
 

 

Facebook で 12 万人の「いいね！」を獲得！ 

文美月さんと行く、カンボジアツアー 

企業の社会的責任と BOPビジネスを探る 

カンボジア 7日間 
2012 年 9 月 13 日（木）～9 月 19 日（水）（5 泊 7 日） 

 

今、世界でもっとも経済成長期にあるアジア。日本企業も中小から大手企業を含めて生産拠点のみならず、サービス産業に

おいても急速に進出する企業が増加しています。また、同時に発展途上国でもあるアジア諸国において日系企業の CSR（企業の

社会的責任）の側面から、単なる利益目的ではない「相互発展」「人的支援」といった、本業を活かした BOP ビジネスに注目

が集まっています。。 

今回、カンボジア政府観光局とヘアアクセサリーの製造・販売において成功しているリトルムーンインターナショナル・取

締役副社長の文美月さんにご協力をいただき、経済成長期に入ったカンボジアにおける日系企業の進出の現状と、社会貢献活動

の現場を視察しそのリアルを体験して頂くツアーを企画しました。また、現地の子どもたちとの文化交流や日本の NPO 視察も

行います。社会人向けのスタディツアーとして、文美月さんとともに視察先での体験や気づきを毎日シェアし、振り返りながら

意見交換する貴重な機会が得られます。 

途上国やアジア諸国においてビジネスを成功させるための秘訣とは何か、なぜカンボジアなのか、企業として求められる社会的

責任とは何か・・・これらを考える機会になればと思っております。アジアへの海外進出を検討する企業経営者様、CSR 担当者

様、BOP ビジネスについて学ぶ学生など、様々な方にご参加していただけるツアーです。 

 

 

 

 

 

■文 美月 （ぶんみつき）さん リトルムーンインターナショナル（株）取締役副社長 

URL : http://www.littlemoon.co.jp/ 

同志社大学経済学部卒。金融機関融資部勤務ののち留学・結婚・出産。2001 年自宅でネット通販起業、

のちにヘアアクセサリーに特化。海外工場を作り品揃え日本最大級の EC サイトに成長させる。二度の楽

天市場 Shop of the Year 受賞など EC系受賞多数。2010年よりユーズドヘアアクセを日本で回収。タイ・

ラオス・アフガニスタンなど途上国の少女たちにヘアアクセを寄贈する CSR 活動を展開中。 

【文美月の最近の活動】 

・大阪府・おおさか地域創造ファンド「大阪通販道場」師範、「大阪ネットショップ大学」講師。  

・経済産業省・中小企業庁「"日本の未来"応援会議」大阪会議メンバー（女性経営者部門）。 

・大前研一氏学長のビジネス・ブレークスルー大学講師（不定期）。 

・京都女子大学「キャリア開発論」講演、大阪成蹊大学「起業講座」講演、同大学ビジネスプランコンテスト審査員。 

・おはよう朝日土曜日です（ABC 朝日放送）、ヘアアレンジ企画で出演 

・同社 facebook ページ管理人。世界から 12 万超の「いいね！」を集める。 

・その他、起業、女性のキャリア形成、EC、facebook のビジネス活用等に関する講演多数。 

 

http://www.littlemoon.co.jp/


 

 

※ 上記スケジュールは、先方とのアポイントの都合により、変更、中止となる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程表 

日 都市 交通 スケジュール・宿泊・食事 

1 日本発 

ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ着 

航空機 

専用ﾊﾞｽ 

成田／関空(10:00～13:55)出発、空路乗り継ぎにてプノンペンへ 

プノンペン(16:50～22:05)着後、ホテルへ 

              なし・機・機 ＜プノンペン泊＞ 

2 ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ 専用ﾊﾞｽ 午前：現地日系企業訪問 

午後：開発評議会(CDC)又は商務省訪問 

夕刻：カンボジア日本人商工会(JBAC)との夕食懇親会 

朝・昼・夕 ＜プノンペン泊＞ 

3 ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ 

 

専用ﾊﾞｽ 午前：プノンペン市内視察（王宮、シルバーパゴタ、国立博物館） 

午後：孤児院訪問 ＊折り紙をしたり、歌をうたったり、現地子供たちと交流します。 

朝・昼・夕 ＜プノンペン泊＞ 

4 ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ 

 

ｼｪﾑﾘｱｯﾌﾟ 

専用ﾊﾞｽ 朝食後、シェムリアップへ向かいます。 途中、コンポントムにて農村視察 

サンボープレイクック、スピアンプラトス橋を訪れます。 

シェムリアップ到着後、現地就労日本人と交流会 

朝・昼・夕 ＜ｼｪﾑﾘｱｯﾌﾟ泊＞ 

5 ｼｪﾑﾘｱｯﾌﾟ 専用ﾊﾞｽ 

 

早朝、アンコール・ワットの朝日観賞、その後、第一回廊見学 

ホテルに戻り朝食 

午前：アンコール・トム（南大門、バイヨン、象のテラス、ライ王のテラス）及びタ・プロム見学 

午後：アキラ地雷博物館、NPO かものはしプロジェクトへの訪問 

 

朝・昼・夕（アプサラダンスディナーショー） ＜ｼｪﾑﾘｱｯﾌﾟ泊＞ 

6 ｼｪﾑﾘｱｯﾌﾟ 

 

 

 

ｼｪﾑﾘｱｯﾌﾟ発 

(ﾊﾉｲ経由) 

専用ﾊﾞｽ 

 

 

 

航空機 

午前：現地小学校訪問 ＊授業見学後、校庭で縄跳びやドッジボールをして子供たちと過ごします。 

午後：現地マーケット及びクメール式住居視察 

その後ホテルにて休憩（自由時間） 

＊＊ホテルチェックアウトはゆったり 18 時＊＊ 

夕刻～夜 シェムリアップ(19:05～23:30)出発 

空路乗り継ぎにて 帰国の途へ  

朝・昼・軽 ＜機中泊＞ 

7 日本着  成田／関空 (06:55 ～11:25)着 

                         機・なし・なし 
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旅行代金（１名様、成田・関空発共通）： 198,000 円 （学生割引：188,000 円） 

＊上記は燃油サーチャージ、空港税類は別となります。  

【旅行代金に含まれるもの】 

◆日程に明示した利用国際線航空機（エコノミークラス）の往復運賃・航空特別保険料  ◆日程に明示した現地空港～宿泊先の送迎バス等の料金、カンボジア国

内の移動交通費、観光施設への入場料、チップ、謝礼 ◆日程に明示した宿泊の料金 ◆お１人様につきスーツケース等 20kg 以内の航空機受託手荷物運搬料金 

◆アドバイザ－同行経費 ◆日程に明示した食費 ※上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。 

【旅行代金に含まれないもの】 

◆食事付きと明示されている以外の滞在中の食事 ◆クリーニング代、電話代、おこづかいその他個人的に自由行動する場合の全経費  

◆日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費・宿泊費・手荷物運搬費 ◆傷害・疾病に関する医療費 ◆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）◆空港施設使用料、空港税・出国税等航空会社が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの  ◆航空会社の課す付加運賃・料金（燃油特別

付加運賃を含む）◆渡航手続関係経費（旅券印紙代、証紙代、カンボジアビザ代、傷害・疾病保険料、渡航手続取扱料金） 

 

旅行条件（要約） 
このパンフレットに記載の旅行は、毎日企画サービス（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する企画旅
行で、お客様は当社と企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、このパンフレット
は旅行契約が締結された場合は契約書面の一部となります。 
①お申し込み方法 
（１）当社指定の申込書に所定事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。 
（２）申込金は旅行代金、または取消料もしくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。 
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。 
（４）電話、郵便、ファックスでのご予約申し込みの場合は、当社が予約を承諾した翌日から起算して５日以内 
に申込書と申込金を提出していただきます。この場合も申込金の受領をもって契約の成立となります。 

（5）高齢者、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、または特別な手配を必要とする方はその旨お 
申し出下さい。該当するお客様にはお伺い書、健康診断書等をご提出いただくか同伴者の同行を条件と 
する場合があります。 

②旅行代金のお支払い    
(1)お申込み（おひとり） 

旅行代金 15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上 

申込金 2万円 3万円 7万円 
（２）残金は旅行開始日の前日から起算して２１日目に当たる日より前にお支払いいただきます。 
③旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した交通機関（航空機はエコノミークラス）の運賃・料金、バス料金、宿泊（税・サービス料
込）・観光・食事料金、手荷物料金（利用運送機関の定めた範囲）、団体行動中のチップ、その他○○付きと
表示されているもの。※お客様のご都合で一部利用されなくても払い戻しできません。 

④旅行代金に含まれないもの 
超過手荷物料金、電話代・飲物代・追加飲食費等個人的性質の諸費用、日本国内の集合場所までの交通
費・宿泊費、１人部屋追加料金（特記した場合を除く）、渡航手続諸費用（旅券印紙代・査証料・傷害疾病保険
料・渡航手続取扱料金など）、燃油サーチャージ、日本国内および海外の空港施設使用料、希望者のみが参
加するオプショナルツアーの旅行代金、自由行動中の諸料金、添乗員等に個人的な依頼をされた場合や別
行動を手配された場合の諸費用、傷害・疾病に関する治療費等。 

 
⑤取消料等のかかる場合（お客様による旅行契約の解除） 
お客様はお申し込み後、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。なお、取り消し等のご
連絡は下記の受付時間内でお受けします。ピーク時とは旅行出発日が１２／２０～１／７、４／２７～５／６、 
７／２０～８／３１をいいます。 

取消日 取消料 
旅行出発日の
前日から起算 

（ピーク時）４０～３１日前 旅行代金の１０％（５万円限度） 

３０～３日前 旅行代金の２０％ 
旅行出発の前々日以降から当日 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％ 
⑥取消料のかからない場合（一部例示） 
（１）旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われた時（別に定める旅程保証の対象になります） 

ⓐ旅行開始日または終了日の変更 ⓑ観光地、観光施設、その他の目的地の変更 ⓒ運送機関の設備ま
たは等級のより低い料金のものへの変更 ⓓ運送機関の種類または運送会社の変更 ⓔ宿泊施設の種類
または名称の変更 ⓕ宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更 ⓖ前記ⓐ～ⓕのうちツアータイトルに記
載があったものの変更 

（２）旅行代金が増額された場合 
（３）旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるか、そのおそれの極めて大きいとき 
（４）当社が最終日程表を原則として旅行出発日の10～7日前までに交付しない場合 
（５）当社の責に帰すべき事由により旅行日程通りの実施が不可能となったとき 
⑦その他 
（１）この旅行条件は平成24年3月1日を基準にしております 
（2）当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。  
（3）ここに記載のない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款をご希 
望の方は当社にご請求下さい。当社ホームページからもご覧いただけます。 

（４）各コースに記載の各国の空港諸税は 
（５）に記載した時点のものです。お申し込みの時点で、各国の規則変更、または外国為替の変動で変更するこ 
とがあります。

 

 

 
【お問合せ・お申し込み先】 

株式会社 毎日エデュケーション 担当：石渡（いしわた） 
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1  パレスサイドビル 9 階 

TEL：03-6267-4188    MAIL：changemaker@myedu.co.jp 
 

【旅行企画・実施】 
観光庁長官登録旅行業第 1280 号 株式会社 毎日企画サービス   
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル内 

文美月さんと行く、カンボジアツアー 

「企業の社会的責任と BOPビジネスを探るカンボジア 7日間」 

 

重 要 説 明 事 項 

※日程表中のフライトスケジュ－ル、旅行代金・各種費用は、2012 年 7 月 1 日現在のものとなります。航空会社等の事情により変更になる場合があります。その場合、ツア－内容を一部変更することが

あります。 ※旅行代金には燃油特別付加運賃 20,000 円、空港施設使用料成田 2540円、関空（2650 円）、海外空港税約 2000 円は含まれておりません。※天候・交通ほか現地事情により、日程が変

更になる場合があります。※食事には税金、サ－ビス料が含まれておりますが、飲み物や追加料理の代金と税金はお客様のご負担になります。 

 

mailto:changemaker@myedu.co.jp

