
アジア
プロジェクト 支援地の最寄都市 支援地の最寄都市から

ID までの時間・手段 支援地までの時間（片道）
シャージャラル国際空港 ダッカ 車 6時間
（Dhaka） (Dhaka) （マイメイシン経由）
シャージャラル国際空港 ダッカ 車 4時間
（Dhaka） (Dhaka) （マイメイシン経由）
シャージャラル国際空港 ダッカ 車 8.5時間
（Dhaka） (Dhaka) （ディナスプール経由）
シャージャラル国際空港 ダッカ 車 8.5時間
（Dhaka） (Dhaka) （ディナスプール経由）
シャージャラル国際空港 ダッカ 車 8.5時間
（Dhaka） (Dhaka) （ディナスプール経由）
プノンペン国際空港 プノンペン 車
（Phnom Penh） （Phnom Penh）
シエムリアップ国際空港 シソポン 車
（Siem Reap） （Sisophon）
プノンペン国際空港 プノンペン
（Phnom Penh） （Phnom Penh）
スカルノハッタ国際空港 ジャカルタ
（Banten） （Jakarta）
スカルノハッタ国際空港 パル
（Banten） (Palu)
チェンナイ国際空港 マドライ
（Chennai） （Madurai）
チェンナイ国際空港 タンジャブール
（Chennai） （Chennai）
ティルチラパリ国際空港 ティルチラーパッリ
（Thirichirappalli） （Thirichirappalli）
チェンナイ国際空港 チェンナイ
（Chennai） （Chennai）
チェンナイ国際空港 チェンナイ
（Chennai） （Chennai）
バンダラナイケ国際空港 カトゥナーヤカ
(Katunayaka) (Katunayaka)
バンダラナイケ国際空港 カトゥナーヤカ
(Katunayaka) (Katunayaka)
チンギスハーン国際空港 ウランバートル
(Ulaanbaatar) （Ulaanbaatar)
チンギスハーン国際空港 ウランバートル
(Ulaanbaatar) （Ulaanbaatar)
ヤンゴン国際空港 パテイン
（Mingaladon） （Pathein）
トリブバン国際空港 ダンガディ
（Katmandu） （Dhangadhi）
チェンライ国際空港 チェンライ
（Chiangrai ） （Chaing Rai）
ハトゥヤイ国際空港 ハジャイ
（Ｈａｔｙａｉ） （Hatyai）
スワンナブーム国際空港 アランヤプラテート
（Bangkok） (Aranyaprathet)
ニノイ・アキノ国際空港 タクロバン
(Manila) （Tacloban）
ニノイ・アキノ国際空港 タクロバン
(Manila) （Tacloban）
ノイ・バイ国際空港 イエンバイ
（Ha Noi) (Yen Bai)
ノイ・バイ国際空港 イエンバイ
（Ha Noi) (Yen Bai)
ノイ・バイ国際空港 ディエンビエンフー
（Ha Noi) （Dien Bien Phu）
ノイ・バイ国際空港 ディエンビエンフー
（Ha Noi) （Dien Bien Phu）

*1　スタッフの送迎場所
*2　最寄都市から
*3　ネパール 西ドティへのご訪問を検討される場合は、別添のPDFをご覧ください

ベトナム VNM194438 トアンザオ 飛行機で1時間 2時間半

ベトナム VNM194418 ムオンチャ 飛行機で1時間 2時間

ベトナム VNM175040 バンエン 車で4-5時間 1時間

ベトナム VNM190848 チャンエン 車で4-5時間 30分

タイ THA1901647 トゥンワ 車 2時間

タイ THA191642 タプラヤ 車で4時間 4時間

ミャンマー NPL196899 西ドティ　*3 飛行機で約2時間 7時間

タイ THA182314 タプ・タオ 8ｋｍ 2時間

モンゴル MOG184842 バヤン・ウルギー タクシーで30-40分 車で3日/飛行機で3時間

ミャンマー MYA176922 タバウン 車で3-4時間 １時間

スリランカ LKA196089 ガンガ・イヘラ・コーラレ タクシーで30分 5-6時間

モンゴル MOG181425 ハイラアスト タクシーで30-40分 30-40分

スリランカ LKA196092 リディマリヤッダ タクシーで30分 5-6時間

インド IND194854 サイダペット 車で40-50分（18.1ｋｍ） 車で30分

インド IND195545 カンドゥクール 30分/30ｋｍ 車で4時間/電車で5時間

インド IND194000 キラユ 電車で8時間 7時間

インド IND194856 プドゥコッタイ 車/タクシーで6ｋｍ 50ｋｍ

インドネシア IDN197362 トウナ
ジャカルタからパルまでの
直行便なら約2.5時間

約7時間

インド IND167150 パラニ 飛行機で1時間 2-3時間

カンボジア CAM198338 ボレイ・チュルサール 車 2時間

インドネシア IDN170711 ススカン 車 1-2時間

カンボジア CAM182126 ポニャー・ルウ

カンボジア CAM194319 トモ・プオ

バングラデシュ BGD186137 ビロル

バングラデシュ BGD192233 カハロル

バングラデシュ BGD185387 フルバリア

バングラデシュ BGD192234 ビルゴンジ

国名 支援地名 最寄りの国際空港 支援地の最寄都市*1

バングラデシュ BGD169848 カルマカンダ

1.5時間

1時間

フィリピン PHL194416 サマール 飛行機で1時間 30分

フィリピン PHL196206 レイテ 飛行機で1時間 30分

https://www.worldvision.jp/childsponsor/item_img/private_visit05_npl.pdf


アフリカ
プロジェクト 支援地の最寄都市 支援地の最寄都市から

ID までの時間・手段 支援地までの時間（片道）
ボレ国際空港 アディス　アババ
（Addis Ababa） （Addis Ababa）

ゴンダール・ ゴンダール空港 ゴンダール
ズリア （Gonder） （Gonder）
オレントン ジョモ･ケニヤッタ国際空港 ナイロビ

（Nairobi） （Nairobi）
イララマタク ジョモ･ケニヤッタ国際空港 ナイロビ

（Nairobi） （Nairobi）
キアムボゴコ ジョモ･ケニヤッタ国際空港 ナイロビ

（Nairobi） （Nairobi）
リロングェ国際空港 リロングェ
（Lilongwe） （Lilongwe）
リロングェ国際空港 リロングェ
（Lilongwe） （Lilongwe）
キガリ国際空港 キガリ
（Kigali） （Kigali）
キガリ国際空港 ガツィボ
（Kigali） (Gatsibo)
キング・ムスワティ3世国際空 シムンイェ
(Manzini) (Simunye)
マツァパ国際空港 マツァパ
（Matsapha） （Matsapha）
ジュリウス・ニエレレ国際空港 ダル・エスサラーム
（Dar es Salaam） （Dar es Salaam）

コログウェ
(korogwe)

キリマンジャロ国際空港 アルーシャ
（Kilimanjaro) （Arusha）
キリマンジャロ国際空港 アルーシャ
（Kilimanjaro) （Arusha）
エンテベ国際空港 ホイマ
（Entebbe） （Hoima）
エンテベ国際空港 ホイマ 2.5時間
（Entebbe） （Hoima） （ホイマ経由）

UGA194195 ナンコマ エンテベ国際空港 カンパラ タクシーで1時間
（Entebbe） (Kampala)

ルブンバシ
（Lubumbashi）
ルブンバシ
（Lubumbashi）

*1　スタッフの送迎場所
*2　最寄都市から

中南米
プロジェクト 最寄都市 最寄都市からの

ID まで 時間（片道）
新キト国際空港 キト
（Quito) （Quito）
新キト国際空港 キト
（Quito） （Quito）
エルサルバドル国際空港 サンサルバドル
（Comalapa） （San Salvador）
エルサルバドル国際空港 サンサルバドル
（Comalapa） （San Salvador）

*1　スタッフの送迎場所
*2　最寄都市から

エルサルバドル SLV181324 ティエラ・ヌエバ 車で35分 1時間45分

エルサルバドル SLV190776 サンアグスティン １時間45分

車で１時間 5時間

エクアドル ECU190632 プンガラ 車で１時間 5時間

NAME 到着国際空港 最寄都市*1

エクアドル ECU196377 コルタ

1時間半

コンゴ民主共和
国

ZAR185919 カンボブ
ルブンバシ国際空港
(Lubumbashi)

空港から車で20分 2時間

車で3時間

ウガンダ

コンゴ民主共和
国

ZAR183280 トヨタ
ルブンバシ国際空港
(Lubumbashi)

空港から車で20分

ウガンダ UGA181728 ナラウェヨ・キシータ

ウガンダ UGA192491 キルヤンガ

タンザニア TZA183548 ゴロワ 車で1時間 3時間

タンザニア TZA192736 ムキンガ 車で1時間 6時間

タンザニア TZA170433 ンゲレンゲレ 車で15分程度

タンザニア TZA183537 ムゲラ
キリマンジャロ国際空港
(Kilimanjaro)

スワジランド SWZ186252 シェウラ 車で45分程度 30分

スワジランド SWZ189622 ゲゲ 車で15分程度 1時間45分

ルワンダ RWA187343 キラムルジ 車で20分 3時間

ルワンダ RWA190768 グウィザ 車で20分 1時間

マラウイ MWI182599 クーユ 車で1時間 4時間

マラウイ MWI185723 カリラ 車で30分 1時間30分

ケニア KEN 182381 車で30分 5時間

ケニア KEN185647 車で30分 3時間

エチオピア ETH182258 車で20分 45分

ケニア KEN177602 車で30分 3時間

NAME 最寄りの国際空港 支援地の最寄都市*1

エチオピア ETH181725 デラ

4時間

車で35分

車で1時間弱

バスで5時間

3時間

2時間

4時間

車で8時間/飛行機で45分 30分


