
日本産精油のルーツを訪ねる
癒やしと浄化の旅

芳樟の香りを求めて

日本産精油のルーツを訪ねる
癒やしと浄化の旅

日付 時刻 見学地など おすすめ・みどころ

7/18
（火）

昼 夜
× ×

12:00 鹿児島空港にて現地集合

・霧島東神社
・高千穂河原・霧島神宮
・鹿北製油★

超有名パワースポット

18:00 指宿白水館ホテル内潟山倶楽部 到着 別館貸切り

20:30 ～ アーユルヴェーダ式ヘッドマッサージ講習 18日 or19 日どちらか
〈オプション〉生絞りオイルを
使ったフルボディーマッサージ
（5,000 円 /30 分）

7/19
（水）

朝 昼 夕
○ × ○

6:00 早朝ヨーガ（希望者）

7:30 キッチンファーマシー朝食＋ミニ講座 地場野菜中心のヘルシーメニュー

9:30 ホテル出発
・牧聞神社
・川尻海岸（オリピンの浜）

薩摩の国の一宮・竜宮伝説

12:00 開聞そうめん流しの昼食 平成の名水百選に認定された
冷水そうめん

・開聞山麓香料園★

・山川海岸砂蒸し「砂湯里」（820 円）
・たまて箱温泉（510 円）
　（セット料金 1,130 円 )

指宿に来たら砂蒸しでしょ！
絶景露天風呂

18:30
19:30

ホテル到着
夕食（「サリュー」シェフの出張料理） 地元野菜を使った

和＆フレンチレストラン

21:00 ～ アーユルヴェーダ式ヘッドマッサージ講習

7/20
（木）

朝 昼
○ ○

6:00 早朝ヨーガ（希望者）

7:00 キッチンファーマシー朝食＋ミニ講座

8:30
12:00

ホテル出発
・鑑真記念館★（入館料：200円）
昼食（お弁当）

・本坊酒造マルス津貫蒸留所
・知覧特攻平和会館（入館料：500 円）
・薩摩英国館無農薬手摘み紅茶館

海を見晴らす眺望抜群のスポッ
トでランチタイム！

本土最南端のウイスキー蒸溜所

17:30 鹿児島空港にて現地解散

神々に抱かれし土地で育まれるオイルを
五感で体験！

　鹿児島県指宿市開聞岳の麓に、70年前から精油生産に取り組んでいる「開
聞山麓香料園」があります。時代の波に翻弄されつつも、日本産の精油やハー
ブを守り続けている歴史ある香料園で、たいへん貴重な「芳樟の香り」をご
体験いただくほか、石臼玉絞り法にこだわった生絞りオイルを作っている「鹿
北製油」や天孫降臨の地「高千穂」の神社も巡る日本列島最南端での「癒や
しと浄化のバスの旅」を開催いたします。
　全日程バスガイド付きの楽しい旅をお約束。aromatopia 企画ならでは
のお食事やお宿をご用意して、ご参加をお待ちしております。

★鹿北製油
安心安全な材料と化学
溶剤を一切使わないこ
だわりを持って、昔な
がらの石臼玉絞り法で
製造している昭和 24
年創業の製油所。昭和
47 年日本初の JAS 認
定工場となり（小規模
製油所）、平成 19 年
に有機 JAS 認定を受
けています。食用の黒
胡麻油、白胡麻油、椿
油、えごま油、かやの実油のほか、化粧品向けに生
絞り椿オイルと白胡麻オイルを製造。一切の火入れ
をせず、職人が丹念に手間ひまかけて濾過するオイ
ルは、分子が細かく植物本来の成分が生かされてい
ます。アロマセラピストさんには、ぜひお試しいた
だきたいオイルです。有機 JAS 認定アーモンド農場
や製造工場の見学をします。
（aromatopia No.142 「Report」に掲載）

★開聞山麓香料園
昭和 16 年、曽田香料
のローズゼラニウム精
油の蒸留所からスター
ト。戦争などによる数々
の弊害を乗り越えたも
のの、安価な外国産精
油の台頭により曽田香
料が撤退する際、宮崎
巖氏がハーブと芳樟の
木々をそのまま個人で
引き継ぎ、存続させま
した。芳樟は原産地の
台湾でも伐採禁止に
なっており、交配混雑

管理調節がなされている世界で唯一の芳樟の林を維
持しています。カンファーを主成分とする一般的な
クスノキと同じクスノキ科でありながら、リナロー
ル含有率 85％以上の「芳樟の香り」をぜひご体験
ください。日本産精油のルーツであるハーブ園は、
アロマセラピストやハーバリストなら､ 必ず一度は
訪れておきたい場所。園長によるミニセミナー、蒸
留見学、園内散策の後は、手塚治虫氏の大好きだっ
たレモングラスティーを頂いてみるのも素敵な旅の
思い出になることでしょう。
（aromatopia No.142 「Report」に掲載）

★鑑真記念館
薬草師でもあった鑑真和尚の日本上陸第一歩を記し
た地に建っています。幾多の困難を乗り越えてよう
やく上陸が叶った地で鑑真は何を思ったでしょう。
植物療法を学ぶ方々のために、地元の鑑真研究家の
方にガイドをお願いしています。我が国に薬学の知
識を広めた鑑真の足跡や功績を学べます。

日程：2017年7月18日（火）～7月20日（木）（2泊3日）
￥59,500（2名1室ご利用の場合）



ご旅行条件
1. 企画手配旅行契約    
（1）　  この旅行は、フレグランスジャーナル社・アロマトピア編集部が企画し、株式会社NDCトラベル（東京都知事登録旅行業第 3-6659 号、以下当社とい

います。）が手配する企画手配旅行契約でありこの旅行に参加されるお客様は当社と企画手配旅行を締結することになります。  
（2）　  当社はお客様が当社の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、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下旅行サービスといいます。）

の提供を受けることが出来るように、手配することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供することを引き受けるものではありません。 
（3））　  手配旅行契約の内容・条件は出発前にお渡しする旅行日程表、当社手配旅行約款によります。     
2. 旅行のお申込み    
　当社所定の旅行申込書に所定の事項を記載の上、下記の申込金を添えてお申し込み頂きます。申込金は旅行代金の一部として繰り入れます。 

区分 申込金（お一人様）
旅行代金が 15万円未満 30,000 円

〈お振込先〉三井住友銀行・錦糸町支店・普通・7475187　株式会社NDCトラベル
3. 旅行契約の成立時期    
　企画手配旅行契約は、当社が第 2項の申込金を受領した時に成立するものと致します。     
4. 旅行日程：2017 年 7月 18日（火）～ 2017 年 7月 20日（木）　2泊 3日（3日間）      
5. 旅行代金：59,500 円　（二人部屋利用／お一人様）        
6. 旅行代金に含まれるもの    
（1）旅行日程に含まれる専用車の料金   
（2）旅行日程に明示した宿泊の料金（2泊）及び税・サービス料金（2人部屋に 2人ずつの宿泊を標準とします。）   
（3）旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料金   
（4）主催旅行保険（団体保険）
7. 旅行代金に含まれないもの    
（1）団体行動中の心づけ・チップ   
（2）ホテルでの個人利用（ミニバー、電話、クリーニング代等）   
（3）自由行動時の移動費用   
8. 最少催行人員：14名様　（先着順）        
9. 募集締め切り：2017 年６月 30日（金）
10. 一人部屋利用追加代金：22,000 円        
11. 旅行代金のお支払　旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日より前にお支払い頂きます。   
12. 旅行契約の解除・払い戻し　お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することが出来ます。  
13. 企画手配旅行期間について（特別補償保険がうけられる期間）    
　今回の企画手配旅行期間とは、企画手配旅行の日程に定める最初の交通機関のサービスの提供を受けることを開始した時から現地係員が解散を告げた
時までの期間をいいます。但し、旅行者が離脱及び復帰の予定無く離脱した時は、その離脱している間は企画手配旅行に参加していないものとします。 
14. お取消料    

契約解除の日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目にあたる日～ 8日前まで 旅行代金の 20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目にあたる日～ 2日前まで 旅行代金の 30%
旅行開始日の前日 旅行代金の 40%
旅行開始日の当日・無連絡不参加・旅行開始後 旅行代金の 100%

■旅行企画・実施 カモメツーリスト株式会社（観光庁長官登録旅行業第 1840 号）
 〒 160-0004 東京都新宿区四谷 4-28-4 YKBエンサインビル 11 階　　 
■受　託　販　売 株式会社NDCトラベル（東京都知事登録旅行業第 3-6659 号）
 〒 130-0022 東京都墨田区江東橋 3-3-7　TEL:03-6666-9146 FAX:03-6659-9709
 担当：青樹　真（総合旅行業務取扱管理者）（営業時間：9:30 ～ 19:00　土日祝日休業）

お問合せ・お申込み先

 
株式会社 NDCトラベル

担当：青樹　真（総合旅行業務取扱管理者）（営業時間 9：30 ～ 19：00　土日祝日休業）

〒 130‒0022 東京都墨田区江東橋 3‒3‒7  TEL.03‒6666‒9146  FAX.03‒6659‒9709
 ○企画協力○　フレグランスジャーナル社　アロマトピア編集部（担当：木村凌子）　
 　　　　　　〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-5-9 精文館ビル 1F　http://www.fragrance-j.co.jp


