
1. 企画手配旅行契約
（１）この旅行は、香りの図書館が企画し、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：2015年5月25日（月）～5月30日（土）　4泊6日

5. 旅行代金：298,000円（お一人様）

6. 旅行代金に含まれるもの
（１）国際線・エコノミークラス往復航空券代金
（２）燃油サーチャージ・その他出入国税（¥35,000相当額）　※航空会社の事由による燃

油サーチャージ額の変更に伴い追加徴収が発生する場合がございます。
（３）旅行日程に含まれる専用車の料金
（４）旅行日程に明示した宿泊の料金（4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）
（５）旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料金（朝食：4回、昼食：4回、夕食：4回）

※機内食を除く
（６）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（お1人様30kg以内が

原則となります。）
（7）ブルガリア視察訪問先（4箇所）の視察料
（8）入場料：世界遺産（トラキア墓地・リラの僧院・ボヤナ教会）

７. 旅行代金に含まれないもの
（１）団体行動中の心付け・チップ

（２）前項第6項のほかは旅行代金に含まれません。

８. 最少催行人員：15名様

９. 募集締め切り：2015年4月24日（金）

10. 一人部屋利用追加代金：15,000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

ご旅行条件

本物のブルガリアのバラとローズオイルを巡る旅ツアー　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　

FAX

渡航中の
国内連絡先

氏名 ( 間柄：　　　　　　　）

〒

電　話 携帯電話　

FAX

勤務先 〒

電　話 携帯電話　

FAX

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 15,000 円）　・します　　　・しません

相部屋希望 同室希望者：

書類送付先 ・自宅　　　・勤務先

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

■旅 行 日 程 ： 2015年 5月25日（月）～5月30日（土）
4泊6日

■旅 行 代 金 ：298,000円（諸税・燃油サーチャージ込、お一人様）

＊ご旅行代金に含まれるもの
　　　　　・国際線エコノミークラス往復航空券
　　　　　・日程表記載の専用車の料金
　　　　　・ホテルご宿泊料金（4泊、ツイン2名様1室利用）
　　　　　・食事代（朝食4回、昼食4回、夕食4回）※機内食を除く
　　　　　・現地ガイド代（日本語⇔ブルガリア語）
　　　　　・視察（4箇所）、世界遺産観光地（3箇所）入場料

＊ご旅行代金に含まれないもの
　　　　　　　　　・チップ　

■最少催行人員：15名様（先着順）

■募集締め切り：2015年 4月24日（金）

■一人部屋利用追加代金：15,000円
■ビジネスクラス利用追加代金（4区間）：200,000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。
 

　　天然精油の聖地巡礼の旅第3回ツアー
本物のブルガリアのバラと
ローズオイルを巡る旅

企画協力 旅行に関するお問い合せ先

フレグランスジャーナル社
〒 102‒0072　東京都千代田区飯田橋 1‒5‒9

香りの図書館　津野田 勲

羽田発

コーディネーター：香りの図書館　谷田貝 光克 館長（東京大学名誉教授）

　フレグランスジャーナル社香りの図書館主催の「天然精油の聖地巡礼の旅ツアー」第3回は、アフリカケニア・タン
ザニア（2013年）、アフリカ・マダガスカル（2014年）に次ぎ「ブルガリアのローズ精油を巡る旅ツアー」を、
2015年5月25日～30日、4泊6日の日程で実施します。本物のブルガリアのバラとローズオイルがあなたをお待ちし
ています！

株式会社 NDCトラベル
〒 130‒0022　東京都墨田区江東橋 3‒3‒7

TEL：03‒6666‒9146
FAX：03‒6659‒9709

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



視察日程表

本物のローズの香りに触れる旅へのご招待
　フレグランスジャーナル社香りの図書館主催の「天然精油の聖地巡礼の旅ツアー」第3回は、アフリカケニア・タンザニア
（2013年）、アフリカ・マダガスカル（2014年）に次ぎ「ブルガリアのローズ精油を巡る旅ツアー」を、2015年5月
25日〜30日、4泊6日の日程で実施します。
　ブルガリアといえばヨーグルトやバラ・ローズの世界的産地として知られています。ヨーロッパ南東部、バルカン半島東部
に位置する自然豊かな国です。特にダマスクローズから抽出されるローズオイルは、芳醇な香りと品質で世界の最高水準を
誇っています。
　今回のツアーでは、バラの中心都市カザンラクのバラの谷にまたがるバラ農園・精油の蒸留工場・研究所などの関連施設を
見学します。また現地の民族舞踊やダンスなどが披露されます。あわせて世界遺産の史跡を訪れます。ブルガリアの文化や産
業を通して本物を確認・体感していただきます（日程参照）。
　皆様のご参加をお待ちします。定員20名になり次第締切ります。

コーディネーター：谷田貝光克（香りの図書館館長・東京大学名誉教授）
企画・世話人：フレグランスジャーナル社代表取締役会長　津野田勲　

日付 都市・場所 時間 移動手段 行程 食事

0 5/24（日） 羽田 22:30 羽田空港国際線・カタール航空カウンターにてチェックイン（2時間前）

1 5/25（月） 羽田 00:30 QR813 カタール航空813便にてドーハへご出発　（11時間45分） 機内食

ドーハ空港 06:15 ドーハ国際空港ご到着

ドーハ空港 07:35 QR225 ドーハよりソフィアへご出発　（5時間05分）

ソフィア空港 12:40 ソフィア国際空港ご到着

ソフィア空港 13:30頃 専用車 日本語ガイドと合流後、専用車にてホテルへ移動。

ホテル 14:00頃 ホテルチェックイン後、自由行動 Ｌ：Ｘ

19:00頃 ホテルor市内レストランにてご夕食 Ｄ:○（レストランorホテル）

RAMADA SOFIA泊

2 5/26(火) ホテル 08:00頃 ホテルにて朝食後、日本語ガイドと合流。 B：○（ホテル）

専用車 専用車にてカルロボの①BULGARSKA ROSA PLC社へ移動。

カルロボ 10:00 ①BULGARSKA ROSA PLC視察とローズオイルのショッピング（2時間）

12:00 カルロボ市内のレストランにて昼食。 L：○（レストラン）

13:00 カザンラクへご出発

カザンラク 14:00 ②INSTITUTE OF ROSES,ESSENTIAL AND MEDICAL CULTURES（1時間30分）視察

16:00 カザンラク市内観光。（世界遺産トラキア墓地）

18:00 ホテルへ移動。

19:00 ホテルにて夕食。 D：○ホテル

GRAND HOTEL KAZANLAK泊

3 5/27(水) カザンラク ホテルにて朝食後、視察へご出発 B：○（ホテル）

TURNICHENE 08:00 ③LEMA ROSE LTD社にて視察とバラ摘みを行います。

10:00 専用車 ④ENIO BONCHEV PRODUCTION LTDを視察。（1時間30分）

プロブディフ 11:30 プロブディフへ移動。

12:00頃 プロブディフ旧市街にて昼食。

昼食後、プロブディフ市内観光。 L：○（レストラン）

16:00 ソフィアへ向けて出発。

ソフィア 18:00 ソフィア市内のホテル到着

19:00 民族料理レストランにて夕食。歌謡・ダンスショーのご鑑賞 Ｄ：○レストラン

RAMADA SOFIA泊

4 5/28(木) ソフィア ホテルにて朝食 B：○（ホテル）

09:00頃 専用車 朝食後、ソフィアより世界遺産のリラの僧院観光へご出発

リラ 11:00頃 世界遺産リラの僧院観光

リラのレストランにて昼食 L：○（レストラン）

リラ 13:00頃 昼食後、世界遺産ボヤナ教会観光へ

ソフィア 17:00頃 ソフィア市内・ホテルへ帰着

19:00頃 ホテルor市内レストランにてご夕食 Ｄ:○（レストランorホテル）

RAMADA SOFIA泊

5 5/29(金) ソフィア ホテルにて朝食 B：○（ホテル）

09:00頃 専用車 朝食後、ソフィア市内観光へご出発

12:00頃 ソフィア市内のレストランにて昼食 L：○（レストラン）

13:00頃 昼食後、市内観光

ソフィア空港 15:45 ソフィア国際空港・カタール航空カウンターにてチェックイン（2時間前）

ソフィア空港 17:45 QR226 カタール航空226便にてドーハへご出発（4時間35分）

ドーハ空港 22:20 ドーハ空港ご到着 機内食

6 5/30(土) ドーハ空港 01:50 QR806 ドーハ空港より帰国の途へ（10時間05分） 機内食

成田空港 17:55 成田空港ご到着　お疲れ様でした。

ブルガリア視察訪問先：

①BULGARSKA ROSA PLC KARLOVO(1948年設立） http://www.bulgarianrose.bg/index.php?lang=en

②INSTITUTE OF ROSES ESSENTIAL AND MEDICAL CULTURES （国立バラ研究所）　          http://iremk.net/en/index.php

③LEMA ROSE LTD（1960年代設立） http://www.lemabg.com/

④ENIO BONCHEV PRODUCTION LTD（1877年設立） http://eniobonchev.com/

観光訪問先：
①カザンラク：

　バルカン山脈とスレドナ・ゴラ山脈に挟まれた地域は、バラの産地として世界的に有名です。

今では、ローズオイル用のバラの70％をここで生産し、このエリアは「バラの谷」と呼ばれるようになりました。

カザンラクの歴史は古く、新石器時代には人が住み、紀元前4～紀元前3世紀にはトラキア人支配の中心地となっていた。1944年に「トラキア人の墳墓」（世界遺産）が発見されると、

以後続々と歴史上重要な遺跡、遺物が発見されるようになり、「バラの谷」は、歴史好きにとってもぜひ訪れたい場所です。

②プロブディフ：※ロンリープラネットが選ぶ2015年行きたい旅行先第6位に選ばれました。

　ソフィアに次ぐブルガリア第2の都市プロヴディフは、まさに知る人ぞ知るヨーロッパの隠れた穴場と言っていい自然や街並みが美しい都市です。

都市の歴史は古く、古代ローマやアテネの時代にまでさかのぼります。

古代遺跡と民族復興期の古い街並みが融合した旧市街は、東洋と西洋、古代文化とモダンカルチャーがミックスされて全体が博物館のような美しい輝きを見せています。

③リラ僧院：

世界遺産・リラ修道院はブルガリアのシンボルの一つで、人気の高い観光名所です。

④ボヤナ教会：

世界遺産・「聖ニコラ・聖パンテレイモン」ボヤナ教会は、ヴィトシャ山のふもと、ソフィア市のボヤナ地区にあり、現在までそのまま残る中世美術の数少ない遺産です。

視察日程表

バラの香りを訪ねて
　気品高く、高級感のあるバラの香り、誰しもが魅せられる香りです。今回はローズオイルで知られた
ブルガリアでバラの香りに触れながら皆様の心を癒します。
　一面に広がるバラ農園、その心地よいバラの香りに包まれながらほかでは体験することのできないバ
ラ摘み体験、ブルガリアで最大規模の精油採取工場や100年の歴史を誇るローズオイル採取工場を訪
ね、ローズオイル採取の工程を見学します。
文化遺産の豊富な国ブルガリアではリラの修道院などの歴史探訪にも心奪われることでしょう。　

香りの図書館館長　谷田貝 光克

〈ブルガリア〉
　カルロボ：Bulgarska Rosa PLC 訪問、ローズオイル製造工場視察　
　カザンラク： Enio Bonchev Production LTD 工場視察、LEMA ROSE LTD バラ摘み・工場視察、Institute of Roses 

Essential and Medical Cutures 研究所訪問
 　　 （次頁参照）

主な視察先

お申し込みの流れについて
【申込書の提出】 申込書を株式会社NDCトラベル（担当：青樹）宛に郵送又はFAX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　　　
 予約担当：青樹　真（総合旅行業務取扱管理者）
【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】 2015年4月中旬に旅行の催行可否のご連絡をさせて頂きます。
【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】 出発の1ヶ月前（4月24日）までに旅行残金をお支払いいただきます。
 残金請求書を4月17日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。
【最終案内緒の送付】 ご出発の2週間前に最終書面をお届け致します。
【出発当日】 いよいよご出発当日です。お気をつけて行ってらっしゃいませ。


