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ヤンタラジローと共同創造

愛の集合意識との 
あなたのスピリチュアルジャーニー 
A Personal Spiritual Journey 

In Collective Consciousness of Love 

セドナ / グランドキャニオン / アンテロープキャニオン  
モニュメントバレー/ ライトシティ

SEDONA VORTEX  
Light City  

Sacred Tour 2017 
シリウス星の目覚め 

銀河の中心 ＆ レイライン 
スプリームな意識との統合 

シリウス星ワークショップとエネルギーアクティベーションを含む 

2017年10月10日 - 10月18日まで 
　8泊9日の変容ジャーニー
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~セドナを訪問~ 
~ライトシティがあなたを歓迎しています！~ 

地球上でもっとも美しい場所の一つへ旅をしましょう！　神聖なレッドロック（赤い岩）のパ
ワフルなボルテックスに足を運んでみませんか。セドナは180万エーカーの国有林地に囲
まれています。ネイティブアメリカンにとって神聖な場所で、長い間この有名なヒーリングボ
ルテックスを訪れるものがいて、長いこと多くの人が変化をしたと、物理的な体、そして意
識が高まったと報告しています！　セドナを訪れるものは、神聖な土地そのものからの招
待状を受け取ったものという言い伝えがあるぐらいなんです！ 

セドナにあるいくつかのパワフルなボルテックスを訪問します、特に地球鍵となるレイライン、
そしてグレートセントラルサンと合わさっている、ベルロックとカテドラルロックへ行きます。こ
の古代な地にはアセンデットマスター、そして聖なるシャーマンがいまだにエーテルプレー
ンに居て、わたしたちにソーラーディスクと光のコードを伝達します。これらはわたしたちの
ライトボディとヴァイタルボディに対してワークをし、チャクラのアップグレードを行い、それ
によって物理的な体とエネルギーボディのソフトウェアの再プログラムが行われ、さらに力
強くなります。 

セドナのレッドロックは、シャスタ山、レッドウッドの森、エジプト、オーストラリアのエアーズ
ロックと波動的につながっています。ワークショップと外でのワークを通じて、グレートセント
ラルサン、シリウス星からの神聖な曼荼羅を受け取り、ダウンロードし、スピリチュアルな目
覚め、アクティベーションが加速化するでしょう！ 

このパワフルな土地の波動を感じるのに、大きなスキルを持っている必要はありません。ス
ピリチュアルなことを求める多くの人はセドナにいる間、ハイヤーセルフ、アセンデットマス
ター、エンジェル、そして特にスターネイションのそんざいから神聖なメッセージを受け取る
といいます。さまざまなバージョンなあなた、星のあなたの統合の場所で、あなたの星の家
族と再会する場所です。銀河のくじらが深いコズミックな夢を提供し、そして赤と虹色のい
るかもツアーの間、深い瞑想をしているわたしたちの意識を通して、訪れるでしょう。わたし
たちの意識が時空を超えていくと、そんざいすべてのレベルに対して、気づきと癒しが提
供されていくでしょう。 

ジャーニーはグランドキャニオンまで続き、一晩過ごし、すばらしい渓谷を見渡し、エネル
ギーがピークに達する日没と日の出を楽しみ、インナーアースのドラゴンガーディアンであ
る古代のナーガとつながります。 

アリゾナ・ユタのライトシティはモミュメントバレーにあり、神聖なサンドストーン岩山ビュート
のすばらしい景観でフィナーレを迎え、わたしたちの銀河の家族と再会し、アクティベーショ
ンが行われます！
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ヤンタラジローを介したヘルメス・トリスメジスタスからのメッセージ:  
「すべての聖なる遺跡、発掘物がこの地球の新しい光のそんざいにより発見され、調和、
賛歌されると・・・この地球の歌が、再び出てきて、天空から音の球体が聴こえ、そのコー
ラスが大地に鳴り響くだろう・・・この地球のホログラフィックグリッ ドとすべてのそ
んざいの意識が背高く、輝き、無限の光は太陽が最高なパフォーマンスをしているように、

すばらしく燃えるように輝くでしょう。 ~  
黄金時代の地球の歌  

 
創造を超えた歌は、愛と叡智に満たされ、時空をつなぐ虹色の橋を創り、ひとつになった
銀河の意識を祝福するでしょう。それは、人が、地球の訪問者が、いま”統合フィールド(ひ
とつ)”を意識的に生き、気づきとともに受け止め、体験する準備が整ったから。」
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ヤンタラジロー(Yantara Jiro)	

ヤンタラ・ジロー氏は歌手であり、音と意識を探求しながら、気
づき、よき世界を創造する手助けをするリーダーであります。
歌と音が持つ力を通じで、愛と調和を人々に伝え、この土台
を通じて、人々が自分に、自分の力に気づき、内なる声を表
現する手助けをしています。シンガポールを拠点に台湾、日
本、シャスタ、エジプト、イギリスなど数多くの国々で聖なるツ
アーを実施しています。 

世界10カ国以上で、ワークショップやセミナーを実施、世界各
国のみなさまと交流するのを楽しんでいます。自分の気づき
の旅をみなと共有することにより、ひとりひとりが内なる力を使っ
てソースとつながり、広い世界の気づきの波との共同創造を
行なう、きっかけを促しています。 

2008年以降、気づきのボルテックスをめぐる、聖なるツアーを
実施し、個々の精神世界の旅をサポートしています。最初に

行ったツアーは、2008年のエジプトで、それ以降毎年、ソースに導かれるまま、異なる聖なるスポット
をめぐるツアーw実施しています。日本では、京都の三十三間堂や、明治神宮のライトシティ、屋久
島、与那国（海底ピラミッド）を案内。そのほか、ストーンヘンジ、グラストンベリー、トール、クリスタル
マウンテン、スコットランドやシャスタなどで、セレモニーを執り行ってきています。2012年と2013年に、
全世界でも最大規模といわれているボスニアピラミッドで、発見者のSemir Osmanagić博士、英国の
クレアラッセル女史とともに、太陽のピラミッドで夏至のセレモニーを一緒に行い、登頂で世界各国
から何百人ものの人と一緒に、太陽と月が星とつながる瞬間を祝福しました。. 

サウンドユニバースインターナショナルの共同設立者で、米クリスタルトーン社のアルケミークリスタ
ルシンギングボウルを世界６カ国で販売し、ヒーリング楽器を世界中に広める活動をしている。世界
中の都市、パワースポットでアルケミークリスタルシンギングボウルを演奏している。 

音の力を介して、愛と調和のメッセージを伝え、インスピレーションを与えることに努め、みんなが内
なる声を表現するサポートをしている。いま、量子学と自然療法について学び、発見に興味があり、
スピリチュアリティと科学の融合に努めている。 

過去に実施した聖なるツアーやプログラム: 
 
2017 中国– ウエサクセレモニー（上海） 
2016 ボスニア -    夏至のピラミッド聖なるツアー 
2016 日本 – ウエサクセレモニー（東京） 
2015 日本 – ウエサクセレモニー（東京） 
2015 日本 – 屋久島聖なるツアー 
2014 エジプト – 銀河のスターゲート聖なるツアー 
2014 中国 - 北京・紫禁城でフラワーオブライフセレモニーに参加 
2014 日本 – ウエサクセレモニー 
2014 CD– 『Crystal Rainbows』と『Gifts of Blessings』発表 
2013 ボスニア – 夏至のピラミッド聖なるツアー 
2013 日本 – 屋久島聖なるツアー 
2012 メキシコ – マヤカンファレンス「ソースの変容」にスピーカーとして参加 
2012 台湾 - アルバム『Star Journey 』発売記念コンサート 
2012 米国 – シャスタにて、光を生きる聖なるツアー 
2012 ボスニア – 新しい地球聖なるツアー 
2012 英国 - グラストンベリー聖なるハートのツアー 
2012 日本 – 目覚めた地の歌・聖なるツアーSacred Tour 
2011 エジプト – 11:11:11 グレートピラミッドの目覚め聖なるツアー 
2011 日本 – ワンネスハートサウンドコンサート 
2010 英国 – 地球の歌聖なるツアー 
2009 日本 – ダイヤモンドライトボディの旅・聖なるツアー 
2008 エジプト – グレートセントラルサン聖なるツアー 
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3 旅行日程4 
OUTER JOURNEY(外の旅） / INNER JOURNEY（内の旅） 

2017年10月10日〜10月18日 

10月10日火：1日目 フェニックス空港に到着/Courtyard by Marriott Sedona 
グラウンディング、統合、高次な意識の調整、ソーラーな祝福 

フェニックス空港に到着。ピックアップ後、Courtyard by Marriott Sedonaへ移動。（夕飯） 

10月11日水：2日目 チャペルオブホーリークロスチャペル/ベルロックへトレッキング
＆瞑想 

新しい始まり、古いものを手放す、ハートの癒し、グレーターラブ 

朝食。チャペルオブホーリークロスチャペルを訪問、「二人の修道女」という名のレッドロックがある場所
で、ディバインへお祈りします。「称賛と感謝のボルテックス」は深い祈りをしているわたしたちのハート
チャクラを活性化させます。この美しい場所でしばし各自瞑想をして過ごします。セドナでステキなお

昼を食べ、いくつかのお店を訪れた後、ベルロック・ハートオープンのボルテックスを訪れ、アセンデッ
トマスターからの祝福を受け取ります。 
サナットクマラ（金星から）、リビングライトライブラリを介してクリスタルと貴重なミネラルとつながります。
ここはとてもパワフルなハートアクティベーションが起きるレッドロックボルテックスです。ハートチャクラ
のエネルギーを変容させることで、自己そして世界に対するグレーターラブが生まれ、免疫が上がり、
DNAの修復と細胞の癒しをサポートします。この美しい場所でしばり時間を過ごし統合をします。（朝食
7時〜8時半） 

10月12日木：3日目 ヘリコプターツアー / トラキパキ村 /　カテドラルロック夕日  
コズミックフライト、時間を超えて、静寂と第3の目の活性化 

朝食。上から息を呑むようなセドナの眺めを楽しみましょう！ 空からセドナのボルテックスを感じましょ
う！　すばらしい旅の統合のため、トラキパキのアート村を訪れ、ご飯とショッピングを楽しみます！　そ
れから、カテドラルロックへドライブし、第3の目のゲートウェイをつながり、スティルネスポイントを介した
アクティベーション、時空を超えた体験、マインドに光を照らし、意識を高めます。ここで、瞑想を通して
神聖な曼荼羅がわたしたちとつながります。（朝食7時〜8時半）
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3 旅行日程4 
OUTER JOURNEY(外の旅） / INNER JOURNEY（内の旅） 

2017年10月10日〜10月18日 

10月13日・14金・土：4・5日目　シリウス星ワークショップ二日間 
ブルースター、ソーラーディスク、グレートセントラルサン、 

シリウスDNAアクティベーション、ソーラーヒーリング、 
スターネイションと光のカウンセルの集まり、マスターたちからの談話と 

ソーラーアクティベーション、太陽たちとライトボディの統合 

あなたの目覚め -  貴重なスターシード 

この二日間のワークショップは、ヤンタラジローを通してシリウス人からチャネリングされたもので、ヘル
メス・トリスメギストスとそのほかスターネイションのそんざいと共にチャネリングされたものです。星の系
列との再会、ユニーバーサルなDNAストランドと再統合することで、星の自分に目覚めることに関するワー
クショップ。ヤンタラがチャネリングを通して、古代のコードを話す星の言語を通して、わたしたちのなか
にある内なる光にアクセスします。 

シリウス人は、われわれのスピリチュアル
な意識の叡智の種を運び、プレアデスは、
ディバインラブで導き、時空を超えた意
識のテクノロジーをわたしたちに教え、ア
ルクトゥルス人はわれわれのライトボディ、
チャクラ、エネルギーボディのクリスタライ
ン（結晶）グリッドに対してワークを行いま
す。 

光のカウンセル、銀河のスターネイションとともにパワフ
ルなアクティベーションを体験し、あなたとインタラクショ
ンするために招待され、来ているスターネイションのそん
ざいの周波数をはっきりと感じましょう。スターネイション
のディバインラブを集合的に表しているプレアデス人が
一緒に、わたしたちのハートセンターをグレーターラブ（偉
大なる愛）へと向かって開いていってくれます。深い感
情の傷を癒し、完成したテンプレートを手放すことで、あ
なたのヴァイタルボディに必要な新しいブループリントを
受け取りましょう。このワークショップは、大きな変化、シ
フト、変容のためにハートとマインドをオープンにする準
備が整っているあなたのためにデザインされたものです。
（朝食7時〜8時半、昼食、夕食） 

  
10月15日日：6日目　グランドキャニオン/ザ グランド ホテル アット ザ グランド 

キャニオン 
古代のナーガ、地球のコードのベールを取る 

マリオットセドナのコートヤードホテルからチェックアウトし
て、グランドキャニオンまで神聖な谷などを抜ける忘れら
れないようなドライブをします。ここでは古代のドラゴン
（ナーガ）、インナーアースのガーディアンとつながります。
その土地のエネルギーラインのマトリックスに触れ、地球
のコードをダウンロードします。ここでは、母なるガイヤと
の関係性、つながりについて深い理解を追い求めます。
（朝食7時〜8時半、昼食、夕食） 	 	 	 	 	 	 	 	 	         
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3 旅行日程4 
OUTER JOURNEY(外の旅） / INNER JOURNEY（内の旅） 

2017年10月10日〜10月18日 

10月16日月：7日目　アンテロープキャニオン/ホースシューベンド/Courtyard Marriott(Lake 
Powell) 

天国への階段、自然美、愛と感謝のこころ、幻想的 

朝食後、座・グランドホテルからチェックアウトして、ナバホ族の土地であり期待膨らむアンテロープキャ
ニオンがあるページまでドライブします！　地の自然の色彩で色付けられた、アンテロープキャニオン
は主に鉄砲水による侵食で形成されたもので、いまはナバホトライバルパークの一部である。キャニオ
ンでは、時に涼しいときがあります。 

訪れた後は、昼食を食べてから、午後にコロラド川にある有名なホースシューベンドへ行きます。それ
から、ページへドライブし、Courtyard Marriott (Lake Powell)にチェックイン。（朝食、昼食、夕食） 

Courtyard Marriott (Lake Powell)の周りの景色 

Courtyard Marriott (Lake Powell)の景色
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3 旅行日程4 
OUTER JOURNEY(外の旅） / INNER JOURNEY（内の旅） 

2017年10月10日〜10月18日 

10月17日火：7日目　モミュメントバレーのツアーと瞑想アンテロープキャニオン/祝福の宴 

スターネイションの統合、ライトシティソウルジャーニーと銀河のコード、時空のマスター 

朝食後、モミュメントバレーまでドライブして、ソウルジャーニーメディテーションを通じてライトシティとつ
ながります。ゲートウェイにアクセスして、ハートにある神聖な太陽が現れ、ソースとつながりましょう。こ
の神聖な地にあるエネルギージェネレーター（発生機）を介して、星のポータルを通り、銀河のコードが
伝達されます。神聖な曼荼羅とつながり、スピリームな意識にアクセスします。われわれの内なるソース
に導かれるままに、星の橋をわたり高い意識と意識を合わせて行きます。最後に、このすばらしい神聖
ツアーを祝福のディナーで終えます。（朝食、昼食、夕食） 

10月18日水：8日目　フェニックス空港まで帰還 

輝く魂、愛と超越 

朝食後、すばらしいCourtyard Marriott (Lake Powell) からチェックアウトしてから、フェニックス空港ま
で美しい景色を見ながら、5時間ドライブします。ここで、みな一旦別れますが、クォンタムの光のフィー
ルドではつながったままです。何人かは、フェニックスのホテルに滞在してから、次の日に出発するも
のもいます。感謝、愛と喜びと一緒に。（朝食） 

          

（旅の日程は、予期せぬ事情により、予告なく変更する場合があります）
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中国・上海で製造会社の部長を10年間勤める。時間の経過
とともに不満が募り、2008年ソースの導きにより、人生の
大きな転機を迎える。それから、ヤンタラジローに出会う。
2009年以降、ヤンタラとともに台湾、上海、さらには日本
の展開をサポート。	

さまざまなスピリチュアルな学問を学び、彼の長い長い目覚
めの道のりをみなさまと共有したいと思っています。お茶目
で楽しく、やさしいキャラで、ツアー中、みなさまのハート
が開いて行くサポートをしていきます。	

ツアー中は全体のリーダーとして、各地域のチームリーダー
と調整しながらみなさま満足いただけるように最善を作る予
定です。ドイツで、社会学の修士を取得。マンダリン、英語、
ドイツ語、日本語が堪能。		

																																																																																www.serpentinespace.com		

Our Evolutionary Leaders

THEO YEH 
（テオ・イエー）	
ツアー全体のリーダー	

ヤンタラのアジア地域のマネージャー	

サウンドユニバース台湾

BETTY LIM 
（ベティ・リム）	
シンガポール地域のリーダー	

サウンドユニバースシンガポール

人生の目的をさがすために冒険にでたら、意識的なスピリチュアル
な旅に行くことになり、2010年ヤンタラに出会い、彼の生徒とな
る。探し求める性格ゆえ、新しい知識、新しい気づきを個人的な体
験と通して知ることとなる。これは、精神的な意識の拡大と、多次
元の変容に大きく貢献している。	

ヤンタラとともに、2012年にサウンドユニバースシンガポールを設
立。サウンドヒーリングを多くの人に広め、シェアするプラット
フォームとして機能している。これまで、100以上のイベントを開
催してきており、今年中にはほぼ毎週の40イベントを開催する予定
である。サウンドユニバース以外に、シンガポール本国で不動産関
係の会社で重役を務めている。現実、ビジネスの世界とスピリチュ
アルな精神世界をうまく融合し、リーダーとして部下、プロジェク
トをモチベーション高くしつつも、調和ある状態でマネージするべ
く、日々努力しているインテリジェントな女性である。	

音と光の種をみなとシェアすることを信じ。楽しく、明るい性格なので、ツアー中も楽しい空気をつ
くっていくでしょう。英語とマンダリンを話す。オーストラリアで会計と金融の学士を取得。 
www.thesounduniverse.com
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 ゆずカンパニー代表。YZワークス運営代表。イギリス、オー
ストラリア、日本で生まれ育ち。	

中学高校は海外で、高校の最後はイギリスの全寮制の寄宿
学校に通った。親の病気に伴い、大学を機に日本に帰国。
慶応義塾大学、政策・メディア科修士取得。卒業後は、出
版社に勤務。出版、事業立ち上げ、映像配信、ゲーム制作
にたずさわり、8カ国にローカライズされ、全世界で100万
本販売したゲーム制作に関わったのを最後に、自分らしく
生きようと、2012年退社を決意。兄弟に相談/報告したら、
会社を辞めるのはオーケー（なぜもっと早く辞めなかった
のか不思議なぐらい）、ただし「会社をつくって」と言わ
れ、なにも考えずに、2012年8月8日（いま思えば、ライオ
ンズゲート！）に、自分にしかできないことをする！と、
株式会社ゆずカンパニーを設立。以来、好きなことを、遊
びながらできるお仕事をしながら生活もできてと幸せで、
楽しく自由な毎日を過ごしている。	

古代遺跡が好きな父の影響で、小さいころからギリシャの
アテネやオリンピア、イタリアのポンペイ、エジプトのギ
ザなどの聖地を訪れている。グランドキャニオンにも憧れ
て、大学卒業後、社会人になってからようやく訪れたアメ
リカでいちばん行きたかった場所。確か、２回目のアメリ
カ訪問で、サンフランシスコから、車で5時間かけて行っ
た！　ただし、滞在時間はわずか1時間ほど！　今回、セ
ドナさらにはアンテワープキャニオン、モニュメントバレー
に行くことを大変楽しみにしています。＾	

ここ数年、日本でのヤンタラの活動範囲の拡大に貢献し、さらなる音と光の拡大、輝き、にむけて前進
している。	
www.yzworks.jp

Our Evolutionary Leaders

カナダ在住で、20年にわたり、さまざまなヒーリング技術
を学んできている。認定ボディトーク施術士であり、アニ
マルアクセルのトレーナー、指圧、クレニオセラピストさん、
アニマルコミュニケーターであり、レイキマスター、サウンド
ヒーラーでもあります。	

さまざまな波動ヒーリング技術を使って、意識とクォンタムな
現実と関わってきた経験から、ヤンタラジローのトレーニング
の一部を中国で務めるようになっている。	

カナダのコクランにある「アマリリスヒーリングセンター」の
創始者。また、2015年に最初のサウンドテンプル「アマリリス
クリスタルガーデン」をカナダのアルベルタ、バンフに設立。
カナダでいちばんたくさんのアルケミークリスタルボウルが陳
列されている、ロッキー山脈に行くべきスポットになりつつあ
る。	
 
www.amarylliscentreforhealing.com	
www.amarylliscrystalgarden.com

Martha Birkett 
（マーサ・ビルケット） 
カナダグループリーダー	
サウンドユニバースカナダ

西川ゆずこ 
日本グループリーダー	

サウンドユニバース東京 

http://www.amarylliscrystalgarden.com
http://www.yzworks.jp
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便利情報
タイムゾーン 
セドナ（米国・夏時間）は シンガポール/台湾から、-15時間 
サラエボは 日本から、-16時間 
オーストラリアから、-18時間　カナダから、-3時間　ロンドン（イギリス）から、-8時間 
 
電話とインターネットについて 
国コードは、+1です。セドナの局番は928です。 
ホテルには、WiFiがあります。 
 
電圧120V 60Hz 
日本とか、プラグの形状が違いますので、変換プラグを用意してください。また、電圧も違いま
すので、気になる方はアダプターも。  

天候 
日中平均25°c ～ 28°c 。夜は、少し冷え平均10°cぐらいになりますので、羽織るものを持ってく
るといいでしょう。

為替 
米国ドルになります。お土産などを買ったり、お食事のときに必要ですので、国内で両替するか、
出発前の空港で両替するといいでしょう。ホテルでも、両替が可能だと思われます。また、海外の
ATMでキャッシングが可能なクレジットカードも持っているといいかもしれません。 

おすすめの持ち物リスト 

トレッキングシューズ、靴下、 
履きやすいサンダル（踵をサポートしているようなもの）  

日差しが強く、乾燥していますので、サンブロック、帽子、白いシャツなど、 
日差しから守るもの 

水筒（乾燥していますので、のどの渇きを感じやすいです。また、汗がでていると感じませんので、
常に水を飲むようにこころがけましょう） 

夜間冷えますので、靴下やスカーフ、羽織るものなど 
ウェットティッシュ、流せるティッシュ（トイレで）など  

インスピレーション、メッセージ、絵を描くために、ノートとかペン（色）など 
録音機・携帯バッテリー・カメラ 
旅行保険（各自加入願います） 

トラベル変換プラグ 
懐中電灯/ジップロック/耳栓（寝るとき心配なら） 

車に乗っている時間が長いですので、心配な方は、酔い止めなど、 
また、各自必要な薬を
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便利情報
移動と夕食 
団体の旅となりますので、常にルームメイトにはどこにいるか伝えておくとよいでしょう。シン
グルルーム（１カ国、2名まで対応可能です）の方は、隣の部屋かオーガナイザーに伝えてくだ
さいね。夕食は、ホテルか感じのいいレストランで食べる予定ですので、少しきれいなお洋服に
着替えて食べてもいいでしょう。カジュアルでもいいですが、なるべく１日とか２日に止めたい
かもしれません。お祝い、祝福のチャンスがいっぱいありますし、素敵な洋服をお買い物する
チャンスもきっとあるでしょう。ホテルにはプールがありますので、水着も持ってくるといいで
しょう！ 

出発24～48時間前  
ウェブチェックイン 
出発時間とターミナルを確認ください。  
荷物は詰めすぎないでくださいね（重量を確認ください）。

家族への電話 
日本へ頻繁に電話するのはお金がかかるかもしれませんが、セドナに無事に着いたとか、ご家
族、友人が安心するように心掛けるといいでしょう。ホテルに着いたら、すぐに連絡してもいい
かもしれません（時差に注意を。大まかな目安として、米国の夜は日本の朝・昼間になります。
そして、存分にセドナを楽しみましょう！ 
旅の保険は印刷して持ってきて、コピーも家族に渡しておくといいでしょう。（パスポートのコ
ピーもするとよいです）。ホテルの連絡先、一緒にいく友人の連絡先なども伝えておくとよいで
しょう。 
ペットがいるなら、旅立つ前から、可愛がって、少し離れることを伝え、ストレス、心配をさせ
ないようにするといいでしょう。もし、望むなら、波動的に連れてきてもいいでしょう。 

交通 
セドナではいろんな交通手段があります。ツアーでは、エアコン、トイレ付きのバスで移動しま
す。時折、バスに乗っている時間が長いですので、ご準備されるとよいでしょう。なるべく、荷
物の移動はしたくないですが、時折ご自分で移動するときもあるかもしれません。ご了承くださ
いませ。 

入国ビザ
日本国籍で日本パスポートを所有している方は、90日以内の観光であれば、必要ありません。た
だし、事前にしESTA（電子渡航認証システム）の登録が必要です。一度、登録するとパスポー
トの有効期限がある限り、2年間有効ですが、済ませていない方は事前に出発前、各自登録くだ
さい。
そのほか、国籍については事前にビザが必要か否かお調べください。
http://www.usa.gov/visas
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Useful Information

言語 

基本的な挨拶を書いておきますね。積極的に交流しましょう～。 
さまざまな国籍の人と、このグループでは旅をしますので、はじめて会ったときや旅の道中、基本的な
あいさつを知っておくといいでしょう。
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コートヤードバイマリオット（パウエル湖） 

Courtyard Marriott (Lake Powell)
住所:	600	Clubhouse	Dr,	Page,	AZ	86040,	USA	
電話番号:		+1	928-645-5000

ザ・グランドホテルアットグランドキャニオン 

The Grand Hotel at the Grand Canyon
住所:		Kaibab	National	Forest,	149	AZ-64,		
	 	 						Grand	Canyon		Village,	AZ	86023,	USA	
電話番号:				+1	928-638-3333

コートヤードバイマリオット・セドナ 

Courtyard by Marriott Sedona
住所:	Coconino	National	Forest,	4105	W	State	Rte	89A,	
	 	 						Sedona,	AZ	86336,	USA	
電話番号:				+1	928-325-0055

ENGLISH CHINESE 
MANDARIN

JAPANESE BOSNIAN 

GOOD MORNING ZAO SHANG HAO 
(早上好）

OHAYOU （おはようございます） Dobro Jutro

HELLO NI-HAO (你好） KONNICHIWA （こんにちは） Ćao , Zdravo

HOW ARE YOU? NI-HAO MA（你好
吗？）

O-GENKI DESUKA（お元気です
か）

Kako si?

YES SHI （是的） HAI（はい） Da

NO BU-YAO （不要） E-YE (いいえ） Ne

THANK YOU XIE XIE （謝謝） ARIGATOU　（ありがとう） Hvala

GOOD NIGHT WAN-AN (晚安） OYASUMI（おやすみなさい） Laku noć

GOOD BYE ZAI-JIAN (再见） SAYONARA (さよなら） Doviđenja

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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セドナ聖なるツアーホテル日程　2017年10月10日～10月18日（日本着20日）
Courtyard by Marriott Sedona Oct 10th – Oct 15th 5 泊     
The Grand Hotel at the Grand Canyon Oct 15th   –  Oct 16th 1 泊        
Lake Powell Resorts & Marinas  Oct 16th   –  Oct 18th 2 泊        

合計 8 泊     / 10 日

費用：
早割6月30日（金）までのお申し込み＆お支払いの場合： $6,150USD 

それ以降の場合： $6,550USD
上記はルームシェアの場合です。。 

シングルグーム追加費用：$980USD

含まれているもの:
空港送迎（タイミングは決まっています）
すべてのツアーとエアコン付きのコーチバス
空港までの移動（日程表明きの通り）
ベルロックとかテドラスロックのツアーとアクティベーション 
明記されている食事 
シリウス星の２つ日間のワークショップ 
モニュメントバレーの観光許可証
アンテロープキャニオン 
グランドキャニオン
セドナでのヘリコプター観光
神聖な場所での瞑想 
通訳費（該当する場合）
日程表で明記されている場所への入場料
ホテルの宿泊費（ルームシェア）
朝食ブッフェ
レストラン、あるいはホテルでの昼５食、夕５食
ホテル宿泊税金、サービスチャージ、政府税金
ポーターのサービス

（旅の日程は、予期せぬ事情により、予告なく変更する場合があります）

含まれていないもの：
旅の日程に明記されていない、食事、飲み物、洗濯、電話代など
ESTA手数料やビザ取得手数料。各自負担願います。 
現地までの交通費（飛行機：東京からの場合は、10月10日夕方羽田発便、10月18日夕方現地出発＞10月20日早朝
羽田着便をおすすめします。お申込者に詳細をお伝えします）
海外旅行保険、健康保険
そのほか、個人に関するもの 
キャンセルポリシー:
2017年7月20日までにキャンセルした場合、管理費として$100USD
2017年7月21日から8月20日までにキャンセルした場合、$1,000USD
2017年8月21日以降、返金はありません。

お申し込み：　　
tokyo@yantarajiro.jp 

080-8422-7245
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