
ご旅行条件

アロマトピアツアー2017「パリ・リヨン・南フランスを巡る　オーガニックハーブと精油の旅」申込書

申込日　　　　年　　　月　　　日

お名前 ローマ字（パスポート通り） 性別
男性　　　　女性

漢字氏名： 生年月日
　　　　　年　　　月　　　日

現住所 〒

電　話 携帯電話　

E-mail（PC）FAX

渡航中の
日本連絡先

氏名 ( 間柄：　　　　　　　）

〒

電　話 携帯電話　

勤務先 会社名

緊急連絡先（電話） 担当者名

部署名

パスポート □ 持っている　　　□ 持っていない パスポート番号

有効期限　　　　　年　　　月　　　日まで

お一人部屋
利用のご希望 一人部屋希望 ( 追加代金 100,000 円）　　　□ 希望します

マイレージ番号 ※スターアライアンス系（ANA、ルフトハンザ、ユナイテッド航空等）     

　航空会社：    　　マイレージ番号： 

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契約を締結す
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
ができるように、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. 旅行のお申し込み
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただき
ます。申込金は旅行代金の一部として繰り入れます。

（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ときに成立するものといたします。

4. 旅行日程：2017年6月18日（日）～6月26日（月）　6泊9日

5. 旅行代金：499,000円（二人部屋利用／お一人様）

6. 旅行代金に含まれるもの
（１）国際線（エールフランス）エコノミークラス往復航空券 
（２）日程表記載の専用車の料金
（３）日程表記載の宿泊料金（６泊）
（４）日程表記載の食事料金・税・サービス料金（朝食：6回、昼食：0回、夕食：0回）
（５）手荷物の運搬料金（お一人様スーツケースの手荷物運搬料金

（23kgＸ２個・１個あたりの３辺の和：158cm以内　※AF7026便を除く）
（６）フランスの出入国税及び空港使用税・燃油サーチャージ
（７）主催旅行保険（団体保険）

７. 旅行代金に含まれないもの
（１）海外旅行傷害保険（任意）　　（２）個人行動の際の交通費、飲食代（アルコール等） 
（３）ホテルでの個人利用（ミニバー、電話、クリーニング代等）　　（４）団体行動中の心づけ・チップ

８. 募集締め切り：2017年2月28日（火）　　　

９. 最少催行人員：10名様

10. 一人部屋利用追加代金：62,000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30日目にあたる日より前にお支払い
ただきます。

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ただくことにより、いつでも旅行契約を解除すること
ができます。

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うける
ことを開始した時から現地係員が解散を告げたときまでの期間をいいます。但し、旅行者が離脱および復
帰の予定無く離脱したときは、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。

●お取消料

区　分 申込金（お一人様）
旅行代金が 20 万円以上 50,000 円

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 30 日目にあたる日以降～
3 日目にあたる日まで 旅行代金の 20％

旅行開始日の前々日～前日 旅行代金の 50％
旅行開始日の当日 旅行代金の 100％

■旅行企画・実施
　株式会社 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
■受託販売
　株式会社 NDCトラベル（営業時間 9:30～19:00　土日祝日休業）　
　担当：青樹　真（総合旅行業務取扱管理者）
　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
　

＊ 旅  行  日  程：2017年 6月18日（日）～6月26日（月）6泊9日
＊ 旅  行  代  金：499,000円（諸税・燃油サーチャージ込・2名様1室利用・1名様あたり）

＊ 最小催行人数：10名様（先着順）
＊ 募集締め切り：2017年2月28日（火）

＊ 一人部屋利用追加代金：62,000円

＊ そ　  の　 他： パスポートの残存期間は、3カ月+滞在日数以上必要です。
 海外旅行保険をご希望の方も別途お申し付けください。

○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　
 〒 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

○旅行に関するお問い合せ先○　　　　　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

リアノン・ルイス先生とオーガニック精油農家を巡ります！
イギリス在住のメディカルハーバリストでアロマセラピストのリエコ・オオシマ・バークレー先生サポー
ト＆プロデュースのもと、前半はパリ・リヨンの調剤薬局や薬草店、そしてオーガニックハーブ農家で蒸
留を見学、後半はリアノン・ルイス先生と一緒にフランスのオーガニック精油農家を巡るツアーを開催い
たします。皆様のご参加をお待ちしております。

〈サポート＆プロデュース〉リエコ・オオシマ・バークレー先生

アロマトピアツアー 2017

パリ・リヨン・南フランスを巡る
オーガニックハーブと精油の旅 9日間

羽田発

現地集合現地解散での参加もOK！
価格・募集締め切り 変更しました!!

詳しくは、下記HPをご覧ください



パリ

リヨン

フランス

カステラーヌ
グラーヌ

日　付 都市・場所 現地時間 移動手段 行　程
1 日目 6 月 18 日 羽田空港 20:55

22:55 発 AF293
羽田空港国際線にてチェックイン（2 時間前）
羽田空港出発（12 時間 35 分）

2 日目 6 月 19 日 シャルル・ド・ゴール空港
パリ市内

シャルル・ドゴ・ール空港
リヨン空港
リヨン市内

4:30 着

16:50 発
18:00 着

バス
徒歩

タクシー
AF7646
トラム

空港からパリ市内へ
・調剤薬局店を 2 店舗訪問
空港へ移動
シャルル・ド・ゴール空港出発　リヨンへ（1 時間 10 分）
リヨン市内へ移動
ホテル到着後は各自自由行動

【朝食 : ×　昼食 : ○（現地払い）　夜食 : ×】

3 日目 6 月 20 日 リヨン市内

ホテル

午前

夕方

地下鉄と
徒歩

・旧市街自由散策（希望者）
・薬草店を 4 ～ 5 店訪問
・オーガニックスーパーなど訪問
ホテル到着後は各自自由行動

【朝 : ○（ホテル）　昼 : ○（現地払い）　夜 : ×】

4 日目 6 月 21 日 リヨン郊外
ホテル

早朝

午後

夜

専用車 朝食後、ホテル出発
・オーガニックハーブ栽培農家にて蒸留見学
・別のオーガニックハーブ栽培農家、
  またはオーガニックワイナリーの見学（予定）
ホテル到着後は各自自由行動

【朝 : ○（ホテル）　昼 : ×　夜 : ×】

5 日目 6 月 22 日 リヨン市内
リヨン空港
ニース空港

グラース
カステラーヌ

早朝
8:30 発
9:25 着

トラム
AF7026

専用車

ホテル出発、空港へ
リヨン空港出発　ニースへ（55 分）

・リアノン・ルイス先生と空港で合流
・フランシス・アジミナグロウ氏の薬局訪問
ホテル到着後は各自自由行動

【朝 : ○（ホテル）　昼 : ×　夜 : ×】

6 日目 6 月 23 日 カステラーヌ郊外
カステラーヌ

専用車 ・オーガニック農家訪問（蒸留見学）
・ラバンジンやクラリセージ、ヘリクリサムを路上見学
ホテル到着後は各自自由行動

【朝 : ○（ホテル）　昼 : ×　夜 : ×】

7 日目 6 月 24 日 カステラーヌ 午前

午後

専用車 ・各自自由行動
 （街中で開催される土曜マルシェをお楽しみください）
・リアノン・ルイス先生による半日セミナー
ホテル到着後は各自自由行動

【朝 : ○（ホテル）　昼 : ×　夜 : ×】

8 日目 6 月 25 日 カステラーヌ

ニース空港
シャルル・ド・ゴール空港

午前

18:20 発
19:55 着
23:30 発

専用車

AF7709

AF274

・プロヴァンスのハーブ農家訪問
・素晴らしい景色の中でピクニックランチ
ニース空港からシャルル・ド・ゴール空港へ（1 時間 35 分）

空路・帰国の途へ（11 時間 50 分）
【朝 : ○（ホテル）　昼 : ×　夜 : ×】

9 日目 6 月 26 日 羽田空港 18:20 着 羽田空港国際ターミナルご到着

視察行程表

お申し込みの流れ
【申込書の提出】 申込書を「株式会社 NDCトラベル」（担当：青樹）宛に郵送、FAX、又はメールでご提出下さい。
 会社名：株式会社 NDCトラベル
 住　所：〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-3-7　FAX:03-6659-9709　E-mail : ndctravel01@gmail.com
【申込金の支払い】 申込書ご提出後、1週間以内に申込金（5万円）をお振込願います。
 銀行・支店名：三井住友銀行・錦糸町支店　　口座名：株式会社 NDCトラベル　　口座番号：７４７５１８７
【旅行申込の完了】 上記2点をお済ませいただき、旅行申込み手続きが完了致します。
【旅行催行決定】 最少催行人員の10名様からのお申込を頂きました時点でご連絡致します。
【旅行手続書類】 旅行催行決定後、株式会社 NDCトラベルより必要な書類をお届けします。
【残金の支払い】 ご出発の1ヶ月前5月18日（木）迄にご旅行代金の残金をお支払い頂きます。
 残金請求書を5月11日（木）までにご送付致します。
  請求書には、旅行代金から申込金（5万円）をお引きした金額に、任意加入の海外旅行保険料の費用を合算させて頂きます。
【最終案内書の送付】 ご出発の2週間前迄に最終書面をお届けさせて頂きます。

  リアノン・ルイス先生と巡る南フランス4日間（6/22〜25）
グラース、そしてカステラーヌを中心に、オーガニック精油農家の蒸留見学や、フィールドワークを
リアノン・ルイス先生にご説明いただきながら巡ります。
また、今回はリアノン先生による半日の特別セミナーを開催！精油の専門家のお話を現地で直接うか
がえる、またとない機会です。
さらに、6/22 にはフランシス・アジミナグロウ博士の薬草、ホメオパシー、精油を取り扱う調剤薬局店も訪問します。

  パリ市内調剤薬局店巡り（6/19）

薬草、ホメオパシー、精油を調剤・販売する調剤薬局店を 2 ヵ所訪問します。専門の薬剤師がお客様
の症状に併せて調剤する、日本ではなかなか見ることのできない、素晴らしい薬局です。
ランチはオーガニックワイン専門店を共同経営される日本人シェフが腕をふるうお食事を頂きます。

  リヨン市内薬草店＆ナチュラルレメディー販売店巡り（6/20）

フランスにある独自のハーブ協会が拠点を置くリヨンには、多くの薬草店や自然療法のお店が存在し
ます。地元の人々から愛される薬草店＆ナチュラルレメディー販売店を 4 ～ 5 店舗巡ります。
さらにランチは、クリスタル状の精油を使った料理を提供するレストランで、五感を刺激する素晴ら
しいお食事をご堪能ください。

  リヨン郊外オーガニックハーブ農家訪問（6/21）
蒸留やこだわりの「ハイドロソル」、「ジェモセラピーのチンキ剤」のお話をうかがいします。

リアノン ルイス 先生（Rhiannon Lewis）
フランス プロバンズ地方在住
元看護師、クリニカルアロマセラピスト
Essential Oil Resource Consultants（http://www.essentialorc.com）代表。
International Journal of Clinical Aromatherapy (www.ijca.net) の編集、BOTANICA 
(http://botanica2016.com) 国際植物＆アロマセラピーカンファレンスの代表といった
数々の活動と並行して、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本を含むアジアなど世界中で臨床
アロマセラピー／がんケアにおける精油を使った緩和ケアを含めたクリニカルアロマセラ
ピーの講座を開催。近年におけるクリニカルアロマセラピーの普及や教育を牽引する一人と
言っても過言ではなく、協会、国を超えたアロマセラピーの素晴らしい世界を私たちに惜し
みなく伝えて続けてくださっている。 

リエコ・オオシマ・バークレー 先生（Rieko Oshima Barclay）
イギリス在住
メディカルハーバリスト／アロマセラピスト／リフレクソロジスト
英国メディカルハーバリスト協会（N.I.M.H）、IFPA・MAR 会員。ロンドン市内
でハーブ治療からマッサージ、アロマセラピー、リフレクソロジーを行うほか、
イギリス・日本での講演活動も精力的に行っている。著書に『英国流メディカル
ハーブ』（説話社）ほか多数。http://herbalhealing-uk.co.uk/

（写真全て　© リエコ・オオシマ・バークレー）


