
アジア

プロジェクト

ID
シャージャラル国際空港 ダッカ 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 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 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 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
（Phnom Penh） （Phnom Penh）
シェムリアップ国際空港 シェムリアップ
（Siem Reap） （Siem Reap）
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 アンパナ
（Banten） (Ampana)
チェンナイ国際空港 ティルチラパリ チェンナイ
（Chennai） もしくはタンジャブール （Chennai）
ティルチラパリ国際空港 ティルチラパリ チェンナイ
（Thirichirappalli） （Thirichirappalli） （Chennai）
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 オンゴール チェンナイ
（Chennai） （Ongole） （Chennai）
バンダラナイケ国際空港 キャンディ コロンボ 5時間(車)：キャンディまで
(Katunayaka) もしくはバドゥーラ (Colombo) 6時間(車)：バドゥーラまで
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 ウルギー ウランバートル
(Ulaanbaatar) （Ulgii) （Ulaanbaatar)
ヤンゴン国際空港 パセイン ヤンゴン
（Mingaladon） （Pathein） (Yangon)
トリブバン国際空港 ダンガディ
（Katmandu） （Dhangadhi）
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 バンコク
（Bangkok） (Aranyaprathet) (Bangkok)
ニノイ・アキノ国際空港 タクロバン セブ 45分(飛行機)：セブまで
(Manila) （Tacloban） もしくはマニラ 1.5時間(飛行機)：マニラまで
ニノイ・アキノ国際空港 タクロバン セブ 45分(飛行機)：セブまで
(Manila) （Tacloban） もしくはマニラ 1.5時間(飛行機)：マニラまで
ノイ・バイ国際空港 イエンバイ ハノイ
（Ha Noi) (Yen Bai) （Ha Noi）
ノイ・バイ国際空港 イエンバイ ハノイ
（Ha Noi) (Yen Bai) （Ha Noi）
ノイ・バイ国際空港 ディエンビエンフー ハノイ
（Ha Noi) （Dien Bien Phu） （Ha Noi）
ノイ・バイ国際空港 ディエンビエンフー ハノイ
（Ha Noi) （Dien Bien Phu） （Ha Noi）

*1　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
※外務省海外安全ホームページでレベル2以上の注意喚起がでている地域への訪問はお受けいたしかねます。
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ティルチラパリまで

ベトナム VNM194418 ムオンチャ 2.5時間(車)

ベトナム VNM190848 チャンエン 1時間(車)

ベトナム VNM194438 トアンザオ

フィリピン PHL196206 レイテ 1.5時間(車)

ベトナム VNM175040 バンエン 2時間(車)

タイ THA191642 タプラヤ 1時間(車)

フィリピン PHL194416 サマール 1時間(車)

ネパール NPL196899 西ドティ　*1 2時間(飛行機)

タイ THA1901647 トゥンワ ** 2時間(車)

**

モンゴル MOG184842 バヤン・ウルギー 30分(車)

ミャンマー MYA176922 タバウン 1時間(車)

スリランカ LKA196092 リディマリヤッダ 2.5時間(車)

モンゴル MOG181425 ハイラアスト ** 30分(車)

インド IND194854 サイダペット ** 2時間(車)

インド IND195545 カンドゥクール 5時間(電車)

インド IND194000 キラユ 3時間(車)

インド IND194856 プドゥコッタイ 1.5時間(車)

インドネシア IDN197362 トウナ ** 30分(車)

1.5時間(車)

カンボジア CAM194319 トモ・プオ 3時間(車)

ビロル

カンボジア CAM182126

バングラデシュ BGD192234 ビルゴンジ

ボレイ・チュルサール

バングラデシュ BGD169848 カルマカンダ

ポニャー・ルウ

バングラデシュ BGD185387 フルバリア

バングラデシュ BGD186137

**

(前日の宿泊都市が首都
など大きな都市ではない
場合、最寄の都市)

前日宿泊地から支援地へ
の所要時間

(前日の宿泊都市が首都など大きな都市
ではない場合、最寄の都市から宿泊都
市への所要時間)

国名 支援地名 最寄りの国際空港 前日宿泊都市

カンボジア CAM198338

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


アフリカ

プロジェクト

ID
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）

ジョモ･ケニヤッタ国際空港 ナロク ナイロビ
（Nairobi） （Narok） （Nairobi）
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 ムズズ リロングェ
（Lilongwe） （Mzuzu） （Lilongwe）
キガリ国際空港 キガリ
（Kigali） （Kigali）
キガリ国際空港 キガリ
（Kigali） （Kigali）
キング・ムスワティ3世国際空港 ムババネ
(Manzini) (Mbabane)
キング・ムスワティ3世国際空港 ムババネ
(Manzini) (Mbabane)

ハンデニ ダルエルサラーム
(Handeni) (Dar es Salaam)

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 タンガ 2時間(飛行機)：アルーシャまで
ジュリウス・ニエレレ国際空港 （Tanga） 1.5時間(飛行機)：ダルエスサラームまで
エンテベ国際空港 ホイマ カンパラ
（Entebbe） （Hoima） （Kampala）
エンテベ国際空港 ホイマ カンパラ
（Entebbe） （Hoima） （Kampala）

ルブンバシ
（Lubumbashi）
ルブンバシ
（Lubumbashi）

中南米

プロジェクト

ID
新キト国際空港 リオバンバ キト
（Quito) （Riobamba） （Quito）
新キト国際空港 リオバンバ キト
（Quito） （Riobamba） （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）

※外務省海外安全ホームページでレベル2以上の注意喚起がでている地域への訪問はお受けいたしかねます。
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(前日の宿泊都市が首都など大きな都市
ではない場合、最寄の都市から宿泊都

市への所要時間)

20分(車)
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**

5時間(車)
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**
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4時間(車)

4時間(車)

**

(前日の宿泊都市が首都など大きな都市
ではない場合、最寄の都市から宿泊都

市への所要時間)

国名

(前日の宿泊都市が首都
など大きな都市ではない

場合、最寄の都市)
前日宿泊地から支援地へ

の所要時間
支援地名 最寄りの国際空港

コンゴ民主共和国 ZAR185919 カンボブ
ルブンバシ国際空港
(Lubumbashi)

**

エルサルバドル SLV181324 ティエラ・ヌエバ ** 2時間(車)

エルサルバドル SLV190776 サンアグスティン ** 2時間(車)

エクアドル ECU190632 プンガラ 30分(車)

**

**

前日宿泊都市

エクアドル ECU196377 コルタ

コンゴ民主共和国 ZAR183280 トヨタ
ルブンバシ国際空港
(Lubumbashi)

** 20分(車)

ウガンダ UGA181728 ナラウェヨ・キシータ 1時間(車)

ウガンダ UGA192491 キルヤンガ

2.5時間(車)

タンザニア TZA192736 ムキンガ
アルーシャ
ダルエスサラーム

30分(車)

タンザニア TZA183537 ムゲラ
ジュリウス・ニエレレ国際空港
(Julius Nyerere)

1時間(車)

**タンザニア TZA183548 ゴロワ **

スワジランド王国
（エスワティニ王国）

SWZ186252 シェウラ ** 2時間(車)

スワジランド王国
（エスワティニ王国）

SWZ189622 ゲゲ ** 2時間(車)

ルワンダ RWA187343 キラムルジ ** 2時間(車)

ルワンダ RWA190768 グウィザ ** 2時間(車)

マラウイ MWI182599 クーユ 2時間(車)

ケニア KEN 182381 2時間(車)

キアムボゴコ

イララマタク

ケニア KEN185647 ** 3時間(車)

エチオピア ETH181725 デラ 8時間(車)、45分(飛行機)

エチオピア ETH182258 20分(車)

NAME 最寄りの国際空港 支援地の最寄都市*1国名

(前日の宿泊都市が首都
など大きな都市ではない

場合、最寄の都市)
前日宿泊地から支援地へ

の所要時間


