味」）と声をかけ訪問者を歓迎致します。首都アクラから世界33都市へ航
空便が毎日飛んでいます。今やガーナはアジアから遠い国ではありません。

駐日ガーナ特命全権大使　パーカー・アロテ
AMBASSADOR     S.J.K. PARKER-ALLOTEY

昨年は日本よりHEMOさんFATIMATAさんのチームにご参加い
ただき、大いに盛り上がることができました。今年も皆様とお会いで
きるのを楽しみにしております。

在ガーナ日本人会　会長　田村芳一

踊る人も
踊らない人も
この機会に
アフリカへ

踊る人も
踊らない人も
この機会に
アフリカへ

 2016年10月5日（水）

10月12日（水） 8日間
成
田
発298,000円

[旅行代金/大人お一人様/2名1室利用/エコノミークラス席]
燃油サーチャージ、国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港

諸税が別途必要となります。
（目安：燃油16,960円、国内2,610円、現地11,010円　5/20現在）

※衣装代、鳴子代、振付料、事前/現地レッスン費用、楽曲製作
費、音源使用料が含まれます。

★よさこい祭りで一緒に踊る方は50,000円増し

 
  

 

 

15

ガ
ーナよさこい日本祭祝 

周  年A

N
N I V E R S A

R

Y



午前

午後

夕刻

アクラ近郊小学校訪問　交流会

(GOOD SHEPHERD ACADEMY 予定)

アートセンター見学

ホテル到着

（朝食ホテル／昼食軽食／夕食×）　　　  【アクラ泊】

専用車アクラ

3
10/7
(金)

19:40

21:40

各自空港集合

アジスアベバへ向け出発（香港経由）

（朝食×／昼食×／夕食機内）　　　　　　【機中泊】

ET673

成田2016年
10/5
(水)

日程 日付 都市 時間 行程

時間帯の
目安

未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
～04:00    ～06:00    ～08:00    ～12:00    ～16:00    ～18:00    ～23:00    ～24:00

交通機関

07:30

08:30

11:12

午後

アジスアババ空港到着

手続き後アクラへ向け出発

アクラ/コトカ国際空港到着

ホテルへ

ホテル到着後自由行動

（朝食機内／昼食機内／夕食レストラン）　【アクラ泊】

ET921

専用車

アジスアベバ

アクラ

1

2
10/6
(木)

終日 アクラ郊外観光へ出発

カクム国立公園

ケープコースト城

ホテル到着

（朝食ホテル／昼食レストラン／夕食×）      【アクラ泊】

専用車アクラ

エルミナ

アクラ

6
10/10
(月)

午前

12:10

20:50

23:00

空港へ

手続き後アジスアベバへ向け出発

アジスアベバ空港到着

手続き後成田へ

（朝食ホテル／昼食×／夕食機内）　　　    【機中泊】

専用車

ET920

ET672

アクラ

7
10/11
(火)

終日 ガーナよさこい日本祭参加

（朝食ホテル／昼食×／夕食×）　　　　   【アクラ泊】　

アクラ
4

10/8
(土)

20:20 成田空港到着

（朝食機内／昼食機内／夕食×）　　　　　　　　　　　　　

成田
8

10/12
(水)

終日 自由行動

（朝食ホテル／昼食×／夕食×）　　　　   【アクラ泊】　

アクラ
5

10/9
(日)

●ご旅行日程

●2015年参加者の声

▼出発日 ： 2016年10月5日(水)　
▼旅行期間 ： 2016年10月5日(水)～10月12日(水) 5泊8日　　　　　
▼出発地／帰着地 ： 成田空港
▼利用航空会社 ： エチオピア航空　　 
▼利用ホテル ： アクラ セントラルホテル
▼食事 ： 朝食5回、昼食2回、夕食1回（機内食を除く）
▼旅行代金 ： 298,000円(大人お一人様／2名1室／エコノミークラス席／成田・関空同額)

　　　　　   お一人様部屋追加代金　50,000円(ホテル5泊分)

　　　　　   よさこい祭で踊る方追加代金　50,000円
　　　　　   ※燃油サーチャージ、国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港諸
　　　　　   税が別途必要となります。(目安：30,580円5/20現在)

▼最小催行人員 ： 20名　　
▼添乗員 ： 同行いたします
▼パスポート残存有効期間 ： 査証申請時6か月以上必要
▼査証（ビザ） ： ガーナ査証の事前取得が必要です。　

募集要項・旅行条件

▼お申込締切日 ： 2016年8月15日(月)
裏面の申込書にご記入いただき、FAXまたはメールにて下記にお申込ください。申
込書を受付後に申込金や今後の流れにつきましてこちらからご連絡をいたします。
▼申込先 ：（株）フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ 
　　　　   ガーナツアーデスク　担当：井野
　　　　   TEL：03-6905-6117　FAX：03-6735-7044
　　　　   MAIL：ino@phoenixtour.jp

お申込み方法

未経験者歓迎！！！踊りに参加される方々は、お申込後、ガーナよさこいツアー
事務局よりご連絡をいたします。東京・高知での練習会を予定しています。
（回数未定）また、練習用の動画を事務局より送付または配信いたします。
ご不明な点は下記までメールにてお問い合わせください。
ghanayosakoi@gmail.com

よさこい祭の踊り練習について

●渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の
渡航に関する情報が出されている場合があります。詳しくは当社予約担当へ
ご確 認ください 。また、外 務 省 の「 海 外 安 全ホームページ
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」、「海外安全相談センターTEL：
03-5501-8162」でもご確認いただけます。ガーナ：『十分注意してください』が
発出されています。
【保健衛生について】
●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホーム
ページhttp://www.forth.go.jp/」にてご確認ください。
ガーナ：黄熱病の予防接種が必要です。

海外危険度情報について

アフリカ大陸西部に位置し、南側は南大西洋、
西はコートジボワール、東はトーゴ、
北はブルキナファソの3カ国に接しています。

首都：アクラ ACCRA

人口：約2500万人

時差：9時間（日本が早い）

言語：公用語は英語

通過：セディ

電気：220-240V  50㎐

GHANA
ブルキナファソ
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ニジェール

ガーナ

のりまきさん

私はよさこいに参加したことはありませんでしたが、アフリ
カでの観光と交流に興味があり、このツアーに参加しまし
た。FATIMATAさんやHEMOさんが積極的に現地の人
たちとの交流の場に連れて行ってくれ、旅の新しい楽しみ
方を知ることができました。今回は踊りには参加しません
でしたが、次回はよさこい踊りにもチャレンジしたいです。

ももこさん

一度はアフリカに訪れてみたいとずっと思っていました。
今回大好きなよさこい祭とのコラボ企画ということで参加
しましたが、よさこいを通してアフリカの皆さんと心が一つ
になり、言葉なんて通じなくても交流はできるということを
実感し、大変感動しました。2016年も是非参加したいと
思っています。

ガーナ共和国 　
GHANA



よさこい踊り監修
2015年ガーナよさこい祭りに参加をするため、HEMOとFATIMATAによって結成されたチーム。その後、海外での
活動をメインとし、チームメンバーは特に決まっておらず、その都度募集を行っている。その国の伝統的な踊りとよ
さこいを融合させた斬新なスタイルで活動中。

JAPAN×
selector HEMO（音楽プロデュース）

DJ, Selector, Producerとしてカリブ海の音楽、酒、文化
を日本で発信し続ける。自身の出身地でもある高知のよさ
こい祭りでは、トリニダード＆トバゴのカーニバルをMIXした
全く新しいスタイルのチーム「かなばる」をプロデュース。
https://m.facebook.com/selectorHEMO.JP/

FATIMATA（振付・振付指導・衣装プロデュース）

ガーナのアゾントダンスを日本に伝えた第一人者。劇団
EXILEにてアフリカンダンスの振付を行う。アゾントダン
スとよさこいをMIXさせた振付をプロデュース。
http://fatimata.net/

世界遺産エルミナ観光！
【カクム国立公園】

1990年に設立された面積357km2のカクム
国立公園は、多種多様の動物、鳥類、蝶の
生育する熱帯雨林です。30mの高さから、熱
帯雨林を一望できる吊り橋は特に有名です。
【ケープコースト城】
ヨーロッパ人による奴隷貿易の事実を今に
伝える効率博物館として保存されています。
（ユネスコ世界遺産）

POINT 4
ガーナの暮らしを満喫！
音楽とダンスが生活に密着しているガーナ
人の暮らしを体験するため、自由時間は
ガーナの達人FATIMATAが様々なスポッ
トをご紹介！ナイトライフから、休日の過
ごし方やガーナ人の友達作りまで、自由行
動を満喫していただけます！

POINT 3

ガーナよさこい日本祭！
今年15年を迎えるガーナよさこい日本祭は
ジャパンウィークの目玉でもあるお祭り。
2015年に日本からの唯一のゲストチーム
として出演したJAPAN YOSAKOI REN
が2016年も出演決定。踊り子としても応
援としても、あなたもメンバーとなりぜひ
一緒にお祭りを盛り上げよう！

POINT 1
現地小学校訪問で交流！
ジャパンウィークの真っ只中ということも
あり、ガーナの子供達は日本に興味津 と々
なっています。よさこいだけでなく、その他
の日本文化の紹介や交流を行います。子
供達との軽食会も予定しています。

POINT 2

「JAPAN YOSAKOI REN」 http://www.japanyosakoiren.com

ジャパンウィークとは？

毎年、在ガーナ日本人会主催、
日本大使館協力のもと、

日本文化の発信の場として行われている。
会期中は日本映画や落語、柔道、

空手大会などが行われ、その中でもとりわけ人気なのが
「ガーナよさこい日本祭」である。

＜ガーナよさこい日本祭 概要＞
日時：2016年10月8日（土）
会場：GHANA POLICE FITNESS

& SOCIAL CENTRE

「ガーナ文化交流ツアー」
説明会開催！！

ガーナ文化交流ツアーについての
説明会を予定しています。
ご参加を検討している方は

是非この機会に話を聞きにいらしてください！
●日時：2016年7月15日(金) 19:30～20:30　●場所：月島社会教育会館
●予約制：ホームページより申込みフォームに記載してください。

[www.japanyosakoiren.com]またはお電話でもお受けいたします。
電話：03-6905-6117

●スピーカー：HEMO、FATIMATA、担当旅行会社
●内容：2016年ガーナ文化交流ツアーの予定／

2015年ガーナよさこいツアーの様子／
　　  予防接種、査証（ビザ）取得について／質疑応答

●参加費：無料

ガーナよさこいで

一緒に踊りを披露する

チームメンバーも

合わせて募集中！！



ガーナ文化交流ツアー申込書

●お申し込みからご出発まで

FAX 03-6735-7044   MAIL ino@phoenixtour.jp

代
表
者

フリガナ

ご住所
〒

お部屋割り：

よさこいで一緒に踊る：
いずれかに✓

□希望する　　　　　　　　□希望しない

□「一人部屋希望」

※一緒に踊る場合は衣装やレッスン代等の追加代金（50,000円）が必要となります。

同室希望者（おなまえ）同室をご希望の方がいる場合はお名前をご記入ください
（お一人部屋をご希望の場合は「一人部屋希望」に✓をしてください*追加代金要）
（相部屋をご希望の方はその旨ご記入ください）

お電話番号
（ご自宅）
（携帯）
（e-mail）

お名前 パスポートネーム（英字） 性別

生年月日（西暦）

年　　　月　　　日（　　才）

男　　・　　女 日本　　・　　その他
国籍

※パスポートに記載されたスペルでご記入ください

姓 名

②

フリガナ

ご住所
〒

お部屋割り：

よさこいで一緒に踊る：
いずれかに✓

□希望する　　　　　　　　□希望しない

□「一人部屋希望」

※一緒に踊る場合は衣装やレッスン代等の追加代金（50,000円）が必要となります。

同室希望者（おなまえ）同室をご希望の方がいる場合はお名前をご記入ください
（お一人部屋をご希望の場合は「一人部屋希望」に✓をしてください*追加代金要）
（相部屋をご希望の方はその旨ご記入ください）

お電話番号
（ご自宅）
（携帯）
（e-mail）

お名前 パスポートネーム（英字） 性別

生年月日（西暦）

年　　　月　　　日（　　才）

男　　・　　女 日本　　・　　その他
国籍

※パスポートに記載されたスペルでご記入ください

姓 名

③

フリガナ

ご住所
〒

お部屋割り：

よさこいで一緒に踊る：
いずれかに✓

□希望する　　　　　　　　□希望しない

□「一人部屋希望」

※一緒に踊る場合は衣装やレッスン代等の追加代金（50,000円）が必要となります。

同室希望者（おなまえ）同室をご希望の方がいる場合はお名前をご記入ください
（お一人部屋をご希望の場合は「一人部屋希望」に✓をしてください*追加代金要）
（相部屋をご希望の方はその旨ご記入ください）

お電話番号
（ご自宅）
（携帯）
（e-mail）

お名前 パスポートネーム（英字） 性別

生年月日（西暦）

年　　　月　　　日（　　才）

男　　・　　女 日本　　・　　その他
国籍

※パスポートに記載されたスペルでご記入ください

姓 名

お申込み
下記申込書に必要事
項をご記入の上、FAX
またはMAILにてお申
込みください。

お申込みの確認
申込書受領の旨をご
連絡いたします。併せ
て必要書類をお送付
いたします。

申込金の振込
手続き書類到着後、申
込金のお振込みと必
要書類のご返送をお
願いします。

最終案内
ご出発の7日前頃まで
に最終日程表を送付
いたします。

ご出発当日
最終日程表でご案内
する集合時間・場所に
お集まりください。

残金の振込
ご出発の1ヶ月前頃になり
ましたら残金のご案内をい
たします。所定の日までに
お振込みをお願いします。

●ご旅行条件（要約）
この旅行は、株式会社 フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ(東京都港区東新橋2-1-6-7F・観光庁長官登録旅行業第559号、以下「当社」といいます)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）を締結する事になります。内容、条件は旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社募集型企画旅行約款によります。 

■お申込方法 
当社所定の申込用紙に下記の申込金を添えてお申込下さい。（申込金は旅行代金の

一部に繰り入れます。）また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込書と申込金を

受領したときに成立するものとします。電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段でお

申込の場合は当社がお客様と旅行契約を承諾する旨の通知をした日の翌日から起算

して３日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込

金を提出されない場合、当社は申込はなかったものとして取り扱います。 

■申込金（お１人様あたり） 
旅行代金が15万円以内の場合･･･････････････････････2万円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円以上30万円未満の場合･･････････3万円以上旅行代金まで

旅行代金が30万円以上･･････････････････････････････5万円以上旅行代金まで 

■取消料（お一人様あたり） 
旅行契約の成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは、次の取消料を申し受けます。 

・旅行解除の日が、旅行出発時がピーク時の旅行であって、旅行出発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％但し、最高5万円 

・旅行解除の日が、旅行出発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

か目にあたる日まで…30,000円 

・旅行解除の日が、旅行出発の前前日及び前日…旅行代金の30％ 

・旅行解除の日が、旅行出発日…旅行代金の50％ 

・旅行解除の日が、旅行開始後又は無連絡不参加…旅行代金の100％ 

注）ピーク時とは、4月27日から5月6日、及び7月20日から8月31日、12月20日から1月

7日までです。 

■旅行代金に含まれるもの 
◯旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃（コースによって等級が

異なります）・観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）・宿泊費（２人部屋に２人ずつ

の宿泊を基準とします）・食事の料金（但し、飲料代は含まれません）税・サービス料 

◯旅行日程に含まれる送迎バス料金（空港、駅、埠頭と宿泊場所） 

◯手荷物の運搬料金・団体行動中の心付・添乗員付のコースの添乗員の同行費用 

■旅行代金に含まれないもの 
◯超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について）・クリーニング代、電報電

話料金、チップ、その他過飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。 

◯渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、査証代、予防接種料金、渡航手続き代行料） 

◯１人部屋希望の際の追加料金、オプショナルツアーの参加料金。 

◯日本国内の空港使用税、旅行日程中の空港税及びこれに類する諸税。 

◯日本国内における自宅から発着空港までの交通費、宿泊費。 

■その他 
◯当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。 

◯使用航空座席は、特に明示しない場合は原則としてエコノミークラスを利用致します。 

■旅行条件・旅行代金の基準 
◯この旅行条件は2016年5月20日を基準としております。また、旅行代金は適用規則に

基いて算出しています。なお旅行代金の変更について定めた当社約款12条第1項か

ら3項の規定の適用に関しては、幅運賃であるIIT運賃（個人包括旅行運賃）の適用を

受ける旅行代金は、認可された幅の範囲内での航空運賃の増額又は減額による変更

は致しません。

■ホテル及びお部屋について 
◯利用ホテルがパンフレットに表記した同等クラス以上の他のホテルに変更される場合

があります。

◯お部屋は、原則として１部屋（ツインベッド）を２名で使用していただきます。お一人でご

参加の場合や１人部屋をご希望の場合は、所定の「１人部屋使用追加料金」をお支

払いただきます。

◯混雑時には、１人部屋使用のご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承

下さい。

◯３名で１部屋（トリプルベッド）ご利用の場合、２人部屋に簡易ベッドを入れますので手

狭となります。

◯ホテル側の事情によりお隣又はお近くの部屋をご用意できない場合があります。 

■お食事について 
◯旅行代金には、旅行日程に明示した食事の料金、税、サービス料が含まれています。た

だし、お客さまご自身が個人的に注文された飲み物や追加料理の料金、税、チップ等は

お客様のご負担となります。 

■空港税等について 
◯国際線出発時に必要な空港税および国内線空港税は旅行代金に含まれておりませ

んので、現地にてお支払いください。 

■最終旅行日程の交付時期 
◯宿泊ホテルおよび利用航空便などのスケジュールに関しては、ご出発の２週間前～７

日前（遅くとも３日前）に「旅行最終日程表」にてご確認下さい。

◇個人情報について◇
当社はご旅行お申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客
様との連絡のために利用させて頂くほかお申し込み頂いている旅行の運送・宿泊機関
（主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されています。）の提出す
るサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き（以下「手配等」といいま
す）に必要な範囲内で利用させて頂きます。このほか、当社では将来よりよい旅行商品の
開発のためのマーケット分析や当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、
お客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。

＜イベント企画＞　

ガーナよさこいツアー事務局
＜協力＞　

在ガーナ日本人会
エチオピア航空

＜旅行企画・実施＞
株式会社フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ
観光庁長官登録旅行業第559号　日本旅行業協会正会員
〒105-0021東京都港区東新橋2-1-6　汐留プリプラビル7階
TEL:03-6905-6117 FAX:03-6735-7044 MAIL：ino@phoenixtour.jp
総合旅行業務取扱管理者：井野健二朗　　  担当：井野健二朗
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