
 

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い
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、
人工透析の⽅、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。) 

 

全米住みたい街 NO.1 オレゴン州ポートランド、坂の

町でありながら、バリアフリーの魔法をかけたシアト

ル、若い芸術家を町ぐるみで育てるタコマへ。公共交

通を中心に据え、コンパクトな街の魅力をデザインす

る・市民協働の高齢者・障がい者の自力外出が嬉しい

街づくり視察の旅 1０日間  

トラベルデザイナー おそどまさこ オリジナルデザイン  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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したい！！ 

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！！！ 

■企画・現地同行：トラベルデザイナー おそどまさこ 

■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/ 

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 

ホームページもご覧ください。 

■日      程  ：   ２０１７年９月１８日（月） ～ ９月２７日（水）  １０日間 

■旅 行  代 金   ：   ５９８，０００円    お一人部屋ご利用代金 １４０，０００円 
燃油サーチャージ7,000 円（目安：2017年2 月10日現在 変動の可能性もあります）、 

及び国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税等が別途必要となります。 

■最少催行人員   ：   １０名＜添乗員同行＞ 

■発  着  地    ：   成田空港  

※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、視覚に障がいがある方

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、このようにしております。 

 

※お知らせ： 帰国した足で、9/27(水)～9/29(金)に東京ビッグサイトにて開催される、国際
福祉機器展を見学(無料)しに行けます。https://www.hcr.or.jp/ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 アメリカ ワシントン州 オレゴン州 １０日間  

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」(山と溪谷社刊)、
「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 シアトルは、サンフランシスコと同様に坂の町で、30 年以上前から、⾼齢者、障がい者がいかに⽣活しやすく、移動しやすくできるかに⼒を注

いできた街です。当時の⾞いすのアクセス地図には、あたりまえのようにビルの中を通りエレベーターを利⽤し、上の道に出る⽅法をすすめてい
ました。現在、坂の中腹にリンク・ライト・レールができ、坂道に苦しまないで障がい者や高齢者が街歩きできるよう、取り組みがなされていま
す。バリアフリーの魔法をかけた坂の街、シアトルは住⺠主導でどのように街づくりをすすめたのか、シアトル市のキーマン、ネイバーフッド課
の前ディレクターのジム・ディアス(Jim Diers)氏、または代わる方に、シアトルの街づくりの取り組みについて話を聞きたいと思います。(調整
中) バリアフリー仕様のリンク・ライト・レールは空港から、アムトラック(Amtrak)鉄道駅、チャイナタウン、坂の町シアトル・ダウンタウン
の中腹、主要中心部をつなぎます。 

② 本ツアーでは、できるだけ観光バスを使わず、どこの町でも、できるだけ公共交通網を使って地域住⺠の⽬線と同じ旅を実現したいと思います。
シアトル、タコマ、ポートランドでは、公共交通における障がい者や高齢者用の座席の確保状況を視察します。座席数が多かったのは、ポート
ランドのMAXという路⾯電⾞⼀両の前後に6席ずつ。（写真A、B） 

③ シアトル、タコマ、ポートランドの宿泊予定ホテルは、エントランスからの⾞いすのアクセス、ADA ルーム(障害者ルームアメリカ障害者法を
ADA と呼ぶ)を持つ、館内はエレベーターが完備しているホテルに泊まります。シアトルのメイフラワーホテル。リンク・ライト・レールのウエ
ストレイク駅から徒歩数分、町の中心部にあり、⾞いすでの⼊⼝は 4th 通り。タコマのホテルは⼤学に隣接しており、ポートランドのホテルは
ダウンタウンの中心部にあり、パウエル書店近く、アムトラックの鉄道駅にも近く、街歩きしやすいのです。 

④ 旅ではすぐれたマスター地図を⼿に⼊れることが良い旅を実現するコツです。Downtown Seattle Accessible Map and Transit Guide（写真C）
をワシントン州の観光案内所で⼿に⼊れ、⾞いすの⼈の⽴場で、どのようにシアトルのダウンタウンを⾃⼒散策できるか、を検証しましょう。 

⑤ 初日のランチは、この町の名物市場、パイク・プレイス・マーケットへ。有名シーフードレストランに入り、蟹(ダンジネスクラブ)一匹と、クラ
ムチャウダーをいただきましょう︕自己紹介パーティをし、ウエルカムランチで盛り上がりましょう。 

⑥ CCRCはcontinuing care  retirement communityの略で、⾼齢者がまとまって暮らす⾷事付、介護付きの⽼⼈専⽤の⻑期滞在宿舎です。
⼊居⾦をまず払って、⽉決めの費⽤を払います。シアトルでは町中にあるCCRC、Horizon House、タコマでは環境がすぐれているFranke Tobey 
Jones 、ポートランドでは町の中心に近いHolladay Park Plaza を視察いたします。町中がいいのか、郊外がいいのか、果たして終の棲家とし
て、最後まで、幸せな暮らしは求められるのでしょうか。 

⑦ シアトルからタコマへ⾏く途中で、タコマ富⼠と呼ばれる国⽴公園レーニア⼭に向かいます。⾞いすの遊歩道が整備されており、滝まで⾏ける
とか、お花畑もきれいという噂があります。 

⑧ タコマ市では、海が⾒える素晴らしい環境、広⼤な敷地を展開するCCRC、Franke Tobey Jonesを⾒学し、午前8時から12時まで、4時間ぐ
らいボランティアとして、コミュニケーション&体験滞在させていただこうと:計画しております。(調整中) 

⑨ 第３木曜日の午後の５時から 8 時まで、タコマ市内の美術館、博物館が市⺠に無料開放されています。⼩さいころからアートに親しむよう、こ
の町が⼒を⼊れているかを⾒ながら、あなたも芸術アートを存分に楽しんでみませんか。 

⑩ ポートランド1日旅のデザイン : ウイラメット川を中心にして、1日ウォーキング。 
A.パイオニア広場からスタート。B.ウィラメット川のモリソン橋を渡って対岸へ。C.ウオーター通りをバーンサイド橋まで。D.バーンサイド橋
をクリアし、サタデーマーケットまで歩きましょう。E.サタデーマーケットで自由解散 2 時間。ランチは⾃由ランチ。橋から降りた⼊⼝に仮設
トイレ(09:00-17:00土日のみ。) F.公共交通を使って、大学敷地内で開催されるファーマーズマーケットへ向かいます。(午後2時で終わり。) 
G.余⼒のある⽅は美術館へ。またはポートランドを⼀望にする病院のロープウエイに乗って⼭の上へ⾏きましょう。 

⑪  ポートランドでは街づくりの市⺠協働の⾏政と市⺠の関係について観光の視点から⾏政担当の⽅のお話しを聞きます。皆さんの質問を率直に投げ
かけてください。(調整中) 

⑫ 第二次大戦時、日本軍の真珠湾攻撃の後にアメリカに住む日系人たちは着の身着のまま、全財産を没収され、キャンプに収容されました。それ
までオレゴン州にもたくさんの日系人が住んでおり、ポートランドにも 1940 年当時、⽇本町がありました。現在、オレゴン⽇系レガシーセン
ターがそのことを伝える中心になっています。ここを訪れて、説明を聞きましょう。 

⑬ 現地在住の日系人が主催する「憩いの会」へ伺いましょう。楽しいランチタイムです。英語と日本語で日系3世の⽅たちと交流いたしましょう。 
⑭ ポートランドではウエストコースト最⼤の盲導⽝育成施設を視察いたします。充実した設備と規模、経営理念などを伺いましょう（オプショナ

ルツアー）。 
※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。 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 都市名 時刻など 日程内容 
１ 
 

成田空港 
 

シアトル 

16:15発 
 

09:25着 
 

成田空港発、デルタ航空直⾏便にて、シアトルへ。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⽇付変更線＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
シアトル着後、日本語ガイドがお出迎え。リンク・ライト・
レール（モノレール）にて、ホテルへ。 
※スーツケースは荷物⾞でホテルへ直接届けます。 
ホテル着後、しばし休憩後、昼食と夕食をかねて、シアトル
名物パイク・プレイス・マーケットで、シーフード料理をい
ただき、自己紹介をしましょう♪ 

⾷事︓□×  □昼 □× /シアトル︓メイフラワーパークホテル泊 
２ 
 

シアトル 
滞在 

終日 
 

ホテルにて朝食。公共交通機関を利⽤し、CCRCを視察しま
す。 

⾷事︓□朝 □×  □× /シアトル︓メイフラワーパークホテル泊 
３ 
 

シアトル  
レーニア山 

タコマ 

午前 
 

夕刻 

ホテルにて朝食。専用バスにて、マウントレーニア山麓へ。
着後、大自然の公園内を散策。その後、タコマに向かいます。 
※タコマの市電は誰でも無料で乗れます。到着次第乗ってみましょう♪ 
⾷事︓□朝 □×  □× /タコマ︓ﾎﾘﾃ゙ ｲｲﾝ･ｴｸｽﾌ゚ ﾚｽ&ｽｲ ﾂー･ﾀ ｳ゙ﾝﾀｳﾝ泊 

４ 
 

タコマ 
滞在 

 

終日 ホテルにて朝食。公共交通機関を利⽤し、CCRCを視察しま
す。 
⼣⾷は、海辺のレストランにてシーフード料理を堪能しまし
ょう。たそがれ時の海の景色が最高です♪ 
⾷事︓□朝 □×  □夕/タコマ︓ﾎﾘﾃ゙ ｲｲﾝ･ｴｸｽﾌ゚ ﾚｽ&ｽｲ ﾂー･ﾀ ｳ゙ﾝﾀｳﾝ泊 

5 タコマ 
 

ポートランド 

昼頃 
 

午後 

ホテルにて朝食。タクシー、または市電と徒歩でタコマ駅へ。 
アムトラック（ビジネスクラス）でポートランドへ向かいま
す。ポートランド着後、タクシーにてホテルへ。 
ホテルにチェックイン後、ポートランドの街散策へ。 
夕食は、ワンブロック全てが巨大な本屋さんとなっている世
界最大のパウエル書店をのぞき、市内のビアレストランにて
地ビールを楽しみながらいただきましょう♪（実費にて） 
⾷事︓□朝 □×  □× /ﾎﾟー ﾄﾗﾝﾄ゙ ︓ﾋﾙﾄﾝ･ﾎﾟー ﾄﾗﾝﾄﾞ&ｴｸ ｾ゙ ｸ゙ﾃｨﾌ゙ ﾀﾜｰ泊 

6 ポートランド 
滞在 

終日 ホテルにて朝食。徒歩にて、ポートランド市内観光（パイオ
ニア広場→モリソン橋→ウィラメット川対岸→バーンサイド
橋→サタデーマーケットへと歩いて楽しみましょう︕）。 
昼食は、サタデーマーケットで自由食となります。 
その後、公共交通機関を利⽤し、ポートランド州⽴⼤学のフ
ァーマーズマーケットへ。 
⼣⾷は、廃校を利⽤したユニークなビアレストランにて。⼿
作りのクラフトビール6種類を楽しみましょう♪（実費にて） 
⾷事︓□朝 □×  □× /ﾎﾟー ﾄﾗﾝﾄ゙ ︓ﾋﾙﾄﾝ･ﾎﾟー ﾄﾗﾝﾄﾞ&ｴｸ ｾ゙ ｸ゙ﾃｨﾌ゙ ﾀﾜｰ泊 

７ ポートランド 
滞在 

終日 
 

ホテルにて朝食。公共交通機関を利⽤し、⽇系移⺠の歴史的
資料が展⽰されているオレゴン日系レガシーセンターへ。 
その後、⾃由⾏動。（ご希望の方は、オプショナルツアーで、
ウエストコースト最大の盲導犬育成施設や、ポートランドの
CCRC視察へもご案内いたします）。 
⾷事︓□朝 □×  □× /ﾎﾟー ﾄﾗﾝﾄ゙ ︓ﾋﾙﾄﾝ･ﾎﾟー ﾄﾗﾝﾄﾞ&ｴｸ ｾ゙ ｸ゙ﾃｨﾌ゙ ﾀﾜｰ泊 

８ ポートランド 
滞在 

終日 ホテルにて朝⾷。公共交通機関を利⽤し、IKOINOKAI（憩
いの会）へ。現地在住の⽇系⼈と交流します。 
昼食は、IKOINOKAI（憩いの会）にていただきます。 
夕食は、日本食レストランCHEF NAOKOにて、さよなら
パーティを楽しみましょう♪ 
⾷事︓□朝 □昼 □夕/ﾎﾟー ﾄﾗﾝﾄ゙ ︓ﾋﾙﾄﾝ･ﾎﾟー ﾄﾗﾝﾄﾞ&ｴｸ ｾ゙ ｸ゙ﾃｨﾌ゙ ﾀﾜｰ泊 

９  
ポートランド 

 

 
12:00発 

 

ホテルにて朝食。タクシーにて、ポートランド空港へ。 
デルタ航空直⾏便にて、帰国の途へ。 
                 ⾷事︓□朝 □×  □機/機中泊 

10 
 

成田空港 15:00着 成田空港着。 
⾷事︓□機 □×  □× /〜⼤変お疲れ様でした〜 

 

出発⽇と帰国⽇、旅⾏代⾦など 
９月１８日（月）発 ～ ９月２７日（水）帰国 

旅行代金：  ５９８，０００円  
お一人様部屋ご利用代金： １４０，０００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８回、昼２回、夕２回  
□発着地︓成⽥空港  □添乗員︓成⽥空港より同⾏します 
□利⽤予定航空会社︓デルタ航空 
□最少催⾏⼈員︓10名様  
ご旅⾏代⾦に含まれないもの 

◎ESTA 申請料︓US14 ドル(空港にてお支払い)、取得⼿数料は無料
でサービスいたします。  

◎成⽥空港施設使⽤料2,090 円、成⽥旅客保安サービス料520 円、
海外空港税 13,400 円、燃油サーチャージ 7,000 円(⽬安︓2017
年2月10日現在 変動の可能性もあります。） 

◎任意海外旅⾏傷害保険料及び⽇本国内の交通費や宿泊代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 

ＣＣＲＣとは… 
高齢者が健康なうちに入居し、終身で過ごすことが可能な生活共同体を
CCRC （Continuing Care Retirement Community）と言います。「ア
クティブシニアタウン」とも呼ばれるこの集合住宅の考え⽅は、1970 年
代アメリカで生まれ、現在では全米に2,000 ヶ所以上の施設があります。
その最大の特徴は、入居者全てがシニアであり、元気で充実した生活をし
ていることです。 
健康な食事、充実したアクティビティと、趣
味仲間がいるコミュニティだからこそ可能
な、理想的な共同体なのです。健康だけど、
一人ではできないことを楽しみたい、栄養バ
ランスのとれた⾷事や、仲間との⽣活に刺激
を受けて、残りの人生を過ごしたいといった
要望に応えることができます。 
CCRC と⽼⼈ホームとの⼤きな違いは、⼊居
時の状況です。⼀般的に⽼⼈ホームは健康に
不安を抱えた時に⼊居する傾向があります
が、CCRC は健康には問題のない方々がセカ
ンドライフを楽しむために入居します。 

トラベルデザイナー おそどまさこ同行 第５６回 旅大学ＵＤツアー 

全米の都市計画モデルにされる、 
ポートランド⾃慢の公共交通機関を使いこなそう︕ 

ポートランドでは、公共交通における障がい者や高齢者用の座席の確保
状況を視察します。バスの他にマックス（MAX）、ストリートカーとい
う路⾯電⾞があります。⾞いすスペースも広く、旅⾏者にも分りやすく、
乗りやすいと評判な 
ので、ぜひ活用し、全
米一過ごしやすい街
ポートランドの散策
を楽しみましょう♪ 

ワシントン州 

オレゴン州 

ご注意 
※2011年3月1⽇以降、イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、 

イエメンに渡航歴のある方はお申し出ください。 
※旅券残存有効期間︓アメリカ⼊国時90日以上必要です。 
※現地事情柄、急に⽇程が変更となる場合がございます。予めご了承ください。 
 

図書館もあります（シアトル） 

タコマのCCRC。環境抜群！ 

B C A 

シアトル名物・ダンジネスクラブ(蟹) 

ポートランドのクラフトビール 

ポートランドのMAX 車内 
盲導犬を連れた地元の乗客 カフェでほっと♪ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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） 

40日目にあたる営業日以降 
31日目にあたる営業日まで 

特定日に旅行を開始
する旅行 

特定日以外に
開始する旅行 

旅行代金の10% 
(5万円を上限) 

無料 

30日目にあたる営業日以降 
3日目にあたる営業日まで 

旅行代金の20％ 

旅行開始日の前々日・前日 
・当日(旅行開始前) 

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％ 
※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 
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。 
８．旅行条件・旅行代金の基準日 
平成２８年４月１日現在、有効なものとなります。 
９．渡航先の危険情報・保健衛生について 
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/ 

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。 
３．旅行代金のお支払い 
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。 
４．旅行代金に含まれないもの 
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。 

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。 

■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 

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 

■当ツアーの企画・ご質問・ご相談は 

トラベルデザイナーおそどまさこ事務所 
☎ 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 

 

ウィラメット川を中心としたポートランドの街

並 

ポートランドの街並みとフット山 
シアトル、タコマは、 

シーフードも豊富 
タコマからポートランドへは 

アムトラックで移動 
シアトルは、 
スターバックス発祥の地！ シーフード料理の一例 


