
 

 

 

 

 ◎ツアー参加費：お一人様１００,０００円／募集人数30 名様  

渡航日程：2009 年 6 月 12 日（金）～15 日（月） 
◆ツアーのお申込み・お問い合わせは･･･☎０６-６６９７-８７８８ 

今から 1 世紀前、日帝植民地時代にあって、東北アジア共同体の骨子とも言える未完の論文『東

洋平和論』をしたためた安重根義士の聖地を訪ねます。 
また、日露戦争の激戦地にて「平和」を考え、鴨緑江では分断された 

北の大地を目にし「統一」に想いを馳せます。東北アジア共同体実現に 
向けて、近代史の爪痕「負の遺産」から未来への夢と希望を模索する民 
間平和視察ツアーです。 
       ◎第 1 日目：出発・大連  

◎第 2 日目：旅順口 
      ◎第 3 日目：丹東 

    ◎第 4 日目：移動・帰国 
※詳細については裏面にある 
旅程表をご参照下さい。 

◆諸注意◆ 

※ 現地の諸事情によりスケジュールや宿泊ホテル等が変更する 
場合がございます。予めご了承下さいませ。 

※ 尚、ツアー参加費には中国ビザ申請にかかる手数料（韓国籍 
の方）、および関西空港までの交通費、海外旅行保険料金は含ま 
れておりませんので別途必要となります。ご注意下さい。 

※ 韓国籍の方は中国ビザ取得の際、旅券の残存有効期間が半年 
（６ヶ月）以上必要になります。 

※ ツアーの現地手配はすべてブルースカイツアー関西営業所が 
承ります。 

主催：東北アジア平和研究所 共催：ＦＰＵ近畿連合会  

協力：（財）旅順殉國先烈紀念館、大連平和旅遊観光有限公司 

日露戦争の時、二百三高地で戦死した 
次男･乃木保典(のぎ･やすすけ)の墓碑 

安重根義士が収監された旅順監獄旧祉

日清戦争で日本が中国進軍に渡った中朝国境

中朝国境にある鴨緑江断橋(手前)と友宣橋(奥)

 

安重根義士 日露戦争･第三軍司令官を

務めた乃木希典(のぎ･まれ

すけ)将軍



《3 泊 4 日旅程表》 

 

 内容 宿泊先 

第１日 

12 日 

（金） 

～出発・大連～ 
☆関西空港から空路で大連国際空港へ 

 
大連国際空港→レストランで昼食→世界名人蝋像館→ 
毛澤東像章陳列館→金石园など→夕食は歓迎晩餐会（現

地有識者との懇親会） 

 

大連メルキュールで 

宿泊 

第 2 日 

13 日 

（土） 

～旅順口～ 
ホテルで朝食→二百三高地（乃木保典戦死之処）見学 
→レストランで昼食→白玉山景区→韓国愛国志士安重

根ゆかりの史跡(旅順日ｲ峩監獄旧址･旅順日本関東法院

旧址)→レストランで夕食→ロシアンストリート散策 

 

大連メルキュールで 

宿泊 

第 3 日 

14 日 

（日） 

～丹東～ 
ホテルで朝食（旅順から丹東まで移動）→鴨緑江(ｱﾑﾉｯｶ
ﾝ)流域見学(「鴨緑江断橋」、オプション:ボート遊覧) 
→レストランで昼食→「抗美援朝記念館」 
→「虎山長城」(虎山景区明万里長城東端起点) 
→レストランで夕食 

 

丹東鴨緑江大厦で 

宿泊 

第 4 日 

15 日 

（月） 

～移動・帰国～ 
ホテルで朝食→丹東のホテルから大連まで移動 
 
→★大連国際空港から空路で関西空港 

 

 
※パスポートの取得およびビザの取得は個人でお願いします。韓国籍の方は、中国ビザの取得が

必要になりますが、残存有効期間 6 ヶ月以上必要ですのでご注意下さい。 
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中華人民共和国査証申請表中華人民共和国査証申請表中華人民共和国査証申請表中華人民共和国査証申請表     
Visa Application Form of the People’s Republic of China 

 

下記下記下記下記のののの項目項目項目項目をををを漢字又漢字又漢字又漢字又ははははローマローマローマローマ字大文字字大文字字大文字字大文字でででで記入記入記入記入しししし、、、、□□□□のののの個所個所個所個所をををを××××でででで選択選択選択選択してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。 

Please type your answer in capital English letters in the spaces provided or  

check the appropriate box to select. 

 

一一一一、、、、申請者情報申請者情報申請者情報申請者情報 / Section 1. Information about Yourself 

 
 

二二二二、、、、中国訪問中国訪問中国訪問中国訪問 / Section 2. Your Visit to China 

1.1氏名/ Full Name: 

ローマ字姓 / Surname：                              中間名 / Middle Name: 

 

ローマ字名/ Given Name： 

 

1.2性別 / Sex: 

   □□□□男/ M   □□□□女/F 

1.3漢字氏名 / Chinese Name if Applicable:  1.4国籍 / Current Nationality: 

1.5別姓名 / Other or Former Name: 1.6旧国籍 / Former Nationality: 

証明写真証明写真証明写真証明写真 / Photo 
 

正面脱帽、薄色バッ

ク、３ヶ月以内のカラー

写真をここに貼って下さ

い。 
 

Please affix one recent 

passport style color photo, 

with full face, front view, 
no hat, and against a plain 

light background. 

1.7生年月日 / Date of Birth(YY-MM-DD):  1.8 出生地（国、県/市） / Place (Province/State, Country) of Birth: 

1.9旅券種類 

Passport Type 

□□□□外交 / Diplomatic              □□□□公用 / Service or Official               □□□□一般 / Regular                        

□□□□その他（詳細）/ Other (Please specify): 

1.10旅券番号/ Passport  Number: 

  

1.11発行日  / Date of Issue(YY-MM-DD): 
   

1.12発行地(国、県/市)/ Place (Province/State, Country) of Issue: 1.13有効期限 / Expiration Date(YY-MM-DD):  

  

1.14職業（複数選択可）/ Your Current Occupation(s): 

□  会社員 / Businessm           □ 教師、学生 / Teacher or Student   

□ 乗務員 / Crew Member of Airlines, Trains or Ships 

□ 議員 / Member of Parliament, Congressman or Senator 

□  公務員/ Government Official 

□  報道関係 / Staff of Media 

□  宗教人士 / Clergy 

□ その他(詳細) /Other (Please specify): 

2.1訪中目的（複数選択可）/  Major Purpose(s) of  Your Visit(s) to China: 

□観光 / Tourism 

□親族訪問 / Visiting Relatives 

□商用 Business Trip 

□トランジット / Transit 

□留学 / Study                                 

□公演/Commercial Performance 

□その他(詳細) / Other (Please specify): 

□乗務 / As Crew Member of Airlines, Trains or Ships 

□常駐記者 / As Resident Journalist 

□臨時取材記者 / As Journalist for Temporary News Coverage 

□外交官、領事官駐在 / As Resident Diplomat or Consul in China 

□公用訪問 / Official Visit 

□就労 / Employment 

 

2.2 予定入国回数 / 

Intended Number of Entries  

□ 一次査証 (3 ヶ月以内有効)  / Single entry valid for 3 months; 

□ 二次査証 (6 ヶ月以内有効)  / Double entry valid for 6 months; 

□ 半年間数次査証 /  Multi-entry valid for 6 months; 

□ 一年間数次査証 /  Multi-entry valid for 12 months.  

2.3入国予定日 / Date of Your First Possible Entry into China (YY-MM-DD)    

2.4毎回予定滞在日数 / Your  Longest Intended Stay in China 日/Days 

2.5 訪問順に訪問地を記入して下さい（省及

び市/県） / Please list Counties/Cities and 

Provinces to visit in China  in a time sequence: 

 

2.6 受領は通常開館日４日間、加急又は特急

申請は別料金が掛かります。 / Normally, 

visa processing takes 4 working days. Do you 

request express or rush service by paying extra 

fee? 

□ 加急(第 2、3開館日)  / Express for 2-3 working days; 
 

□ 特急(当日) / Rush for 1 working day. 
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三三三三、、、、健康状態及健康状態及健康状態及健康状態及びびびび過去過去過去過去のののの海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行についてについてについてについて/ Section 3. Your Health Condition and Previous Overseas Tour  

3.1 中国査証の発給を拒否されたことがありますか？ 

Have you ever been refused a visa for China? 
□いいえ/No □はい/Yes 

3.2 中国への入国を拒否されこと又は送還されたことがありますか？ 

Have you ever been refused entry into or deported from China? 
□いいえ/No  □はい/Yes 

3.3 中国及びその他の国で犯罪記録がありますか？ 

Do you have any criminal record in China or any other country? 
□いいえ/No  □はい/Yes 

3.4 以下の疾患がありますか？/ Do you suffer from any of the following diseases?  

①精神病/ Mental Diseases 

③性病/ Venereal Diseases  

⑤ハンセン病/ Leprosy   

②肺結核/ Open Tuberculosis 

④HIV感染又はエイズ/ HIV Positive or AIDS 

⑥その他の伝染病/ Other infectious diseases 

□いいえ/No □はい/Yes 

3.5中国を訪問したことがありますか？/Have you ever visited China before? □いいえ/No  □はい/Yes 

3.6 上記の質問 3.1-3.4 で“はい”と答えた方は、査証申請の資格を失うとは限りませんので、その詳細を説明し

て下さい。/ If you select Yes to any question from 3.1 to 3.4, you do not lose eligibility for visa application. Please 

give detailed reasons for your answer. 

 

四四四四、、、、申請者申請者申請者申請者のののの連絡先連絡先連絡先連絡先/ Section 4. Your Contact Information 

 

五五五五、、、、そのそのそのその他他他他のののの申告事項申告事項申告事項申告事項/ Section 5.Other Declaration 

その他申告することがあれば記入して下さい / If there is more information to declare, please give the information 

below. 

 

 

六六六六、、、、代理申請代理申請代理申請代理申請/ Section 6. Application Form Completed by Another Person 

代理申請の場合、下記事項を記入して下さい / If this application was completed by another person on behalf of you，
please have that person complete this section. 

6.1 代理人氏名 /Name of Person Completing the Form: 6.2申請者との関係 / Relationship to the Applicant:

  

 

6.3 代理人の住所及び電話番号 /Address and Phone Number of that 

Person: 

6.4 代理人署名 /Signature of that Person: 

 

七七七七、、、、重要事項重要事項重要事項重要事項 / Section 7. Important 

私は既に本表の全部の内容を読み、質問を理解し、且つ記入内容及び写真の真実性と正確性を保証する。査証

種類、入国回数及び滞在日数は領事によって決定され、いかなる虚偽、語弊、記入の不備は査証申請の拒否又は

中国への入国拒否を招くことを理解している。 
I have read and understood all the questions in this application. I shall be fully responsible for the answers and the photo, 

which are true and correct. I understand that type of visa, number of entries and duration of each stay will be decided by 

consuls, and any false, misleading or incomplete statement may result in the refusal of a visa for or denial of entry into China. 

 

申請者署名申請者署名申請者署名申請者署名/ Applicant’’’’s Signature:                                                        日付日付日付日付/Date(YY-MM-DD):                                            

4.2昼間の電話番号 / Daytime Phone Number: 4.1勤務先又は学校名 / Name of  Your Employer or School:  

  

4.4夜間の電話番号/Nighttime Phone Number: 4.3 勤務先又は学校の住所 / Address  of Your  Employer or School: 

  

4.5現住所  / Your Home Address:  4.6  申請者の E-mail  / Your E-mail: 

4.8 中国での受け入れ先電話番号  / Phone 

Number of Your Contact: 
4.7 中国での受け入れ先名又は親族の氏名  / Name of  Inviter, 

Contact or Your Relative in China: 

 

4.9 中国での受け入れ先の住所又は親族の住所  / Address of  

Inviter, Contact or Your Relative in China:  

4.10中国での受け入れ先 E-mail / E‐mail of 

Your Contact: 


