賠〕
※カラーの方は本ツアーにご参加可能です。

私たちが生きてきた20世紀
戦後70年恩恵l7周part①

(ﾁｪﾙﾉﾌﾞｨﾘ原子力発電所に接近したい！)
ﾌﾛｲﾄのｳｨｰﾝからﾊﾝｶﾞﾘｰ動乱のﾌﾞﾀﾞﾍﾟｽﾄまでﾄﾞﾅｳ
河を行く｡ハンガリーではベルリンの壁崩壊のきっかけ､汎∃
−ﾛｯﾊﾟﾋﾟｸﾆｯｸ会場のｼｮﾌﾟﾛﾝﾍ｡ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞの２つの
絶滅収容所跡とベルリンの壁､ﾎﾟﾂﾀﾞﾑ宣言の部屋､ﾅﾁｽ
が裁かれたニュールンベルグ裁判の法廷を経て､ﾐｭﾝﾍﾝ

のﾋﾞｰﾙ祭りで終わる17日間。

※写真はイメージです

・企画･デザイン･同行：トラペルデザイナーおそどまさこ
■旅行主催:株式会社シイ.エイ.エヌ.(キャンツアー)観光庁長官登録旅行業第1785号(社)日本旅行業協会正会員
Ｉ協賛日本ジャーナリスト会議
・後援:: NPO法人ジャパン･トラベルポランティア･ネットワーク
ホームページでもこのパンフレットを読めます。
旅の相談ホットライン

090‑3208‑1051

http://www..traveldesigner.ne.jp

ごあいさつ
20世紀に世界各地でおこった戦争や紛争､事件､独裁者の台頭により、何千万という人々の血が流され
た。21世紀に一見平和に生き暮らしている私たちが今享受している繁栄は、多<の屍の上に築かれたことを
忘れてはならないだろう｡その後日本は幸いにも戦争に荷担せずに今日をむかえている。が､戦後70年をむ
かえ、時代を動かし､現場や事件を知り､証言､助言する世代が失われていくことは否めない。
旅を創るトラペルデザイナーとしてなにができるか､と私はずっと問うてきた。私は、20世紀の現場で､砲弾
や処刑のあと、突破した国境､独裁者の素顔と狂気、強制連行の理不尽さ、ガス室の天井にこびりついた油
脂やビルケナウ収容所でどんなに寒く、狭い過酷なスベースに人々は押し込まれたか、実測して欲しい。ま
た､戦後処理を各国はどうしてきたのか､検証してほしいと願っている。
私たちは今年から来年にかけ､4本に分けて世界全域へ歴史の現場検証ツアーを出そうと計画している。
CANヽンアーと出会い､連携し実現をめざす世界一周一歴史の現場を歩<ツアー①〜④､ぜひこの機会にご参
加ください。
おそどまさこ

！

プラン

①

①〜⑩

ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所近辺に近づけるところまで行きましょう。

↑母物

館も視察します。（お断り:2014年４月現在、ウクライナ、クリミア紛争のため、モスクワ
泊となる場合がございます。日程はぎりぎりまで両方ですすめて参り、判断します。それを
ご了承の上、お申し込みください。参加費は変更いたしません。）
②

モスクワではレーニンの墓を訪れます。

③モスクワではスターリンの墓（クレムリンの壁）を訪れます。
④フルシチョフの墓も訪れます。
⑤人類史上初めての宇宙飛行土

ユーリ・ガガーリンの墓を訪れます。

⑥戦争と平和の著者、トルストイの屋敷（現博物館）と墓を訪れましょう。
⑦ウィーンではプラター遊園地（夜間）で映画「第三の男」の観覧単に乗りましょう。
⑧映画「第三の男」のラストシーン

のウィーン中央墓地へいきましょう。

著名な音楽家たちのお墓も参ります。
⑨ウィーンではフロイトの家を見学いたします。
⑩ウィーンからブダペストまで、ドナウ川を船でクルーズをいたします。
⑨ブダペストではガイド付きでハンガリー動乱の舞台をめぐります。（公共交通利用）
⑤ゲツレルト温泉入浴体験とくさり橋を渡って中央市場へ散策しましょう。
⑩ペルリンの壁が撤去されるきっかけになった、汎ヨーロッパ・ピクニック計画会場凪ヨーロ
ピアンピクニック公園）。（1989年８月１９日）ハンガリー領ショプロン
味わいましょう。
⑨ショプロンからウィーンヘ向かう国境を歩いて渡ります。
⑩ウィーンからポーランドのクラクフまで夜行寝台列車に乗車経験をします。

P2

の公園と国境を

フリーランス･トラペルデザイナー。
八ヶ岳剛胆標高1000メートルの森の中に拠点を持ち､女性のひとり旅から子連れ
旅､体力の不安な熟年層､身体に障害のある人など､誰でも旅立ちたいと思ったとき
に､地球のどこまでも旅立てる環境づくりをめざし､著述活動やツアー企画･立案をし
ている｡主な著書に延べ67人の様ﾉﾏな障がいを抱える英国人の世界旅行体験記「車い
すはパスポート」（山と渓谷社刊）、「障害者の地球旅行案内」（晶文社刊）､極上の地球
旅行コツのコツ（自由国民社刊）、「無敵のバリアフリー旅行術」（岩波書店､アクティブ
新書刊）など多数。ＮＰＯ法人ジャパン・トラペルボランティア・ネットワーク理事
長を兼務。

プラン

⑩〜⑩

⑩クラクフでは、アウシュビッツ収容所を訪れます。｢働けば自由になる｣
⑥クラクフではアウシュビッツから絶滅収容所ビルケナウヘ引き込み線の線路の上を歩いて向かい
ます。距離は３キロ、１時間のウォーキングです
⑩ワルシャワではキュリー夫人の生家を訪れます。
⑩ワルシャワでは、ショパンの生家と心臓を安置している教会を訪れます。
⑩ワルシャワゲットー跡を訪れます。
⑤ワルシャワ旧市街の散策は１時間以上実現します。
⑤ベルリンでは､証跡を川からチェックポイントチャーリー(証にまつわる↑専物館)まで歩きましょう。
⑤ヒットラーに抵抗した勇気ある女優マレーネ・ディトリッヒの墓参りをします。
⑩ヒットうー終焉の地

総統地下壕近くの駐車場へ行きましょう。

⑤ドイツのベルリンではポツダム宣言を行ったポツダムの宮殿のその部屋に入ります。
⑩ペルリンから/ニュールンペルグヘ、鉄道で向かいます。
⑤ニュリレンペルグの旧市街を自由散策１時間以上実現します。
⑩ニュールンペルグ国際軍事裁判所の600号法廷を見学します。
１９４６年

ヒットう一に従った24名が裁かれ、１２人の高官に死刑判決がでました。

⑩ニュールンベルグでは、ナチスゆかりの地を数力所巡りましょう。
⑩ミュンヘンでは午前中ビール祭りパレードを見学します。
⑥ミュンヘンでは午後、ヒットう一関連の場所へ参りましょう。
⑩ミュンヘン郊外にあるダッハウ強制収容所跡へもいきましょう。
⑩ミュンヘンの夜は２晩、ビール祭りの会場(テレジェンビーゼ)へ繰り出します。

ドイツ人はじめ。

世界中の酒豪たちの饗宴の輪に加わり、ツアーもフィナーレを迎えます。

※おことわり:このツアーでは上記実行プランを実現するために最大限の努力をいたしますが、でき
ないこともありえます。あらかじめ、ご了承ください。
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Ｉ

･

Ｉ

●

l
9/了
(日)

成田発
ｷｴﾌ着

成田発、空路モスクワヘ（直行又は乗り継ぎ）
−
モスクワで乗り継ぎ、空路キエフヘ
※キエフヘいけない場合はモスクワ泊
［→おそど実行プラン①］
ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所近辺に近づけるところまで行きましょ
う。↑書物館も視察します。（お断り:2014年４月現在、ウクライナ、クリミア紛
争のため、モスクワ泊となる場合がございます。日程はぎりぎりまで両方ですすめ
て参り、判断します。それをご了承の上、お申し込みください。参加費は変更いた
しません。）
＜キエフまたはモスクワ泊＞

｜

｜

機
内

×

２

9/8
(月)

キエフ

３

9/9
(火)

キエフ
↓
モスクワ

キエフ発、空路モスクワヘ
タ方：モスクワ着
[→おそど実行プラン②〜⑥]
モスクワではレーニンの基、スターリンの基、フルシチョフの謳も訪れます。
人類史上初めての宇宙飛行士 ユーリ・ガガーリンの基も。
｢戦争と平和｣の著者、トルストイの屋敷(現博物館)と羅へ。
＜モスクワ泊＞

○ × ○

４

9/10
(水)

モスクワ
↓
ウィーン

出発まで自由行動
[→おそど実行プラン②〜⑥]

○

○

○×

＜キエフまたはモスクワ泊＞

×

○

モスクワ発、空路ウィーンヘ
[→おそど実行プラン⑦]
ウィーンではプラター遊園地(夜間)へ。
＜ウィーン泊＞
５

9/訓
(木)

ウィーン
↓
ブタペスト

○ × ○

午後ニウィーン発 ドナウ川クルーズでブタペストヘ
[→おそど実行プラン⑧〜⑩]
ウィーン中央墓地へ参ります。
フロイトの家を見学いたします。
＜ブタペスト泊＞

６

9/12
(金)

○ × ○

ブタペスト １日市内視察
[→おそど実行プラン⑩〜⑩]
ブダペストでは公共交通利用で視察いたします。
ゲツレルト温泉入浴体験(自費)とくさり橋を渡って中央市場へ散策しましょう。
＜ブタペスト泊＞

了

9/13
(土)

ブタペスト ブタペスト発、専用バスでショプロンと国境の町へ
[→おそど実行プラン⑩]
↓
ショブロン ショプロンでは、汎ヨーロピアンピクニック公園と国境を味わいましょう。

○ × ○

＜ショブロン泊＞
８

9/14
(日)

ショブロン
↓
ウィーン
↓
クラクフ

○ × ○

ショブロンから専用バスでウィーンヘ
ウイーンでは旧市街散策等
出発まで市内視察及び自由行動
[→おそど実行プラン⑩]
ショプロンからウィーンヘ向かう国境を歩いて渡ります。
ウィーンから夜行寝台列車でポールランドのクラクフヘ
深夜：ウィーン発
夜行寝台列車
[→おそど実行プラン⑩]
ウィーンからポーランドのクラクフまで夜行寝台列車に乗車経験をします。
＜車中泊＞

P4

９

9/15
(月)

クラクフ

朝：クラクフ着

○

×

○

○

×

○

○

×

○

○

×

○

○

×

○

○

×

○

○ ×

○

○ ×

×

［→おそど実行プラン⑩〜⑥］
アウシュビッツ収容所と３キロ先のビルケプウ収容所に歩いて向かいます。距離
は３キロ程度です。
＜クラクフ泊〉

１０

9/16
(火)

クラクフ
↓
ワルシャワ

朝：クラクフ発、空路ワルシャワヘ

ワルシャワ
↓
ベルＵン

早朝

［→おそど実行プラン⑩〜⑥］
ワルシャワではキュリー夫人の生家、ショパンの生家と心臓を安置している教会
を訪れます。ワルシャワゲットー跡訪問、旧市街の散策等を予定しています。
＜ワルシャワ泊〉

椚

１２

9/17
(水)

9/18
(木)

ベルリン

ワルシャワ発、ペルリンヘ

[→おそど実行プラン⑩〜容]
ベルリンでは、壁跡を川からチェックポイントチャーＵ−、壁にまつわる博物館
まで歩いてたどります。女優マレーネ・ディトリッヒの墓参り、ヒットうー終焉
の地 総統地下壕近くの駐車場へ行きましょう。
＜ベルリン泊＞
ペルリン滞在

ポツダムヘ日帰りの旅

［→おそど実行プラン⑤］
ベルリンから鉄道で、ポツダム宣言を行ったポツダムの宮殿へ。
その部屋に入ります。
＜ベルリン泊〉

１３

9/19
(金)

ベルＵン
↓
ﾆｭｰﾙﾝﾍﾞﾙｸﾞ

午前：ベルリン発、列車でニュールンベルグヘ
[→おそど実行プラン⑩〜⑤]
＜ニュールンベルグ泊＞

１４

9/20
(土)

ﾆｭｰﾙﾝﾍﾞﾙｸﾞ
↓
ミュンヘン

午前中：ナチスゆかりの地を巡ります
[→おそど実行プラン⑩〜⑩]
ニュールンペルグ国際軍事裁判所の法廷を見学します。
ニュールンベルグでは、ナチスゆかりの地を数力所巡ります。
夕方：専用バスでミュンヘンヘ
夜：ミュンヘン着
この夜もビール祭り会場へ繰り出します。
＜ミュンヘン泊＞

１５

9/21
(日)

ミュンヘン

ビール祭り
[→おそど実行プラン⑩〜⑩]
ミュンヘンでは千的中ビール祭りパレードを見学します。
午後、ヒットラー関連の場所とミュンヘン郊外にあるダッハウ強制収容所跡へ。
ツアーもフィナーレ､ミュンヘンの夜は､ビール祭りの会場(テレジェンビーゼ)へ
繰り出しましょう。
＜ミュンヘン泊＞

１６

9/22
(月)

１７

9/23
(火)

ミュンヘン

鉄道にてフランクフルトヘ フランクフルト発、空路成田へ（乗り継ぎ便）
または
ミュンヘン発、空路成田へ（乗り継ぎ便）
＜機中泊＞

成田着

※発着時関、交通機関等は変更となることがあります。
※交通事情､その他の理由により順番は変更になること
がります。
※食事条件は､状況により夕食の予定を昼食に変更する
場合がございます。

★時間の目安

04:○○

06:○○

08:○0

12:○○

16:○○

18:○0

23:○○

04:○○
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旅大学の特色
１．創意工央のユニバーサルデザイン(UD)ツアーです。
本ツアーはユニバーサルデザイン(UD)ツアーです｡ただし､訪れる国や街、乗り物の事情で物理的に難しい場合
もありますので､ツアーごとのパンフレットの扉上に参加できる人のマークを掲載します。しかし障がいは様々ですの
で個別にはお問い合わせください。
社会に様々な方が生き、暮らしているように、本ツアーでも、身体に様々な障がいのある人、ない人が混ざって、
各地で実現したい様々な実行プランをパンフレット上に明示してひとつひとつ実現して参ります｡と同時に､行きた
いところへ行く。行き先をはじめから障がい者仕様に、柔な目的地に定めることはいたしません｡たとえば車いすの
人の場合、段差にはばまれたら乗り越えるか、あきらめるのか?本ツアーではできるだけ近くまでご案内し､手立
てを探し､それでも難しい場合は、無理はせず､接近できた旅の現場の空気を昧わっていただきたいと思っており
ます｡残存能力を発揮して､行けるところまで行くというスタンスでお願い申し上げます。
結果、過去の旅大学ツアーで触れた水は、地中海､大西洋、太平洋など数知れず｡ゴビ草原へは投げれば開く
縦型テントと段ボール製の携帯ﾄｲﾚを持参しました。ケニアの赤進上でのﾄｲﾚ経験も同様に｡厳寒の北極圏にオ
ーロラを見に行ったときは､杖にアイスピックをつけて、滑り止めゴムペルトを全員の靴に巻いて出かけました。ペル
ーの空中都市マテュピチュでも車いすの人は現地の力持ちを雇い、おんぶされて上りました。
2.トラペルボランティア(アマ)や旅行介助ｶﾞｲﾄﾞ(プロ)をマッチングします
旅の行程中、介助を必要とする人が単独で本ツアーヘ参加されたい場合、同じツアーに参加する健常者の中
で､旅行中に車いすを押したり、目が不自由な人の手引きをしたり､荷作りや食事等のサポーﾄをしながら旅するト
ラペルボランティア(有償ボランティア)を募集し､マッチングいたします｡つまり介助力を提供し､人の役に立ちな
がら旅したい人と､b.自分のできないことを介助してもらいながら旅したい人を引き合わせます。
ツアー参加費用は､一般の人を100%とすると､a.昼間の移動､観光のみの同行介助を必要とする人は30%割
増しになり､b.旅の行程中に介助力を提供して旅する人は25%割引になります。
重度で､身体介助(排泄､入浴､着替え､夜間の寝返り介助等)を要する人の場合は､同行介幼者の旅費と日当
を負担して､NPO法人登録の福祉技術のある旅行介助ｶﾞｲﾄﾞの同行を依頼する旅も可能性はありますのでご相
談ください｡どちらもヒアリング用紙に記入していただき､ケースバイケース､双方に無理のない形で調整してまいり
ます。
3.その日の新鮮ネタ、吹く風や空気、流れる水を大切に
その日にしか出会えないイベントや市はないか?
ツアーパンフレ2ﾉﾄ記載の日程は基本として､本ツアーではその日をより楽しくするために力を注ぎます｡国境､コー
ヒータイム、日の出、日没､朝市､移動遊園地､蚤の市などをツアーの中にできるだけ盛り込みたいと思っていま
す｡街に入ったら､一期―会､よい景色が展開するようにバスで通る道にもこだわります｡参加者の総意を確認し
つつ､同行トラペルデザイナーがその日で一番良い旅に仕上げていきます。
，函

ｄ

●このツアーでは普段自立をした生活をしている方は旅も自分
でできるという考えから単独参加していただけます。どのよう
な自助具を使い、どんな作戦で旅されたいか、ご相談＜ださい。
●このツアーでは、1.生活介助(a.食事、b.排泄、c.着替え、d.
入浴、e.寝返りなどの日常的なサポート)が必要、また、2.移動
中に連続的な誘導や車いすを押す必要がある、3.動作のスピー
ドがかなり遅い方の場合は、介助者のご同行をお願いします。
●同行する介助者が見つからない場合、トラベルデザイナーに
できるだけ早くご相談ください。 Npo法人ジャパン・トラベル
ボランティア･ネットワーク(JTVN)の登録者同士の助け合いと
いう道があります。手引きまたは車いすを押す程度の方は30%
増し、排泄、着替え、入浴等のサポートのある方はその介助内
容と回数にもよりますが､50%〜100%増しで実現してきた実績が
あります。JTVNの問合せ電話は042‑372‑8501へ。
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●ａ

´

●車いすでツアーに参加される方へ。車いすはご自身の
足の代わりです。タイヤの摩耗を解消して、旅先ではパ
ンク修理剤をご持参＜ださい。車いすのマニュアルを読
み、車いすの構造をよく理解して、指示ができるように
お願いします。
●また、このツアーでは行きたいところに行けるところ
まで行＜、という考え方をしています。また行くところ
は必ずしもバリアフリーとは限りません。障がいの有無
にかかわらず、参加者の体力や障がいは個人差があり、
参加者ご本人の判断でツアー内容の実行プランを自己判
断で取捨選択をお願いします。そして冒険すると自分で
決めたら、自己責任でお願いいたします。

旅大学ツアー

2014年〜2015年

予定
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◆真珠湾攻撃当日の空気感を味わう

（真珠湾攻撃:1941年１２月８日午前３時20分頃

ハワイ時刻１２月了日午前了時55分頃）
、

ニューヨークではグランドゼロとジョンレノン暗殺現場

ディマジオ

ペープルースやジョ

あこがれ

ー
、

のヤンキ

スタジアムヘ

、

プリンストンではアインシュタインの散骨の川

ボストンのケネディ記念

ー
。

館

、

キング牧師暗殺現場とプレスリ

マッカーサーの終焉の地

スランドと悲しき墓
ーの豪邸グレ

、

ー

、

ケネディ暗殺現場

、

アイゼンハワ

終焉の地

４大統領の彫像があるマウントラシュモア

/＼ミング

ー
、

、

マリリンモンロ

ウェイ終焉の地

、

そして真珠湾攻撃のその日その場所まで

（仮題）

ーの鵬
、

、

。

日程：２０１４年刊月２２日（土）出発

2014年１２月８日（月）帰国

全

17日間

〜

◆第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦のD‑dayに合わせ空気感を共有
連合軍のノルマンディ上陸大作戦の日時Dday

1 944

年６月６日（干潮時と早朝夜明け時午前６時

頃）
ヒトラー生誕地と別荘、スイスの地域核シェルター、チャップリンとヘップバーン終焉の地、オラン
ダ・デルタ計画の大堤防と、第二次世界大戦の連合軍ノルマンディ上陸作戦のD‑day、モネの作品の
舞台とゴツホ終焉の地、そしてドゴールのパリとチャーチルのロンドンヘ（ｲ反題）
※今回、ヂェルノブイリの視察が不可の場合、Ｃコースで改めて行きましょう。

日程：２０１５年５月26日（火）出発〜2015年６月１３日（土）帰国

全19日問

◆盧溝橋事件に日程を合わせた
1937年（昭和１２年）了月了日に北京近郊の盧溝橋で起きた日本車と中国軍との衝突事件。日中戦
争のスタート。
韓国と北朝鮮の軍事境界線・38度線、中露国境の町満州里からノモンハン事件の現場へ。サイゴン
陥落の１枚の写真現場、第一次インドシナ戦争のフランス激戦地ディエンビエンフー、そしてプノンペ
ンのポルポト大虐殺のスーフレンとキリングフィールド、世界遺産アンコールワット視察、タイでは
バンコク近郊の戦場にかける橋のカンチャナブリを視察する。（仮言

日程：２０１５年了月４日（土）出発〜2015年了月１９日（日）帰国

全16日問

※おことわり
上記、Ａコース「ヨーロッパ１」ツアーを抜かしたＢコース、Ｃコース、Ｄコースの３ツアーは現段階でツアー概略
を提示したものであり、コースの変更はありえます。順次つくられる正式パンフレットをご覧いただければ幸いです。
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■旅行期間：２０１４年９月了日（日）〜９月２３日（火）
・利用予定航空会社：大韓航空・アエロフロート
LOTポーランド航空・エアーベルリン

など

Ｉ利用予定ホテル：スタンダードクラス
キエフ：ラディソンブルキエフ又は同等クラス
モスクワ：コスモス又は同等クラス
ウィーン：オーストリア・トレンド・メッセ・ウィーン又は同等クラス
ブタペスト：アトランティック又は同等クラス
ショプロン：ベストウェスタン・パノニア又は同等クラス
クラクフ：マクスミリアン又は同等クラス
ワルシャワ：ゴールデン・チューリップ・ワルシャワ・センター又は同等クラス
ベルリン：アルカディア・ホテル・ベルリン又は同等クラス
ニュールンベルグ：インバイト・ホテル又は同等クラス
ミュンヘン：ジャーマニア又は同等クラス

Ｉ旅行代金：お一人様

７９８，０００円

(別途かかる費用：燃油サーチャージ・成田空港使用料・現地税の
合計で約65,000円※4/1暗点，ロシアビザ申請代行手数料10,000円)

■募集人数：２０名（最少催行人数１５名）

■食事条件：朝１５回・昼○回・夕１５回

Ｉ添乗員：同行します

・その他：集合解散は新東京国際空港（成田空港）ですが、各地からご参加の方は各空港戻りも可（追加代金あり）。
成田空港集合は０７：○○頃を予定しています。
Ｉ申込締め切り：７月25日

・募集型企画旅行契約

※締切日以降も手配可能な限りご予約をお受けします

実施するもので、お客様と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することにな

この旅行は、株式会社シイ．エイ．エヌ．（以下「当社」という）が企画一

・旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって３０日目に当たる日（以下「基準日」

ります．
・旅行契約の申込み

・旅行契・旅行代金のお支払い約の解除お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払

といいます｡）よりも前にお支払いいただきます。

旅行代金の額

串込金（おひとり）

旅行代金が３０万円以上

６万円以上旅行代金まで

旅行代金が１０万円以上３０万円未満

３万円以上旅行代金まで

旅行代金か10万円未満

２万円以上旅行代金まで

Ｉ旅行契約成立時
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代金）を§
領した陥に成立するものとします。
Ｉ基準旅行代金

いいただくことにより、旅行契約を解除することか出来ます。
取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以後〜31日目にあたる日
まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降〜3日目にあたる日ま
で

取消料
ピーク時に旅行を開始する場合：旅行代金の10％
ピーク時以外：無料

旅行代金の20％

旅行開始日の前々日〜当日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100％

「基準旅行代金」とは、覇集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加
代金として表示した金額」を加算し､「割引代金として表示した金額」を減額した代金をいいます。
この基準旅行代金は、「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」のお支払の恵の基準となり
ます。
・旅行代金に息まれるもの（一部例示）
以下のものが念まれています。（いずれも覇業型企画旅行申または旅行日程として表示されたも

・特別補償
当社は、お客様が旅行参加巾に急激かつ偶然な外来の櫛故により生命、身体または手荷物に被っ
た一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。Ｉその仙
当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際はご旅行にご使用されるパスポート
に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入されたー台は航空券の発

の）
①航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃。②送迎バス等の料金。③観光の料金④宿泊料金及び
税・サービス料金。⑤食事料金。ｓ受託手軸物運搬代金（航空会社の規定内）。
■旅行代金に含まれないもの（一部例示）
①超過手荷物料金（規定の書屋・自稿・個数の超過分）。②クリーニング・霜話料金・ホテJしのボ
ーイ・メイド等に対するチップ、その仙追加飲食等の個人的譜費用。③傷害、疾病に関する医療

行替、関係する期間組の氏名訂正が必要となります。この場合当社はお客様の交代の燭台に準じ
てお客様交替手数料をいただきます。なお、還送・宿泊機関の事情により氏名訂正が詣められず
旅行契約を解除いただくー台もあります。この撮台には当社所定の葱消料をいただきます。
※より安心してご旅行いただくために旅行中の病気や事故、東南に備えて海外旅行傷害保険への
ご加入をお勤めします。

費。④渡航手銭関係諸経費（旅券・蓋証手鏡費用等）。⑤運送機関の課す付加運賃・料金。⑥日本
国内におけるご自宅から発椙空港までの交通費や宿泊費等。⑦日本国内の空港を利用する撮合の
空港施設使用料。ｓ燃油サーチャージ・空港税・空港施設利用料・旅客保安サービス料等。ａオ
プショサルツアー（別途料金の小旅行）の料金。

Ｉこのツアーの企画:ご質問・ご相談は
ﾄﾗﾍﾞﾙﾗ1ｻﾞｲﾅｰ訥芒ど疹さこ事務所
東京都多摩市関戸4‑4‑卜801（〒206‑○○ヤ1）
メッセージ電話とfax:050‑3588‑4150
旅の相談ホットライン
090‑3Z08‑1051（携帯）
E‑Mail : osodomasako牡mail.com
旧・祝祭日はお休みさせていただきます。）

・旅行主催・お申し込みは
（;IXISI
＝

株式会社シイ.エイ.エヌ.
キャンツアー

観光庁長官登録旅行業第1785号／（社）日本旅行業協会正会員
〒160‑○022 東京都新宿区新宿2‑8‑18
TEL O3（3352）5200
FAX O3（3352）5225
担当：三瓶僑紀 一般旅行業務取扱主任者：木村晃子
営業時間／月〜金 9:50〜18:30 土 9:50〜15:30
旧・祝祭日はお休みをいただいております）

