身体の不自由な人、
元気な人が助け合って
やさしい視線で、学び合う旅

旅を決してあきらめない！不可能を可能に！
旅ができない人を日本からなくす！！
いつでも、だれでも、地球のどこへでも、誰もが死ぬ直
前まで希望すれば旅ができる社会をめざす！！！

当ツアーでは、下記のような方々の
ご参加を歓迎いたします。

⽬が不⾃由な⽅、⽩杖や盲導⽝を使ってお
られる⽅、松葉づえや杖を使っている⽅、
簡易電動⾞いすや⼿動⾞いすを使ってい
る⽅、⼈⼯透析をしておられる⽅、⽿が不
⾃由な⽅、⾼齢の⽅、⼀般の⽅、旅⾏介助
サポーターとして参加したい方… etc
(上記に該当しない方で、困難を乗り越え、どうして
もこのツアーに参加したい方はご相談ください。
作戦をたてましょう。)

トラベルデザイナー おそどまさこ オリジナルデザイン

北海道の四季を楽しむ 花・花・花の旅 2017

網走の北方民族博物館でアラスカ・イヌイットや北極圏のラッ
プ人などの北方民族の生活用具に触れ、サロマ湖のワッカ原
生花園から屈斜路湖のコタン温泉へ。摩周湖で日没を待ち、
釧路川源流をカヌーで下り、塘路湖からさらに南下し、夕日の
名所・細岡まで。そして釧路湿原の東側と西側の木道をウォー
キングし、夕日を追いかけたい。さらに霧多布湿原でわたすげ
やあやめの花を楽しむ５日間の旅

※おことわり このツアータイトルが長いと気になった方へ。その理由は、視覚に障害があ
る方に、ご友人がパンフレットを代読する際、ツアータイトルを読むだけで、
ツアー概要を把握できるようにと考えて、そのようにしております。

■日
程 ：
■旅 行 代 金 ：

２０１７年６月２１日（水） ～ ６月２５日（日） ５日間

２４８,０００円

お一人様部屋利用代金 ３３,０００円

※２月２８日(火)までに正式お申し込みの方は、10,000 円割引いたします(旅行介助サポーターとしてお申し込み希望者の方は除きます)

■最少催行人員
■発 着 地

：
：

１０名【最大募集２６名まで】＜添乗員同行＞
羽田空港（その他の空港発着や、現地集合をご希望の方はご相談ください）

■企画・現地同行：トラベルデザイナー おそどまさこ ホームページもご覧ください。
■後援：一般社団法人 日本旅行福祉推進会議 (aircare.jp えあけあ)
■旅行主催：株式会社いい旅
観光庁長官登録旅行業（第１種)第１７３７号／日本旅行業協会正会員／東京海上日動火災保険株式会社代理店

http://traveldesigner.ne.jp /

日本 北海道 ５日間

網走の北方民族博物館でアラスカ・イヌイットや北極圏のラップ人など
の北方民族の生活用具に触れ、サロマ湖のワッカ原生花園から屈斜路
湖のコタン温泉へ。摩周湖で日没を待ち、釧路川源流をカヌーで下り、
塘路湖からさらに南下し夕日の名所・細岡まで。そして釧路湿原の東側
と西側の木道をウォーキングし、夕日を追いかけたい。さらに霧多布湿
原でわたすげやあやめの花を楽しむ旅
トラベルデザイナー・おそどまさこが現地同行します！
おそどまさこのプロフィール
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たい︕
身体に障がいがあってもなくても、好奇心いっぱいに旅しよう! チャレンジ精神を守り、自己判断、自己決定、自己
責任を⼤切にしたい! ツアーに単独参加したい体が不⾃由な⼈と、旅⾏介助サポーターのマッチングに尽⼒します。
おそどまさこは 20 代から地道に著述や社会活動、ツアー企画・⽴案をしてきました。著書は旅⾏関係が 39 冊。
内、障がい者関係は延べ 67 ⼈の様々な障害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」(⾃由国⺠社刊)、
「無敵のバリ
アフリー旅⾏術」(岩波書店刊)など。
2017 年 1 月、トラベラー(旅⾏者)と旅⾏介助サポーターをマッチングするサイト aircare.jp(えあけあドット
ジェイピー)を開設しました。

～～～ おそどまさこが、このツアーで実行したいプラン１４～～～
① 網⾛にある北⽅⺠族博物館で、地球上の様々な地域に分布しながら、微妙に共通した暮らしの北⽅⺠族、アラスカのイヌイット、北極圏の
ラップ⼈などの⾐類、住居、⾷、移動⼿段、精神世界などを学芸員の⽅についていただき、解説していただきます。北⽅⺠族のすぐれた⽣
活⽤具や⾐服、⾷⽂化、狩りの道具、などにも特別に触らせていただきます。おそどまさこが北海道で⼀番好きな博物館です。
② サロマ湖のオホーツク海側、ワッカ原生花園があります。日本最大の海岸草原で、300 種類の花が咲きます。ここに群生する野生の花々を鑑
賞したいと思います。私たちの訪れる時期は、ハマナス、エゾスカシユリ、ヒオウギアヤメなどが咲いている⾒込みです。観光⾺⾞や貸⾃転
⾞があります。ホテルへ向かう途中でサロマ湖に突き出たキムネアップ岬からの景⾊を楽しみましょう。
③ サロマ湖ではオホーツクに沈む⼣陽を⾒たいと思います。
④ 屈斜路湖の和琴半島へ。ゆっくりウォーキングします (2 キロぐらい) 。オヤコツ地獄を⾒学します。
⑤ 希望者は屈斜路湖畔に降りてコタン温泉につかりましょう。この温泉は屈斜路湖の⼀⾓に地元の⼈々によってつくられた露天⾵呂で、冬には
⽩⿃が暖をとりに近づいてきます。希望者は⽔着とバスタオル、ゴム草履持参でお願いします。
⑥ 屈斜路湖から釧路川源流をカヌーで下りて、ちょうこ橋、みどり橋、びるわ橋までいきます。川の流れは透明度が⾼く、⿂の姿を⾒ることが
できます。乗り降りを含めて 2 時間。⾞いすの⽅も OK。インストラクターが乗り込みますので、心配はいりません。
⑦ 神秘的な湖、摩周湖へ。夕陽を楽しみましょう。
⑧ 釧路湿原を満喫しましょう。まず、塘路湖までバスで向かい、塘路湖畔から釧路川をカヌーでツーリングして⼤観望(細岡展望台)までのカヌー
の旅を楽しみます。(10 キロぐらい、100 分)初心者でも大丈夫。
⑨ ⻄側の釧路湿原、バスで温根内ビジターセンターへ向かいます。(⾞いすトイレあり)、お弁当ランチを手に入れ、展望台でランチタイム。ネイ
チャーガイドと共に、釧路湿原の⻄側の深勝歩道や⽊道を散策します。健脚の⽅は釧路湿原展望台から⽊道を下り、旧鶴井軌道跡(湿原深勝歩
道)を北上し、温根内⽊道に⼊り、ビジターセンター(6 キロ、2 時間程度)へ。⾞いすや⾜の不⾃由な⽅は、温根内の⽊道を歩きながら、草花
の名や⼩動物の営みを観察します。体⼒に合わせてお楽しみください。双眼鏡、軍⼿、速乾性の服、⾬具、歩きなれた靴、⽔筒などをご⽤意
ください。
⑩ ⼣⽅、釧路湿原の東側、2 度⽬の⼤観望(細岡展望台)では、⼣⽅の陽ざしの中で展望を楽しみます。⾒渡す限りの湿原の中に光って蛇⾏する釧
路川、遠くに雌阿寒岳(めあかんだけ)、雄阿寒岳(おあかんだけ)を望めます。
⑪ 霧多布岬に⾏きたいと思います。霧多布岬（きりたっぷみさき）は、正式には湯沸岬（とうふつみさき）といい、トッカリ（アザラシ）を⾒
かけることから、トッカリ岬とも呼ばれています。標⾼４０〜６０メートルのテーブル型の霧多布半島の東側に位置し、太平洋の荒波に突き
出ており、印象に残るでしょう。
⑫ 霧多布湿原ではアヤメの花に出会いたい! 湿原のど真ん中に位置するペンションに泊まり、湿原を守って 30 年とのオーナーの話を聞きま
しょう。
⑬ 最終日のランチは、厚岸漁協近くの市場食堂か、コンキリエでさよならパーティを開きましょう。
⑭ 出発までの時間、釧路のウオーターフロントと和商市場に⽴ち寄りたいと思います。
※上記プランを実現できるように最大限の努力をしますが、必ずしもお約束するものではありません。予めご承知おきください。

トラベルデザイナー おそどまさこ同行 第５５回 旅大学ＵＤツアー
～こだわりポイント～
●生北海道の⼤⾃然満喫の旅︕この時期はお花の美しい季節。ワッカ
原花園で日本最大の海岸草原に咲く野生の花々、釧路湿原や霧多布
湿原で可憐な花々を観賞しましょう♪
●２⽇間、釧路川をカヌーで下ります。釧路湿原では⽊道をウォーキ
ング︕⼤⾃然を満喫しながらのアクティビティーを満喫していただ
きます♪
●大パノラマの展望地など、⼣⽇鑑賞にもこだわっています︕
●北海道の海の幸も楽しみですね︕
出発⽇と帰国⽇、旅⾏代⾦など

６月２１日（水）発 ～ ６月２５日（日）帰国
旅行代金：

２４８，０００円

※2 月28 日(火)までに正式お申し込みの方は、10,000 円割引いたします
(旅⾏介助サポーターとしてお申し込み希望の⽅は除きます)

お一人様部屋利用代金： ３３，０００円
※相部屋希望も承りますが、ご希望に添えないこともございます。
その場合、追加代⾦が必要となります。

ご旅⾏条件
□⾷事︓朝４回、昼３回、夕４回
□発着地︓⽻⽥空港
□利⽤予定航空会社︓⽇本航空、全⽇空
□添乗員︓⽻⽥空港より同⾏します。
□最少催⾏⼈員︓10 名様〜【最⼤募集︓26 名様まで】
ご旅⾏代⾦に含まれないもの
◎任意国内旅行傷害保険料及び発着地までの交通費等個人的な性質のもの
◎ご自宅と空港間などの託送荷物代

お願いとおことわり
●このツアーでは普段⾃⽴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るのか、ご相談ください。
●ツアーには添乗員が同⾏いたしますが、1.生活介助(a.食事、b.着替
え、c. 排泄、d.入浴などの日常的なサポート)が必要、また、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いたします。
●同⾏する介助者が⾒つからない場合、おそどまさこの「プチ無料旅
相談☎090-3208-1051」まで、できるだけ早くご相談ください。え
あけあ (aicare.jp)はトラベラーと旅⾏介助サポーターのマッチン
グサイトですが、このサイトで呼びかけたり、おそどまさこのチャ
ンネルで旅⾏介助サポーターを⾒つける尽⼒をいたします。
●トラベラーの段取りとしては、まず、えあけあ(aicare.jp)をあけ、
旅⾏介助サポーターを⾒つけたいボタンを押して①トラベラー、旅
⾏介助サポーター共有えあけあ登録申し込みフォームに書き込み、
登録を済ませてください。次に②トラベラー・旅に出かけたいヒア
リングフォームと、③トラベラー・旅の困難を乗り越えるヒアリン
グフォームに記入し、送信ボタンを押してお送りください。あなた
を必要とする旅⾏介助内容を把握させていただきます。
●旅⾏介助サポーターをマッチングして、単独でツアーに参加したい
障がいのある⽅のツアー参加費⽤は、昼間の⼿引きまたは⾞いすを
押す程度だけで、トイレや⾵呂介助のない⽅はツアー代⾦の30%増
し、ある⽅は、障害の重軽にもよりますが、ツアー代⾦の50%増し
から100%増しで参加を実現してきた実績があります。
●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、旅先へはパンク修理剤をご持参くだ
さい。電動⾞いすで参加されたいあなたへ。航空会社の考え⽅によ
って運べる電動⾞いすの種類や台数制限があります。電気系統が万
⼀故障した際にも、修理⽅法をご⾃⾝で指⽰できるように、⾞いす
のマニュアルをよく読み、⾞いすの構造をよく理解してくださるよ
うお願いします。このツアーでは、ご本⼈の判断を尊重し、⾏ける
ところまで⾏くという考え⽅をとっており、⾏く場所は必ずしもバ
リアフリーが整っているところではありません。

№
１

都市名
羽田空港
⼥満別

時刻など
日程内容
06:55 発 ⽇本航空直⾏便（JL565 便）にて⼥満別空港へ。
08:40 着 着後、専用バスにて北⽅⺠族博物館、ワッカ原生花園へ
ご案内致します。昼食は網走市内で和定食となります。
サロマ湖畔
夕刻 その後、サロマ湖畔へ。夕日を楽しんだ後、ホテルへ。
× □
昼 □
夕 /サロマ湖畔︓船⻑の家泊
⾷事︓□
２ サロマ湖畔
午前
朝食後、ご希望者は徒歩にてサロマ湖畔へご案内いたし
ます。専用バスにて美幌峠へ。標高 525ｍから大パノ
美幌峠
ラマの絶景をお楽しみください。
その後、屈斜路湖へ。湖畔の散策やオヤコツ地獄をお楽
屈斜路湖
しみいただきます。昼食は自由食となります。
(カヌー)
午後
その後、カヌーにて釧路川の源流を川下り︕
摩周湖
専用バスにて、神秘の湖・摩周湖へ。
夕日の鑑賞をお楽しみください。
屈斜路湖
夕刻 観光後、ホテルへ。
朝 □
× □
夕 /屈斜路湖︓屈斜路湖プリンスホテル泊
⾷事︓□
３
摩周湖
午前
朝⾷後、専⽤バスにて釧路湿原最⼤の湖・塘路湖へ。着
塘路湖
後、カヌーツーリングをお楽しみいただきます。塘路湖
(カヌー)
から釧路川を通り、⼣⽇の展望地で有名な細岡までの約
細岡
10km をカヌーでゆっくりと下ります。
午後
専用バスにて釧路湿原へ。昼食はお弁当です。温根内ビ
釧路湿原
ジターセンター内、または木道途中の展望台でいただき
ましょう。釧路湿原ハイキングを健脚コース、ゆっくり
（ハイキング）
コースに分けてお楽しみいただきます。
その後、専用バスにて、夕日の名所細丘展望台へ。
細丘展望台
夕刻
夕日の鑑賞をお楽しみください。
観光後、ホテルへ。
釧路
夜
朝 □
昼 □
夕 /釧路︓釧路プリンスホテル泊
⾷事︓□
４ 釧路
午前
朝食後、専用バスに霧多布岬へ。途中、360 度⼤パノラ
マ、蛇⾏する琵琶背川の絶景ポイントの琵琶背展望台に
琵琶背展望台
昼
⽴ち寄ります。昼⾷は⾃由⾷となります。
霧多布岬着後、目の前に太平洋が広がる大絶景をお楽し
午後
霧多布岬
みください。
朝 □
× □
夕 /霧多布岬︓ﾍﾟﾝｼｮﾝﾎﾟｰﾁ⼜は同等ｸﾗｽ泊
⾷事︓□
５ 霧多布岬
午前
朝食後、出発まで霧多布湿原をゆっくりと散策をお楽し
みください。ホテルをチェックアウトし、専用バスにて
厚岸
釧路へ。途中、厚岸にて昼食とさよならパーティ。
15:00 釧路着後、ショッピングをお楽しみいただき、空港へ。
釧路
19:05 発 ANA 国内線にて羽田空港へ。
羽田空港
20:55 着 着後、解散。
朝 □
昼 □
× ／〜⼤変お疲れ様でした〜
⾷事︓□

摩周湖の夕日

美幌峠より、屈斜路湖を望む

霧多布岬からの夕日

細岡展望台からの景色（釧路湿原国立公園）

美幌峠から屈斜路湖を望む

釧路川カヌーツーリング（イメージ）

釧路湿原の木道

ワッカ原生花園

旅行取引条件説明書 〔
要約〕 旅行業約款の旅行取引条件説明書〔旅行条件書〕の要約となります。ご確認下さい。
１．受注型企画旅行契約
①この旅行は㈱いい旅（以下“当社”といいます）と旅行者からの依頼による受注型企画旅行で
あり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約（以下“旅行契約”といいます）
を締結することになります。
②当社はお客様が当社で定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊サ
ービス（以下“旅行サービス”といいます）の提供を受けることができるように手配し、旅程管理す
ることを引き受けます。
③旅行契約の内容・条件は、パンフレット、出発前にお渡しする旅行日程表と称する確定書面
（以下“旅行日程表”といいます）及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部（以下“当社約
款”といいます）に依ります。

２．旅行代金に含まれるもの

①旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道､バス等利用運送機関の運賃（等級の選択ができるコー
スと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します）。
②旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（“お客様負担”と記載されたものを除く空港・駅・埠
頭・宿泊場所）。
③旅行日程に明示した観光料金（ガイド料金、入場料）。
④旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（パンフレット等に別途の配慮が無い
限り２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします）。
⑤旅行日程に明示した飲みものを除く食事の料金及び税・サービス料金。
⑥手荷物の運送料金
お一人様スーツケース１個の手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合はお一人様 20kg 以内が原
則となっております。また、空港・駅・港・ホテル等でポーターがいない等の理由により、お客様
ご自身に運搬していただく場合がございます）。
⑦団体行動中のチップ
⑧添乗員同行コースの同行費用
⑨旅行日程中の海外の空港税、通行税、空港利用料や航空会社の定める燃油付加運賃（燃油
サーチャージ）など（ただし、空港税を含んでいないことを当社がパンフレットに明示したコー
スを除きます）。
※上記費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払戻はしないことが原則となります。

５．取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
お客様は、次の第 6 項に記載した取消料を払って旅行契約を解除することができます。当社
の責任にならないローン、渡航手続きなどの事由による契約解除のときも次項に表記している
取消料を申し受けます。

６．取消料
当企画は、下記に定める取消料をお支払いいただくことにより、契約を解除することができま
す。また、ご旅行代金は追加料金(ビジネスクラス利用料金など)につきましても差額を申し受
けますので予めご了承下さい。
契約解除の日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）
旅行契約の解除期日
取消料（お一人様）
特定日に旅行を開始
特定日以外に
する旅行
開始する旅行
4
0日目にあたる営業日以降
3
1日目にあたる営業日まで
旅行代金の1
0
%
無料
(
5万円を上限)
3
0日目にあたる営業日以降
旅行代金の2
0
％
3日目にあたる営業日まで
旅行開始日の前々日・前日
旅行代金の5
0
％
・当日(
旅行開始前)
旅行開始後または無連絡不参加
旅行代金の1
0
0
％
※営業日は祝日を除いた月曜日から金曜日までの 9:30 から 18:30 までの当社の営業時間の
ことをいいます。お取消のご連絡はこの時間を基準に日付を数えますので、ご注意下さい。
※特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

７．旅程保証

３．旅行代金のお支払い

当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合には旅行業約款（受注型企画旅行契
約）の規定により、その変更内容に応じて旅行代金の１％から５％に相当する額の変更補償金
を支払います。ただし、天災地変､戦乱､暴動､官公署の命令､運送･宿泊機関等のサービス提
供の中止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供という事由により旅行の安全かつ
円滑な実施が極めて難しい場合と､変更補償金の額が１０００円未満の場合は、変更補償金は
支払いません。

お申込後に請求書をお送りしますので期日までにお申込金をご入金下さい。ご出発の 21
日前にあたる営業日より前に残る旅行代金をお支払いいただきます。

平成２８年４月１日現在、有効なものとなります。

４．旅行代金に含まれないもの

８．旅行条件・旅行代金の基準日
９．渡航先の危険情報・保健衛生について

第 2 項の他はパンフレットに特別な記載がされていない場合を除き、旅行代金に含まれま
せん。その一部を以下に例示します。
①超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超えるものに対して）
②クリーニング代、電報電話（ファクシミリやインターネット接続を含む）料、ホテルのボー
イ・メイド・ポーター等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに
伴う税・サービス料等。
③渡航手続き関係諸費用（旅券印紙代、査証料とその手数料、渡航手続代行料金、予防接
種料金、健康診断書など）。
④お一人部屋を利用される場合、ビジネスクラス利用の場合等の追加料金。
⑤日本国内における自宅から発着空港、集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の
前日と旅行終了日当日等の宿泊費など。
⑥任意加入の海外旅行傷害保険料。

渡航先（国または地域）によっては外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報
が出されている場合があります。お申し込みの際にご確認下さい。海外渡航関連情報は、外
務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。
外務省海外安全相談センター：電話０３－３５８０－３３１１（内線：２９０２）
URL:http://www.anzen.mofa.go.jp/
渡航先(国または地域)の衛生状況については、厚生労働省｢海外渡航者のための感染症情
報｣ホームページでご確認下さい。
URL:http://www.forth.go.jp/

■当ツアーの企画・ご質問・ご相談は

■旅行主催・お申し込みは、 株式会社いい旅
TEL:０３-５４０５-４０５２ FAX:０３-５４０５-４０５５

トラベルデザイナーおそどまさこ事務所
(一般社団法人 日本旅行福祉推進会議 内)
☎ 090-3208-1051 LINE おそどまさこ
E メール osodomasako@gmail.com
URL: http://traveldesigner.ne.jp/(ツアーパンフレット掲載)
URL: http://aircare.jp/ (旅人と旅行介助サポーターのマッチング)
〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-4-1-801

担当：龍石堂、指田、森田、松澤
E メール ： matsuzawa＠ｅｔｏｕｒｓ．ｊｐ
営業時間：月曜日～金曜日9:30～18:30(土、日曜、祝祭日休み)
総合旅行業務取扱管理者：黒崎康弘、龍石堂淳
観光庁長官登録旅行業(第1 種)第1737 号／日本旅行業協会正会員
／東京海上日動火災保険株式会社代理店
〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル 5 階

