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！

▲いつでも、誰でも、希望すれば、死ぬ直前まで、
地球のどこへでも旅できる、を目指す！

▲障がいの違う人同士が相互扶助。
絵本「オラ、サヴァ、チェリオの地球
冒険の旅」(自由国民社刊)が理想形。

▲補助犬（盲導犬、介助犬、
聴導犬）も連れて行く！

トラベルデザイナー おそどまさこ オリジナルデザイン

南フランスの地中海沿いで祭や朝市を楽し
む。ミモザ祭と森のハイキング。すみれ祭、はち
みつの村や香水の町へ。イタリアの国境でレモ
ン祭。オランダでは２つのゴッホ美術館とベル
ギーの国境近く、ゴッホの故郷へ９日間の旅
＋おとぎ話のような可愛らしい町ヒートホルンへ日帰り旅と、キンデルダイクでピクニックランチ付き
トラベルボランティア３０％引き参加、旅行介助ガイド５０～８０％引き参加

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
（ama・トラベルボランティアや、pro・
旅行介助ガイド）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。)

■日
程 : ２０１８年２月２２日（木） ～ ３月２日（金） ９日間
■旅 行 代 金 : ６５８，０００円
お一人部屋利用追加代金 ７０，０００円
燃油サーチャージ 13,600 円（目安：2017 年 11 月15 日現在 変動の可能性もあります）、
及び成田空港旅客サービス施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税等が別途必要です。

■最少催行人員 ： ８名＜添乗員同行＞
■最大募集人員 ： １８名まで
■発 着 地 ： 成田空港
下記ホームページには、このパンフレットを PDF で載せており、印刷できます

■企画：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 (えあけあ aircare.jp)
■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 /

ヨーロッパ フランス オランダ ９日間
トラベルデザイナー・おそどまさこが現地同行予定！
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! 本ツアーでは、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・同行をしてきました。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」(自由国民社刊)、「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。本ツアーでマッチング希望のトラベラー（身体に障がいがある旅人）、及び旅行介助
サポーターは、前もって登録することが必要です。えあけあ aircare.jp からご登録ください。

～ おそどまさこが、このツアーで実行したいプラン２２～
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このツアーは、春の訪れを知らせる南フランスの３つの祭、すみれ祭、ミモザ祭、レモン祭に日程を合わせました。 このツアーの宿泊は大都市泊で
はなく、南フランスではアンチーブに３連泊、オランダはエダムに３連泊する予定です。
ミモザ祭は、南フランスの小さな町々で開かれますが、このツアーでは地中海岸のBormes-les-Mimosasという町から香水の町Grasseまで１３０km
のミモザ街道を専用バスで走り、途中の町々も楽しみたいと思います。代表的なミモザ祭は、カンヌから７ｋｍ、ニースから３７ｋｍのマンドリュー・ラ・
ナプールで開かれます。２０１８年の日程は２月２０日～２８日。土曜日にはイルミネーション・パレード、日曜日はミモザの花のパレードやミモザの花
合戦などを楽しみましょう。
近郊のタネロン(Tanneron)山地で、ミモザの大公の森ハイキングを楽しみましょう。
マンドリュー・ラ・ナプールでは町のあちこちで市場が開かれています。祭りと合わせて、キャピトルマーケット（土曜日午前中）、タームズ市場（金曜
日午前中）、など市場のはしごを楽しみたいと思います。
エルバ島に流されたナポレオンはアンチーブのゴルフ・ド・ジュアン湾に上陸しパリへ向かいました。そのナポレオン街道la Route Napoleonのスタート
地点を確認したいと思います。現在はナポレオン街道の出発地点とされています。
アンチーブ（Antibes）ではプロヴァンス市場（Marche Provencal）を楽しみたいと思います。
アンチーブでは、ピカソ美術館を見学したいと思います。１９４５年に、ピカソがアトリエとして使っていたお城です。場所は市場の近くです。
レモン祭は２月１７日から３月４日までイタリアとの国境の町マントン(Menton)で開かれます。
飾り付けられた山車など、見に行き、海側の国境を歩いてイタリア側に入ってみたいと思います。
南仏ニースではカーニバルをのぞきたいと思います。
ニースやカンヌでは朝市を楽しみたいと思います。ニースで一番有名な旧市街の市場
コーサレヤの市場（Marche du Cours Saleya）、ニース中央駅近くのより庶民的リベラショ
ンの市場（Marche de Libération）。カンヌのマルシェ・フォーヴィル市場（Marche
Forville）など。
シャガール美術館へ行きたいと思います。(10-17 時オープン 火曜日休)
マチス美術館へ行きたいと思います。(10-17 時オープン 火曜日休)
すみれ祭は、トゥレット・シュル・ルー(Tourrettes sur loup )という村で開かれます。
スミレの花の多くが香水の町グラ-スに運ばれてエッセンシャルオイルに生まれ変わる
とのことです。
はちみつの村ムーアン・サルトゥ(Mouan-Sartoux) へ立ち寄りましょう。はちみつを売っていれば、手に入れたいと思います。(蜂蜜祭は４月末)
香水の町グラースでは自分のオンリーワンの my 香水を作りたいと思います。
南仏では地中海料理を楽しみましょう。海の幸のスープ、ブイヤベースは欠かせません。２日目の早夕食に、自己紹介パーティーを兼ねて、とびき
りおいしい店をアンチーブで探し、ブイヤベースだけを全員分おごりたい。つけたい。おそどまさこがおごります。
オランダ、アムステルダムではゴッホ美術館で画家ゴッホの作品を楽しみましょう。
長さ６００ｍといわれるアムステルダムのアルバート・カイプ市場で、アムスっ子に混ざって、買い食い、買い出し、土産探しに行きましょう。この魚屋
でオランダ名物、生ニシンのマリネ、ハーリング（Haring）を味わいたいものです。
洪水の折、ネコが子どもを救ったという伝説がある、今も風車が１９基残されている世界遺産キンデルダイクでピクニックランチを楽しみましょう。
フィンセント・ファン・ゴッホ(１８５３－１８９０)の故郷、ベルギーとの国境地帯ブラバントへ向かいましょう。ゴッホが生まれ育ったズンデルト(Zundert)
へ。牧師だった父がつとめていたといわれる教会、マルクと広場の生家は資料館になっています。そこから８０㎞離れたヌエネン(Nuenen)へ。初期
の代表作「じゃがいもを食べる人々」を書いた場所で，画家として本格的に歩み出した町とも言えるのです。ゴッホ像は身長１６４cm。実際の身長と
同じです。途中のアイントホーヘンにはゴッホ晩年の作品の星月夜をメージした光るサイクリングロードがあるそうで、見つけたいと思います。また、ヌ
エネンの近くのベルギーとの国境を歩いてみたいです。
クレラー・ミュラー美術館へ行きましょう。ここには、画家ゴッホの世界を堪能できます。ここには９０枚の絵画と１８０枚のデッサンで構成される、世
界で２番目の規模のヴァン・ゴッホ・コレクションがあります。
おとぎ話に出てくるような可愛らしい運河の町ヒートホルンへ。散策とランチを食べましょう。

（おことわり ： このツアーでは、上記実行プランを実現できるように最大限の努力をいたしますが、できない場合もありえます。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５７回 旅大学ＵＤツアー
都市名
時刻など
日 程 内 容
成田空港
11:25
発
航空機にて、オランダのアムステルダムへ。
南フランスでは、２月頃から春の訪れを告げる花が咲き始めます。代
2/22 アムステルダム 15:30/20:35 着後、航空機を乗り継ぎ、フランス南部のニースへ。
表的な花は黄色く色鮮やかに咲く「ミモザ」の花です。ミモザは南仏の
（木）
ニース
22:25 着 着後、専用バスにて、アンチーブのホテルへ。
コート・ダジュールにたくさん自生していて、この時期、南仏の山々を
× □
機 □
機／
アンチーブ
食事：□
黄色く染めます。ニースから西へ３７ｋｍの南仏マンドリュー・ラ・ナプ
アンチーブ：ル・グラン・パヴォア又は同等クラス泊
ールは、「ミモザ」で有名な街。
２ アンチーブ滞在
終日
朝食後、休息と自由行動。
毎年２月に開かれる「ミモザ祭り」
2/23
公共交通機関などを利用し、アンチーブの街の散策や、
は、南仏に春を告げる祭りとしても有
（金）
美術鑑賞などをお楽しみください。夕食はちょっと早め
名です。地元で栽培されたた１２トン
に。本場のブイヤベースをいただきましょう♪
朝 □
× □
×／
食事：□
ものミモザが、フロート（山車）の飾り
アンチーブ：ル・グラン・パヴォア又は同等クラス泊
や花の投げ合いに使われます。最
３ アンチーブ滞在
終日
朝食後、専用バスにて、イタリアとの国境の街マントン
大の見どころは、ミモザの花を中心
2/24
へ。着後、コート･ダジュール最大規模の祭レモン祭を見
にしたパレードで、その他、ラ・ナプ
（土）
（マントン）
学します。レモンやオレンジで作られた人形やオブジェ
ール港でのイルミネーション・パレー
（ニース）
をご覧ください。途中、ニースの市内観光（シャガール美
ドや、ミス・ミモザ選出大会なども催
術館、マチス美術館等）にもご案内いたします。
され、とても見ごたえある華やかな
朝 □
× □
×／
食事：□
お祭りです。
アンチーブ：ル・グラン・パヴォア又は同等クラス泊
４ アンチーブ滞在
終日
食後、専用バスにて、トゥレット・シュル・ルーのスミレ祭
2/25
を見学へ。その後、ミモザ祭の行われるマンドリュー・ラ・
（日） （ﾄｩﾚｯﾄ･ｼｭﾙ･ﾙｰ）
アムステルダムから北東 120 ㎞にある、水郷の村ヒートホルン
ナプールへご案内いたします。ミモザ一面に飾られた華
(Giethoorn)は、かやぶき屋根の民家が立ち並ぶ、まさにおとぎ話の
(ﾏﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾗ･ﾅﾌﾟｰﾙ)
やかなパレードを見学します。途中、香水の街・グラース
世界です。空の青、茅葺屋根の茶色、芝生の緑、そして水路のコント
（グラース）
や、はちみつの村ムーアン・サルトゥに立ち寄ります。
ラストが最高です。景観を保つため、村には車両進入禁止で、唯一
朝 □
× □
×／
食事：□
(ムーアン・サルトゥ）
アンチーブ：ル・グラン・パヴォア又は同等クラス泊
の交通手段は電気式ボートとなります。
ボートは環境に配慮しているため、
５
アンチーブ
朝食後、専用車にて、ニース空港へ。
全くエンジン音がせず、静かな田
2/26
ニース
12:20 発 航空機にてアムステルダムへ。
舎町をのんびりと散策できます。
（月） アムステルダム 14:25 着 着後、欧州最長600ｍ続くアルバート・カイプ市場の観光
イタリアのヴェネチアのような喧騒
エダム
へ。観光後、エダムのホテルへ。
朝 □
機 □
×/
食事：□
とは無縁の地。まさにタイムスリッ
エダム：ホテル・デ・フォーチュナ又は同等クラス泊
プしたかのようなヒートホルンの
６
終日
エダム
朝食後、専用バスにて、世界遺産キンデルダイクへ。昔
村。訪問が楽しみです♪
2/27
滞在
ながらのオンダらしい風車の風景などを見学し、草原で
（火） （キンデルダイク）
ピクニックランチをいただきます。
出発日と帰国日、旅行代金など
（ズンデルト）
その後、専用バスにて、オランダ南部にあるゴッホ生誕
２月２２日（木）発 ～ ３月２日（金）帰国
（ヌエネン）
の地ズンデルトや、ゴッホが画家として歩みはじめた町ヌ
旅行代金： ６５８，０００円
エネンまで足を延ばします。
ズンデルトではゴッホゆかりの地を見学するほかに、ベ
お一人様部屋利用追加代金： ７０，０００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。
ルギーとの国境を散策します。
その場合、追加代金が必要となります。
朝 □
昼 □
×/
食事：□
エダム：ホテル・デ・フォーチュナ
又は同等クラス泊
ご旅行条件
７
終日
朝食後、専用バスにてクレラー・ミュラー美術館へ。
エダム
□食事：朝７回、昼２回、夕０回 □利用予定航空会社：KLM オランダ航空
2/28
その後、ヒートホルンへ。
滞在
□発着地：成田空港
□添乗員：成田空港より同行します
（水） （ヒートホルン）
「オランダのベニス」と称される美しい運河の町で散策し
□最少催行人員：８名様
□最大募集人員：１８名様まで
たり、ボートに乗ったりとお楽しみいただきます。
朝 □
昼 □
×/
食事：□
ご旅行代金に含まれないもの
エダム：ホテル・デ・フォーチュナ
又は同等クラス泊
◎成田空港旅客サービス施設使用料２,０９０円、成田空港旅客保安サー
８
朝食後、ゴッホ美術館を見学します。
エダム
ビス料５２０円、海外空港税７,５００円、燃油サーチャージ１３,６００円(目
3/1
その後、アムステルダム・スキポール空港へ。
安：２０１７年１１月１５日現在 変動の可能性もあります。）
（木） アムステルダム 14:30 発 航空機にて空路、帰国の途へ。
◎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
朝 □
× □
機 ／機中泊
食事：□
◎ご自宅と空港間などの託送荷物代
９
成田空港
09:45 着 着後、入国審査後、解散。
ご注意
3/2
機 □
× □
× ／～大変お疲れ様でした～
食事：□
※パスポート有効残存期間は、入国時９０日以上必要です。

マンドリュー・ラ・ナプールのミモザ祭り…

№
１

オランダのヴェネチア「ヒートホルン」

（金）

オランダといえば、キンデルダイクの風車ですね♪

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

５．取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）

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。

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。

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。

■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
（一般社団法人 日本旅行福祉推進会議 内）

おそどまさこ直通 旅のご相談 ０９０－３２０８-１０５１
E メール：osodomasako@aircare.jp
URL①: http://traveldesigner.co.jp/
URL②: http://traveldesigner.ne.jp/
URL③: http://aircare.jp/

☎ ０４２-３７２－８５０１
メッセージ電話＆FAX：０５０－３５８８-４１５０
〒206-0011 東京都多摩市関戸4-4-1-801

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

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２９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/

■旅行主催・お申し込みは、
りゅうせきどう
担当：龍石堂、松澤

株式会社いい旅

T E L :０ ３ -５ ４ ０ ５ - ４ ０ ５ ２

F AX :０ ３ -５ ４ ０ ５ - ４ ０ ５ ５

E メール：kikaku@etours.jp
営業時間：月曜日～金曜日9:30～18:30(土、日曜、祝祭日休み)
〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-17 イーグル浜松町ビル 5 階
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

