
 

 

 

 

会員の皆様には、平素 ACPF にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げま

す。 

さて、今回は、タイ ACPF の協力で、下記の ACPF 視察旅行案を計画しました。

多くの方々の参加を歓迎いたします。 

■ ツアー名  公益財団法人アジア刑政財団タイ視察旅行 

■ コンセプト  世界の安全と安心に向けACPFの知恵と善意と協力を結集だ！ 

■ 航空会社   タイ国際航空（TG）エコノミークラス 

■ ホテル  ROYAL BENJA HOTEL  
       (またはスタンダード同等クラス)  

■ 人数  10 名～20 名様 

■ 食事条件  朝：２ 昼：１ 夜：１（機内食除く） 

■ バス・ガイド  専用車・日本語ガイド付き 

■ 旅行代金  約１９万円 

【日程（2018 年 2 月）】 2 月 10 日（土）バンコク着のコースも対応いたします。 

日時 行程 食事 宿泊 

0:20 
東京（羽田）発 タイ航空 TG661 便 バンコク

行 

5:25 バンコク到着，入国後ガイドと合流 

7:30 ホテル到着（送迎あり），チェックイン 

10:00 再集合，バンコク市内観光へ 

11 日

（日） 

夜 タイ ACPF 主催歓迎夕食会 

朝：なし 

昼：タイ料理店

へ 

夕：左記夕食会

バンコ

ク 

午前 自由行動 

午後 タイ ACPF セミナーへ出席 １２日

（月） 
夜 

TIJ・タイ ACPF 主催セミナー参加者向けパーテ

ィ 

朝：ホテル 

昼：なし 

夕：左記パーテ

ィ 

バンコ

ク 

午前 ※訪問先①②いずれかを選択 

     ①シリントン少年院，UNODC バンコク 

    ②女子刑務所，バンコク刑事裁判所 
１３日

（火） 

23:15 
タイ（バンコク）発 タイ航空 TG682 便 羽田

行 

朝：ホテル 

昼：なし 

夕：なし 

機内 

１４日

（水） 
6:55 羽田到着，解散  朝：なし   

申込先 アジア刑政財団事務局（電話 042-543-7725，FAX042-543-7726）   担

当者 吉田弘之（メールアドレス yoshida@acpf.org） 

申込みの際は，旅券に記載のお名前（ローマ字）をお知らせ下さい。 

微笑みの国タイに３泊４⽇の視察旅⾏ 
ACPF 特別企画!! 

来年２⽉、ACPF タイが特別協賛します!! 



■ 申込締切は２０１８年１月１０日（水）です。フライト残席僅少です。 

■ 担当旅行社 株式会社 三栄トラベル （担当者：今井克明）03-3352-6234 

 ※出発空港・フライトの変更希望なども承ります。ご連絡願い

ます。 

◆タイ進出日本企業による２月１３日（火）の刑事司法機関見学も歓迎します。

◆ 

2 月 13 日 タイ刑事司法機関見学日程 
 
グループ１ シリントン少年院及び国連薬物犯罪事務所（バンコク） 
07：00 Benja Hotel 集合・発 （タイ ACPF 手配のミニバス，30 席） 
09：00 シリントン少年院（Nakorn Pathom province）見学 
11：00 昼食 
14：00 国連薬物犯罪事務所（バンコク）見学 
       見学後解散 
18：00 日本からの参加者を空港までお送り 
 
グループ２ トンブリ女子矯正施設（刑務所）及びバンコク刑事裁判所 
07：30 Benja Hotel 集合・ 発 （タイ ACPF 手配のミニバス，30 席） 
09：30 トンブリ女子矯正施設見学 
12:00 昼食 
14:00 バンコク刑事裁判所見学 
    見学後解散 
18：00 日本からの参加者を空港までお送り 
注 （Notes） 
１． タイ ACPF 手配のバスは，それぞれ 30 席あります。日本人参加者用座

席は 26 席です。通訳 1 名，タイ ACPF スタッフ 3 名が同乗します。 
Each bus provided by the Thai ACPF has 30 seats. 26 seats are for Japanese 
participants. The others seats are for one interpreter and 3 Thai ACPF 
officials. 
２． 2 月 12 日のセミナー参加の在タイ日本企業の皆様の上記施設見学を歓迎

しております。タイ ACPF 手配のバスでの移動（無料）も，また御社の乗用車

での移動も可能です。 
Participants who will attend the Thai ACPF – TIJ seminar on 12 Feb. 2018 
are welcome to join the above visit program. Those who want to join the visit 
program can use the bus provided by the Thai ACPF (free of charge) or use 
their own cars.   
３． 施設見学を希望される方は，ACPF 本部（担当者：吉田弘之，メールア

ドレス：yoshida@acpf.org）に御一報の上，別添の用紙に必要事項を記入し，

タイ ACPF（acpfthailandseminar@gmail.com）にメール送信願います。なお，

タイ ACPF 手配のバスが満席になりますと，御社の乗用車での移動となります



ので，ご了承願います。 
Those who want to join the visit program are kindly requested to inform the 
ACPF Headquarters (Hiroyuki Yoshida, mail address: yoshida@acpf.org) and 
send the application form attached herewith to Thai ACPF 
(acpfthailandseminar@agmail.com). For your information, when all the seats 
of the bus are reserved, you are requested to use your own car.  


