
あなたの五感を刺激する
旅をお届けします。

2017年～2018年出発

生涯感動の旅
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生涯感動の旅について

生涯感動の旅では、40年もの旅行業の実績から生み出された現地との信頼関係を基に、そこでしか体験できないツアーを作り続
けています。予約条件が厳しいツアーもございますが、自信を持ってお勧めできる内容となっていますので、是非一度全てのツ
アーをご覧ください。
カナダ、アメリカ、中南米の専門旅行会社として、皆様のご相談を受けながら、｢特別な休日｣を作るお手伝いをさせていただき

ますので、お気軽にお問い合わせください。

生涯感動 添乗員のご紹介

私たちが皆様を「生涯感動の旅」へとご案内いたします。
みなさまの個人旅行、家族旅行、ツアー旅行など、手配から添乗まで旅に関わる全てについてお手伝いをいたします。

板倉 知一
人生で最も刺激や感動を得られるのは旅ですが、インター
ネットが普及し、情報過多の世の中で本物の旅を探すのは至
難の業です。
皆様の大事な休日のご提案はお任せください。
生涯感動へと誘います。

中村 恵里子
北海道生まれ北海道育ち。大自然に囲まれ育った私は、富
士山を見ては大興奮、東京タワーを見てはボーと感動の
日々。こんな私と一緒に日本のみならず、海外旅行に出掛
けませんか？感動と楽しい思い出いっぱいの旅、お手伝い
いたします。

ガルシア 門井 イサック アントニオ
日本生まれですが、ベネズエラ育ちの日本人とベネズエラ
人のハーフです。私と一緒に日常生活から抜け出し、南米
大陸への冒険旅行に出かけませんか？
絶対に皆様を満足させる自信がありますし、皆様の満足が
私の喜びであり、やりがいです。

大塚 温菜
英語とスペイン語も話せます。
秘境・絶景・大自然・動物・歴史・遺跡・海・ラグジュア
リーの全て揃ったアメリカ大陸へ、未だ見ぬ世界へ、一緒
に冒険に出かけましょう！
ご相談、お待ちしております！

スタッフ一同、
日々、皆様に満足していただける
「生涯感動の旅」を作り出すため、

努力をしております。
「生涯感動」でしか体験できないツアーを

沢山ご用意しています。
皆様を非日常の世界へ誘うのが

私たちの役目です。
是非、私たちと旅に出掛けませんか。



ウユニ塩湖環境保全プロジェクトを応援しよう！ボリビアスタディーツアー8日間

2017年2月9日（木）出発日限定
環境活動家・本間賢人氏を招待！

5日目、地元の小学校へ訪れ、子どもたちが環境教育の授業
を受けている様子を見学。ゴミがどういう工程でリサイクル
されていくのかについて、一緒に学びます。

夕日観賞、星空観賞、トリック写真など、刻々と景色の移りゆく絶景ウユニ塩湖を心行くまでお楽
しみください。
※ 天候に左右されるコースであることを予め、ご了承をお願いいたします。

南米環境保全団体ProjectoYOSI設
立及び代表の本間氏がツアーに同
行します。
現在、ウユニ塩湖が直面している
ゴミ問題など、環境問題からボリ
ビアを助けたいという信念を持っ
て活動をされています。
ウユニ塩湖ガイド歴6年。ボリビ
アを熟知している彼のガイドで、
ウユニ塩湖を様々な角度から体験
することができる貴重なツアーで
す。
また、当ツアーのご旅行代金の
2％は、ウユニ塩湖環境保全プロ
ジェクトへ寄付されます。

活動内容のFacebookは
こちら
https://www.facebook.
com/projectoyosi/

ウユニ小学校にて、地元の子どもたちが受ける環
境教育の授業見学と交流会

もちろん！2・3日目はウユニ塩湖を満喫★
列車の墓場、コルチャニ村にある塩の製塩所へも！

ウユニ塩湖 ラパス市街 列車の墓場

https://www.facebook.com/projectoyosi/


日程

旅行代金

出発日

2017年2月9日（木）出発

旅行代金：625,000円

一人部屋追加代金：75,000円

予定空港税及び燃油料：10,200円
（2016年8月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：アメリカン航空、ユナイテッド航空、デルタ航空、ラン
航空
発着地：成田空港
食事：朝5回、昼5回、夜5回 ※機内食は含みません
添乗員：生涯感動スタッフが同行します。
催行最小人員：8名
旅行代金に含まれないもの：ソフトドリンク、アルコール等のお飲み物、海外旅行保
険、チップ（ガイド：20ドル/1日、ドライバー：10ドル/1日、ポーター/1回1個）

宿泊ホテル

ラパス：カサ・グランデ、リッツアパー
トホテル 又は同等クラスホテル
ウユニ：塩のホテル パラシオデサル
又は同等クラスホテル

インディヘナと呼ばれる原住民
の割合が高い

複数の建築様式が融合し、精
巧で美しい装飾が施されたサ
ン・フランシスコ教会。
1548 年頃に建設されたが、
暴風雪により倒壊し、18 世
紀の頃バロック様式とメス
ティソ様式が融合して今の形
に建て直されました。

ボリビアの最大の街ラパス。
ラパスの街は、「すり鉢状」
となっています。

ツアーを作った大塚からのご挨拶

こんにちは。大塚温菜と申します。
南米の絶景の代名詞、ウユニ塩湖の美しい部分だけでなく、
裏側に潜む環境問題についても知っていただきたく、この
ツアーを作りました。ウユニ塩湖が永遠に美しい存在であ
るためにも、このプロジェクトの活動に賛同いただき、ツ
アーに参加していただきたいです！



オーロラ観賞3日間付！湖畔ロッジに滞在 イエローナイフ7日間

英国ウィリアム・キャサリン王子夫妻も新婚
旅行で訪れたブラッチフォード・レイク・
ロッジに宿泊

美味しい食事あり、様々なアウトド
ア・アクティビティ体験ありの、快適
なログ・ハウスでの休日を過ごすこと
が出来ます。
オーロラ観賞ツアー中には、先住民の
移動式住居ティーピーで暖を取りなが
らオーロラをお待ちいただけます。
また、オーロラ観賞時の防寒具（ダウ
ン入りパーカー、パンツ、手袋、防寒
靴、フリースヘッドソックス）をお貸
しいたします。
ご予約時にサイズ（慎重・靴）などを
お申し出ください。

イエローナイフからロッジまでは軽飛行機で向かいます。イ
エローナイフの街から約100km以上離れているので、静か
な湖畔のほとりに建つ一軒家のロッジで、心行くまでオーロ
ラを観賞することができます。
日中はスノーシューで雪原を歩き、真っ白なホッキョクウサ
ギやライチョウを見つけるトレッキング、目の前の湖でアイ
ス・ホッケーを楽しむこともできます。

オーロラ観賞チャンスが3日間！
カナダのオーロラは驚異的な観測率

イエローナイフの街から約100km離れたプライベート感が溢れるロッジ
ブラッチフォード・レイク・ロッジは魅力たっぷりの素敵なロッジ

宿泊
ロッジ

ロッジの一室（一例） ロッジの食事（一例）

カナダ、ノースウェスト
準州の州都がイエローナ
イフ。北緯62度、グレー
トスレーブレイクのほと
りにある街です。オーロ
ラが最も良く見えるのは
オーロラオーバルと呼ば
れる北緯60度近辺です。
北緯62度に位置するイエ
ローナイフは、まさに
オーロラオーバル直下。

オーロラ観賞に必要な暗さ、遮るものがない広大な土地とい
う最適な条件が重なっているので、「オーロラの都」とも呼
ばれているそうです。
以上の、すばらしい観賞条件揃っているので、3泊して1回で
も見られるという確率が約95％！
大自然の神秘をこの機会に体験してみませんか？

ロッジの外観（一例） 移動式住居ティーピー



日程

旅行代金

出発日

2017年 3月11日 （土）出発

旅行代金：550,000円
一人部屋追加代金：113,000円
予定空港税及び燃油料：4,730円
（2016年7月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：エアカナダ(エコノミークラス）
発着地：成田空港
食事：朝3回、昼2回、夜5回 ※機内食は含みません
添乗員：生涯感動スタッフが同行します。
催行最小人員：6名
※カナダの入国にはeＴＡの登録が必要となります。詳細は予約担当者へご確認くだ
さい。

宿泊ホテル

イエローナイフ：クオリティーイン＆ス
イーツまたは同等クラスホテル
ブラッチフォードレイク：ブラッチフォー
ドレイクロッジ

スノーモービルで雪原を駆け巡り
ましょう！

ツアーを作った渋谷からのご挨拶

こんにちは。渋谷と申します。
カナダのオーロラは、夏も冬も観測率が高く、すばらしい景色を見
ることが出来ます。みなさまとも是非一緒に見に行きたいと思い、
このツアーを作りました。

凍った湖面でアイスホッケーも時
間を忘れて夢中になります。

ロッジ内には暖炉があり、滞在中
は暖かく、のんびり過ごせます。



コモドドラゴンとオラウータンに会いに行こう！インドネシア秘境を巡る9日間

タンジュンプティン国立公園へオランウータン
ウォッチングへ！

ホテルでは、スタンドアップパドル、シュノーケル、スパ、ヨガ等のアクティビティもお楽しみ頂けます。
やさしい波の音を聞きながら、夕日観賞などリラックスした贅沢なひと時をお過ごしください。

セントラルカリマンタンの南西端にあるタンジュンプティン
国立公園（面積33.5万ヘクタール）はオランウータンの住む
原始の森を保護しています。
公園内にあるクリニックでは、孤児の赤ちゃんオランウータ
ンに出会えるかも？

コモド国立公園へコモドドラゴンウォッチン
グへ！

宿泊ホテルにもこだわりました！フローレス島ではプライベートビーチを持つリゾートホテル

ビーチにある桟橋 ベッドルームの一例 ビーチにあるハンモック

国立公園内にはオラン
ウータンの他にもボルネ
オテングザル、カニクイ
ザル、テナガザル、サイ
チョウやカワセミをはじ
め、森林の奥深くや湿地
に棲息する200種以上の
鳥類が生息しています。

コモド国立公園は世界最大のトカゲ、コモドドラゴンが生息
する事で知られています。コモドドラゴンは木にも登れ、泳
ぐこともできます。
今回は、コモドドラゴンが生息するコモド島とリンチャ島へ
ご案内します！



日程

主な訪問地 スケジュール 食事

1
東京
ジャカルタ

羽田空港集合。
空路、ジャカルタへ。
到着後、ホテルへ。
ホテルにてチェックイン
夕食後、ホテルへ。

－
機内食
夕食

ジャカルタ泊

2

ジャカルタ/
パンカランブーン/
クマイ/
タンジュンプティン国立
公園

早朝、ホテルにて朝食。
専用車にてホテルより空港へ。
空路、インドネシア都市経由パンカランブーンへ。
到着後、専用車とボートを乗り継ぎクマイを通り、タンジュンプティン国立公園を目指します。
午後は、トラディッショナルリバーボートに乗り、サル等を探しに行きましょう。
ロッジにて夕食。

朝食
昼食
夕食
タンジュンプティン国立公園泊

3
タンジュンプティン国立
公園

午前、ロッジにて朝食。
ジャングルの更に奥地のキャンプへ、オラウータンを探しに行きます。
途中、リハビリセンターへ立ち寄ります。
キャンプへ到着後、周辺トレイルを散策します。
野生のオラウータン、テナガザルや鳥の観察のチャンスです。
午後、ボートにて昼食。
午後は、フィーディングステーションへリハビリ中のオラウータンの観察へ。
ロッジにて夕食。

朝食
昼食
夕食
タンジュンプティン国立公園泊

4

タンジュンプティン国立
公園
クマイ/
パンカランブーン/
デンパサール

午前、ロッジにて朝食。
ボートと専用車を乗り継ぎ、パンカランブーン空港へ。
空路、デンパサールへ。
到着後、ホテルへ。
ホテルまたはレストランにて昼食。
ホテルにてごゆっくりお過ごしください。
夕刻、専用車にて、ジンバランへ。
ビーチにあるローカルレストランにて夕食。

朝食
昼食
夕食

バリ泊

5
デンパサール/
ラブアンバジョ

早朝、ボックス朝食。
空路、ラブアンバジョへ。
到着後、ボート乗り場へ。
コモド島到着後、レンジャーと共にコモドドラゴンを探しにトレイルを歩きます。
その他野生の豚・鹿・鳥などもご覧頂けます。
昼食・夕食は船内にて頂きます。

弁当
昼食
夕食

ボート泊

6
コモド島/
リンチャ島/
カロング島

船内にて朝食。
終日、コモドドラゴンを探しに、コモド島・リンチャ島・カロング島を巡ります。
シュノーケルもお楽しみ頂けます。オオコウモリがたくさん見れるカロング島近くへ停泊します。
昼食・夕食は船内にて頂きます。

朝食
昼食
夕食

ボート泊

7
フローレス島ラブアンバ
ジョ

午前、船内にて朝食。
ラブアンバジョへ戻ります。
途中、ビーチが淡いピンク色で美しい、ピンクビーチでの海水浴やシュノーケルをお楽しみくださ
い。
午後、ラブアンバジョ到着後、ローカルレストランにて昼食。
その後、ローカルマーケットを散策します。島の人々の暮らしを垣間見てみましょう。
散策後、ホテルへ。
午後は海辺のリゾートホテルにてごゆっくり船旅の疲れを癒してください。
ホテルにて夕食。

朝食
昼食
夕食

ラブアンバジョ泊

8
フローレス島ラブアンバ
ジョ/
デンパサール

午前、ホテルにて朝食。
朝食後、空港へ。
空路、デンパサールへ。
バリ島到着後、ホテルへ。
午後、チェックイン後は、ホテルにてごゆっくりお過ごしください。
夕食後、空港へ。
着後、チェックイン。

朝食
昼食
夕食

バリ泊

9
デンパサール/
東京

早朝、空路、成田へ。
成田空港到着。
お疲れ様でした。

機内食
－
－



旅行代金

出発日

2017年3月18日（土）出発

旅行代金：498,000円

一人部屋追加代金：60,000円

予定空港税及び燃油料：9,230円
（2016年8月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：ガルーダインドネシア、大韓航空、シンガポール航空
発着地：往路：羽田空港 復路：成田空港
食事：朝7回、昼7回、夜8回 ※機内食は含みません
添乗員：生涯感動スタッフが同行します。
催行最小人員：4名
旅行代金に含まれないもの：燃油サーチャージ及び空港税、日程表に記載されてい
ないサービス、海外旅行保険、ソフトドリンク・アルコール等のお飲物
フリータイム時のアクティビティー費用、その他個人費用、ガイドやドライバーへ
のチップ

宿泊ホテル

ジャカルタ：FM 7 リゾート ホテル
バリ：パトラ ジャサ バリ リゾート＆
ヴィラ
ラブアンバジョ：プラタラン コモド
ビーチリゾート
タンジュンプティン国立公園：リンバ
エコロッジ

ツアーを作った大塚からのご挨拶

こんにちは。大塚温菜と申します。
インドネシアは野生のオラウータンに出逢うことが出来る唯一
の場所です。今回は、タンジュンプティン国立公園内内のエコ
ロッジに宿泊し、オラウータンに一番近い場所で眠ることが出
来ます。私と一緒にインドネシアへ行きませんか？



【写真家 田中雅美と行く】たっぷり撮影を楽しむオーロラ観賞6日間付！
極北の神秘に触れる旅 イエローナイフ8日間

春に出現する珍しいパープルオーロラを追い
かける！観測率の高い4月出発！

大手旅行会社が募集している従来のオーロラ撮影では、満足
できなくなった方へのオーロラ撮影ツアーです。同行する田
中先生と一緒に専用車をチャーターし、夜のイエローナイフ
をオーロラハンティングします！
この出発日も、田中先生が長年オー
ロラ撮影をされて培ったデータを分
析し、鑑賞率の高い日付を割り出し
ています。
冬ならではの樹氷とオーロラの
コラボ、真っ白な雪原に華の様に
乱舞するオーロラ等、撮影ポイン
トを知り尽くした田中先生の絶景
ポイントにお連れいたします！
もちろん！撮影に自信のない方も
田中先生に撮影のレクチャーをし
ていただきます。

自然写真家・田中雅美のプロフィール紹介

キッチン付のお部屋をご用意！住むように暮らしながらオーロラを追いかけます。

幼少期より写真に興味を持ち、18歳の時には自宅に暗室作
り、写真に没頭する。
写真学校を卒業しフィルム会社で手焼きに従事した後、2年
で独立し、ネイチャーフォト全般の撮影を始める。
ヤマセミに魅了され、12年間撮影に没頭した後、1998年よ
り北緯60度以上の自然撮影を始める。
カナダで８年かけて撮影した写真集パノラマオーロラなど書
籍も多数刊行、NHKを始めとしたメディアにも多数出演。

キッチンのイメージ（一例） 浴室イメージ

ツアーの
魅力

profile

宿泊施設

リビングルームのイメージ（一例）

写真はキャピタルスイートホテルのお部屋の一例です。長期滞在におすすめのホテルとなっています。



日程

旅行代金

出発日

2017年4月21日（金）出発

旅行代金：498,000円
一人部屋追加代金：93,000円
予定空港税及び燃油料：4,670円（2016
年7月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：エアカナダ(エコノミークラス）
発着地：成田空港
食事：朝0回、昼0回、夜2回 ※機内食は含みません
添乗員：生涯感動スタッフが同行します。
催行最小人員：8名
※カナダの入国にはeＴＡの登録が必要となります。詳細は予約担当者へご確認くだ
さい。

宿泊ホテル

イエローナイフ：キッチン付のお部屋
フィットネスルーム、ビジネスセンター、
ランドリーも完備の長期滞在におすすめ
のホテルです！

イエローナイフはオーロラを
観測するにふさわしい条件が
揃っています。
まず一つ目は、高い晴天率！
オーロラは雲の上の気象現象
なのですが、イエローナイフ
は海からも離れている内陸性
の気候なので雲が発生しづら
く晴天率が高い場所です。
二つ目は、驚異的な観賞率！
オーロラが現れやすい北緯
65～70度に沿った地域
「オーロラベルト」に属して
いる場所です。

ツアーを作った渋谷からのご挨拶

田中雅美先生同行のオーロラ撮影ツアーなので、オーロラ撮影が
初めての方、不慣れな方でも安心です。また、通常の一箇所での
オーロラ観測ではなく様々な場所での撮影を予定していますので、
より魅力的なオーロラ撮影ができます！

オーロラ待ち時間にうれしい！
あたたかい飲み物+スナック
付！



エクアドルアマゾンとガラパゴス諸島へ動植物に癒される旅13日間

エクアドルアマゾンに生息する鳥類は1,640種類以上。他にも珍しい動物たちがいっぱいです。バードウォッチング、丸木カ
ヌーでのジャングル探検、ナイトジャングルウォークで様々な動植物に逢いに行きます。野鳥の楽園ミンドでは、世界一美しい
とされる「ケツァール」に出逢えるかもしれません。

ヤスニ国立公園では、園内唯一の野生動物、野鳥に一番近いロッジに宿泊！

コシアカミドリチュウハシ

世界自然遺産第一号「ガラパゴス諸島」へ！サンタクルス島＆イサベラ島宿泊

バルトラ空港到着後は、ゾウガメ、フィンチ、アオアシカツオ
ドリ、リクイグアナ、ウミイグアナ、アシカやアカメカモメな
どが多く生息するサンタクルス島へ上陸します。滞在2日目は
ビーチへ、シュノーケリングに出かけます。カラフルな熱帯魚
を見に行きましょう。

サンタクルス島 イサベラ島

ガラパゴス諸島の中で一番大きな島、イザベラ島。ゾウガメ繁
殖センター、フラミンゴラグーンや塩水湖などを訪れます。こ
こでも多くの生物、ガラパゴスアシカ、ウミイグアナなどに出
逢うことが出来ます。
また、ガラパゴス諸島は約500～1000万年前の火山活動で出
来た島々です。火山活動の歴史などについても現地ガイドから
紹介いたします。

アカホエザル ケツァール



日程

主な訪問地 スケジュール 食事

1 東京/北米都市/キト

東京から、空路北米都市へ。
*********日付変更線通過**********
着後、乗換えて北米都市より空路キトへ。
キト空港着後、日本語ガイドが出口にてお出迎えし、エアポートホテルへ向かいます。

機内食
機内食
機内食

キト泊

2
キト/
コカ/
ヤスニ国立公園

ホテルにて朝食。
日本語ガイドとともに空港へ。
飛行機にてコカへ向かいます。
着後、英語ガイドと合流。アマゾンジャングルロッジへ
専用車にてプエルトフランシスコデオレジャナへ。
モーターカヌーにて、約2時間かけてアマゾン川上流のナポ川を下ります。（約1.5時間）

朝食
昼食
夕食

アマゾン泊

3 ヤスニ国立公園

早朝よりバードウォッチングツアー。
昼食時にはロッジに戻り、少し休みます。
午後は、キチュワアニャング族のコミュニティーを訪れます。
夜は、ナイトウォークにも参加いただけます。

朝食
昼食
夕食

アマゾン泊

4 ヤスニ国立公園

朝食後、約36mの高さのキャノピータワーへ出かけます。
昼食時にはロッジに戻り、少し休みます。
休憩後は、アマゾンのさらに奥地へ向かいます。
ロッジにて夕食。

朝食
昼食
夕食

アマゾン泊

5

ヤスニ国立公園/
コカ/
キト/
ミンド

早朝カヌーにて、珍しい鳥やカワウソ等アマゾンでの動植物観察の最後のチャンスです。
その後、ロッジを出発しナポ川キトへと向かいます。
キト空港到着。
空港にてガイドと合流後、雲霧林ミンドへ向かいます。(約2時間)
道中プルラウラ火山の望めるローカルレストランにて昼食。
昼食後、ミンドのロッジへ。
ロッジ到着後、バードウォッチングへ。
ロッジにて夕食。

朝食
昼食
夕食

ミンド泊

6

ミンド

キト

ロッジにて朝食。
野鳥の楽園ミンドにてバードウォッチングへ。
ローカルレストランにて昼食
終了後、キトのホテルへ。

朝食
昼食
夕食

キト泊

7
キト/
ガラパゴス諸島

ホテルにて朝食。
◎ご利用航空便により、BOXの朝食利用や、ご利用頂けない場合もございます。
日本語ガイドとともに空港へ。
日本人スタッフの同行により、チェックインをいたします。
空路グアヤキル経由、バルトラ空港(ガラパゴス諸島)へ。
英語ナチュラリストガイドの案内により桟橋へとバスにて向かいます。（5分）
レストランにて昼食。
昼食後、プリミシアス農場へ。野生のゾウガメやフィンチをご覧頂けます。

朝食
昼食
夕食

サンタクルス島プエ
ルトアヨラ泊

8 ガラパゴス諸島

ホテルにて朝食。
ノースセイモア島終日観光。
ボートにて昼食。
午後は、ビーチにてシュノーケル。
ローカルレストランにて夕食。

朝食
昼食
夕食
サンタクルス島泊

9 ガラパゴス諸島

ホテルにて朝食。
モーターボートにてプエルトアヨラからイサベラ島へ出発。（約2時間半）
レストランにて昼食。
ウェットランド徒歩観光。
ローカルレストランにて夕食。

朝食
昼食
夕食

イサベラ島泊

10 ガラパゴス諸島

ホテルにて朝食。
午前中は、観光。
ボートにて昼食。
混載ボートにて、サンタクルス島へ。（約2時間半）
プエルトアヨラのレストランにて夕食。

朝食
昼食
夕食

サンタクルス島泊

11
ガラパゴス諸島/
キト

早朝、チャールズダーウィン研究所へお連れします。
ホテルに戻り、朝食。
朝食後、ホテルをチェックアウトし空港へ。
空路、キトへ。
キト到着
旧市街のレストランにて夕食。
夕食後、空港へ。
深夜、空路北米都市へ。

朝食
機内食
夕食

機内泊

12
キト
北米都市

北米都市着後、お乗換え。
空路、東京へ。
*********日付変更線通過**********

機内食
機内食
機内食

機内泊

13 東京
東京着
お疲れ様でした。



旅行代金

出発日

2017年6月7日（水）出発

旅行代金：1,070,000円

一人部屋追加代金：135,000円

予定空港税及び燃油料：15,500円
（2016年7月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、アエ
ロメヒコ航空
発着地：東京（成田空港または羽田空港）
食事：朝10回、昼9回、夜10回 ※機内食は含みません
添乗員：生涯感動スタッフが同行します。
催行最小人員：4名
旅行代金に含まれないもの：ガラパゴス諸島入島税（1名）：US$100、トランジッ
トコントロールカード（1名）：$20、ソフトドリンク、アルコール等のお飲みもの、
チップ、海外旅行保険

宿泊ホテル

キト：ウィンダムホテル
アマゾン：ナポワイルドライフセンター
ミンド：サチャタミアロッジ
サンタクルス島：フィエスタホテル
イサベラ島：イグアナクロッシング 又
は同等クラスホテル・ロッジ

ツアーを作った大塚からのご挨拶

大塚温菜と申します。
エクアドル、ガラパゴス諸島でしか逢えない動物達にフォーカ
スしたツアーです。動物好きにはたまらない13日間です。
是非一緒に行ってみませんか？
英語、スペイン語が得意なので、皆様が旅を快適に過ごせるよ
う全力でサポートいたします！



レンソイスとダイヤモンドの台地・シャパーダジアマンチーナをハイキング13日間

シャパーダ・ジアマンチーナ国立公園の
奥地にあるブラカオ滝＆フマサ滝

広さ約15万ヘクタールの真っ白な砂の大地と、青いラグーンが美しい光景を作り出します。この砂丘群の間にできる湖は雨季に
降った雨が溜まったもので、泳いだり、水遊びができます。雨期明けにしか見られない絶景で、乾季になると水は干上がってし
まいます。
レンソイスという由来は、美しい純白の砂浜と湖が無数に分布する風景が特徴的な地域。
真っ白なシーツのような姿から、ポルトガル語でレンソイスと名づけられたようです。

ブラオカ滝、フマサ滝とも
にシャパーダ・ジアマン
チーナ国立公園の奥地にあ
るため、ハイキングでしか
辿りつけません。
ブタオカ滝は、滝壺まで泳
ぐことも可能です。
フマサ滝は、高さが400m
もあり、迫力満点です。
どちらも秘境中の秘境で簡
単に行くことができないか
らこそ、貴重な体験となる
でしょう。

ブラジルグルメを食べ尽くす！

永遠に続く白い砂漠レンソイス・マラニャンセス国立公園＆砂漠でキャンプ

レンソイスの湖 上空からの眺め トレッキング

フマサ滝

ブラジルを代表する料理、シュ
ハスコ、アフリカの次に黒人が
多い町、サルバドールが生んだ
料理ムケカなどたくさんの食文
化も体感していただきます。

ブラジル料理（イメージ） シュハスコ



日程

主な訪問地 スケジュール 食事

1 成田空港
夕刻、成田空港集合。
航空機にて空路、乗り継ぎ都市へ。
---------------- 日付変更線通過 --------------- 機内泊

2
バヘリーニャス
レンソイス国立公園

午前、ホテルにて朝食。
四輪駆動の専用車にてレンソイス・マラニャンセス国立公園へ。（所要1時間）
レンソイスハイキング（初級・歩行距離3㎞・歩行時間2時間）
レンソイスにて夕食。（国立公園内の為火が使えませんので簡単な夕食となります）
天気が良ければ天の川など星空観察をお楽しみください。

朝食
昼食
夕食

テント泊

3
サンパウロ空港/
バヘリーニャス

午前、ホテルにて朝食。
午後、航空機にて空路、サンルイスへ。
着後、専用車にてバヘリ―ニャスへ。(所要4時間、250km）
バヘリーニャスはレンソイス・マラニャンセス国立公園の玄関口です。
着後、ホテルにてチェックイン。
ホテルにて夕食。

朝食
昼食
夕食
バヘリーニャス泊

4
バヘリーニャス/
レンソイス国立公園

ホテルにて朝食。
終日、四輪駆動の専用車にてレンソイス・マラニャンセス国立公園へ。（所要1時間）
レンソイスハイキング（初級・歩行距離3㎞・歩行時間2時間）
レンソイスにて夕食。（国立公園内の為火が使えませんので簡単な夕食となります）
天気が良ければ天の川など星空観察をお楽しみください。

朝食
昼食
夕食

テント泊

5
レンソイス国立公園
バイクザグランデ

レンソイスにて朝食。（国立公園内の為火が使えませんので簡単な朝食となります）
バイクサグランデ村までハイキング（初級・歩行距離6㎞・歩行時間3時間30分）
村にて昼食。自由行動。
村にて夕食。

朝食
昼食
夕食

テント泊

6

バイクザグランデ/
リオネグロ/
アティンス村/
バヘリーニャス

午前、バイクザグランデにて朝食。
朝食後、リオネグロまでのハイキングをお楽しみください。（初級・歩行距離6㎞・歩行時間3時間30分）
着後、四輪駆動の専用車にてアティンス村へ。
観光後、プレグイカス川をボートにてバへリーニャスへ。（混載）
着後、ホテルにてチェックイン。
ホテルにて夕食。

朝食
昼食
夕食
バヘリーニャス泊

7
バヘリーニャス/
サンルイス空港/
サルバドール空港

午前、ホテルにて朝食。
現地係員とともにバヘリーニャスの空港へ。
午後、レンソイス遊覧飛行（約30分）遊覧飛行をお楽しみください。
遊覧飛行後、陸路、サンルイスの空港へ。
航空機にてサルバドールへ。（乗り継ぎあり）
着後、現地係員とともにホテルへ。

朝食
昼食
夕食

サルバドール泊

8

サルバドール/
レンソイス（バイーア）
空港/
ムクジェ

ホテルにて朝食。
午前、自由行動。
午後、レストランにて昼食。
航空機にて空路、レンソイス（バイーア）へ。
着後、現地係員とともにムクジェのホテルへ。（移動約2時間）
着後、ホテルにてチェックイン。
ホテルにて夕食。

朝食
昼食
夕食

ムクジェ泊

9

ムクジェ/
ディアマンティーナ国立
公園/
レンソイス（バイーア）

午前、ホテルにて朝食。
朝食後、現地係員とともにイビコアラへ。
ブラカオの滝までのハイキングをお楽しみください。ハイキング後、現地係員とともにレンソイス（バイー
ア）ホテルへ。
着後、ホテルにてチェックイン。
レストランにて夕食。

朝食
昼食
夕食

レンソイス泊

10
ディアマンティーナ国立
公園/
レンソイス（バイーア）

午前、ホテルにて朝食。
朝食後、現地係員とともに終日ハイキングをお楽しみください。
※バレ・ド・パカオ（湖）、フマカの滝のハイキングをお楽しみください。
昼食はお弁当。
ハイキング後、現地係員とともにレンソイス（バイーア）ホテルへ。
レストランにて夕食。

朝食
昼食
夕食

レンソイス泊

11

レンソイス（バイーア）
空港/
サルバドール空港/
サンパウロ空港

ホテルにて朝食。
現地係員とともにレンソイス（バイーア）の空港へ。
航空機にて空路、サルバドールへ。
着後、現地係員とともにレストランへ。
レストランにて昼食。
現地係員とともに半日サルバドール市内観光へご案内いたします。
観光後、サルバドールの空港へ。
航空機にて空路、サンパウロへ。
着後、お乗り継ぎ。

朝食
昼食

機内泊

12
サンパウロ空港
乗り継ぎ都市

深夜、航空機にて空路、乗り継ぎ都市へ。
着後、お乗り継ぎ。

機内泊

13
乗り継ぎ都市
成田空港

午後、航空機にて空路、成田へ。
お疲れ様でした。



旅行代金

出発日

2017年7月6日（木）出発

旅行代金：888,000円

一人部屋追加代金：70,000円

予定空港税及び燃油料：75,700円
（2016年7月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：カタール航空、エミレーツ航空、ユナイテッド航空、
デルタ航空、アメリカン航空
発着地：成田空港
食事：朝9回、昼8回、夜8回 ※機内食は含みません
添乗員：生涯感動スタッフが同行します。
催行最小人員：4名
旅行代金に含まれないもの：海外旅行傷害保険、ブラジルビザおよびビザ申請代金、
その他個人的費用
※黄熱病予防接種について：予防接種の証明書は要求されませんが、予防接種が推
奨されています。

宿泊ホテル

サン・パウロ：モナコ・コンベンショ
ン・ホテル
バヘリーニャス：グラン・ソラーレ・レ
ンソイス・ホテル
レンソイス国立公園：テント
バイクザグランデ村：テント
サルバドール：ゴルデン・チューリッ
プ・ホテル、ムクジェ/アルピナ・ホテル
レンソイス（バイーア）：ホテル・カン
ト・ダス・アグアス又は同等クラス

ツアーを作ったイサックからのご挨拶

こんにちは。ガルシア 門井 イサック アントニオと申しま
す。
日本生まれ、ベネズエラ育ちの日本人とベネズエラ人の
ハーフの私が、ブラジルの秘境へと皆様をご案内いたしま
す。ブラジルの魅力をたっぷり詰め込んだ魅力あるツアー
の中では、レンソイス砂漠にテント泊や、絶景の滝へハイ
キング＆スイミングをしたり、充実した13日間はあっとい
う間に過ぎること間違いありません！是非、一緒にブラジ
ルの奥地まで訪れてみませんか？



ヘリコプターで行く！カナディアンロッキーのマウンテンロッジ滞在の旅 9日間

エメラルドレイク、モレーンレイク、ロッキー山脈、氷河、
エメラルドグリーンの湖などカナディアンロッキーを代表
する景色を体験することができます。

カナディアンロッキーにある隠れ家ロッジへは、ヘリで
一っ飛び。山の上とは思えないほどの快適な滞在をお楽し
みください。

カナディアンロッキーにある隠れ家ロッジ、ヘリコプターで山上の楽園へ。
山岳ロッジならではのロケーション、絶景、ワイルドフラワーなど下界では見られない景色をお楽しみください。

エメラルドレイク

高山植物インディアンペイントブラシ ハイキングの様子

ロッジ内の食堂

ロッジでの食事 ロッジ内のリビング

お部屋の一例

大自然カナディアンロッキーの景色を大満喫 宿泊ロッジへはヘリコプターで送迎！



日程

旅行代金

出発日

2017年 7月25日 （火）出発

旅行代金：648,000円

一人部屋追加代金：59,000円
※山岳ロッジは相部屋となります。

予定空港税及び燃油料：7,160円
（2016年7月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：エア・カナダ
発着地：成田空港
食事：朝7回、昼7回、夕8回 ※機内食は含みません
添乗員：同行
催行最小人員：6名
旅行代金に含まれないもの：海外旅行保険（必ずご加入ください。）、お飲物の
チップやその他個人的費用
※カナダの入国にはeＴＡの登録が必要となります。詳細は予約担当者へご確認くだ
さい。

ツアーを作った岩橋からのご挨拶

こんにちは。岩橋と申します。
カナディアンロッキーの魅力といえば、氷河を頂いた山並み
の景色、インディアンペイントブラシ（ゴマノハグサ）を代
表とする色とりどりの高山植物、言葉を失い、立ち尽くすほ
どの美しい様子のエメラルドレイクです。このツアーは、カ
ナダでしか味わえない自然を思う存分満喫する9日間の旅で
す。日常を忘れてカナダの自然に身を任せに一緒に行きませ
んか？

宿泊ホテル

レイクルイーズ：レイクルイーズ
山小屋：テーラスロッジ
バンフ：ターミガンイン又は同等クラス



ブラジル・パンタナール湿原のジャガーと乾燥熱帯林のワイルドライフを追う旅

世界で一番背の高いイヌ科”タテガミオオカミ”
に逢いに行く！

タテガミオオカミは南米の
イヌ科動物の最大種のオオ
カミです。現在、生息数は
少なく、絶滅危惧種に登録
されています。
太陽で山々が真っ赤に染ま
り始める日没前、タテガミ
オオカミはキャンプサイト
にひょっこり顔を出します。
彼らの目的はキャンプやそ
の周辺に生息するネズミを
捕まえること。30～90分程、
狩りを楽しんだ後、彼らは
また姿を消します。 タテガ
ミオオカミを身近に見られ
るのは、世界中でもバレイ
ラスのキャンプだけです。

アゴヒゲオマキザルの特徴
は、体毛が黄褐色で、頭部
と四肢と尾の先が黒くなっ
ています。
人間以外にこんなにも道具
を器用に使う動物を見たこ
とがありますか？
アゴヒゲオマキザルは、重
い石を巧みに使い、1日に
朝と夕の2回、砂が敷かれ
た石のくぼみにヤシの実を
置いて叩き割ります。
今では、私達訪問客を気に
することなく、いつも彼ら
がそうするように、堂々と
私達の目の前でヤシの実割
りをします。

過去ツアーでは、ジャガー遭遇率100％を誇る実績があります。ジャガーはトラ、ライオンに続く大きさでアメリカ大陸最大の
ネコ科の動物です。
以前は北米にも生息していましたが、美しい毛皮から狩猟対象とされ、絶滅危惧種となりました。
現在は、アマゾン川流域の深いジャングルにのみ生息し、今回のツアーでは、奇跡的にジャガーが密集している地域を訪れ彼ら
を求めて探検します。
ジャガーウォッチングの中心地に位置する、立地抜群のホテル「ホテルパンタナールノルテ」に宿泊。大きいプール、ゆったり
としたベッドルーム、広々とした食堂など、設備も十分整っているホテルです。

弊社は日本で唯一、ジャガーウォッチングツアーを専門に扱っています！

ボートからウォッチング 草むらに横たわるジャガー ホテルのボート乗り場

石で器用にヤシの実割りをする”アゴヒゲオマ
キザル”に逢いに行く！



日程

主な訪問地 スケジュール 食事

1 羽田空港 夜、羽田空港に集合します。
機内泊

2
ドバイ/
サンパウロ/
ブラジリア

航空機にて、空路ドバイへ。
早朝、ドバイ着。着後、お乗継。
朝、航空機にて、空路サンパウロへ。
*****日付変更線通過*****
夕方、サンパウロ着。着後、お乗継。
航空機にて、空路ブラジリアへ。
夜、ブラジリア着。着後、シャトルバスにてブラジリアのホテルへ。

機内食
－
－

ブラジリア泊

3
ブラジリア/
バレイラス

午前、ホテルにて朝食。
シャトルバスにてブラジリア空港へ。
午後、航空機にて、空路バレイラスへ。
到着後、約240km離れたキャンプへ向かいます。(約4時間）
野生動物観察ツアーをお楽しみください。

朝食
－
夕食

キャンプ泊

4 バレイラス

早朝、目覚めのコーヒーと軽い朝食を食べた夜明け頃、“ヒヤシンス”と呼ばれる建物に身をひそめます。
コンゴウインコたちがヤシの実を食べに訪れるのを待ちましょう。
観察後に、しっかりとした朝食をとります。
朝食後は壮大な崖を眺めたり、野鳥を探しましょう。
夕方、アナフクロウ、アオノガンモドキ、レア、アオコンゴウインコに逢えるかもしれません。
夕方にはイヌ科で一番背の高い絶滅危惧種のタテガミオオカミを探しに行きます。

朝食
昼食
夕食

キャンプ泊

5 バレイラス
バレーキャンプに戻ります。
途中、樹齢100年以上のマンゴーの木の枝にとまる、クロホエザルに逢えるかもしれません。

朝食
昼食
夕食

キャンプ泊

6 バレイラス

午前、車で世界的にも有名なアオヒゲオマキザルのいる場所に向かいます。
栄養豊富なパームナッツを、厳選した火成岩で砕いて開ける様子は見られるでしょうか？
この様子を見られるのはここだけ。私達を大喜びさせてくれるでしょう。
午後からは、キャンプに戻り思い思いにお過ごしください。
スミレコンゴウインコや、タテガミオオカミに逢えるラストチャンスです。

朝食
昼食
夕食

キャンプ泊

7
バレイラス/
ブラジリア/
クイアバ

午前、朝食後、混載車にて空港へ。
到着後、航空機にて空路ブラジリアへ。
ブラジリア到着後、お乗継。
午後、航空機にて、空路クイアバへ。
着後、ホテルへ。

朝食
昼食
夕食

クイアバ泊

8
クイアバ/
ポルトジョフレ

終日、パンタナール縦断道路を野生動物を探しながら、ポルトジョフレへ。
ハゲコウ、ワニ、ノスリなどワイルドライフをお楽しみください。
到着後、ホテルにてチェックイン。
ボートにて早速、サンロレンソ川をジャガーウォッチングに出かけます。
ジャガー、ワニ、ジャイアントカワウソ、カピバラなどどんな野生動物と出会えるでしょう。

朝食
昼食
夕食

ポルトジョフレ泊

9 ポルトジョフレ
終日、サンロレンソ川のジャガーウォッチングをお楽しみください。
今日もジャガー、ワニ、ジャイアントカワウソ、カピバラなどどんな野生動物と出会えるでしょう。
パンタナールでの朝日や夕日も見逃せません。

朝食
昼食
夕食

ポルトジョフレ泊

10 ポルトジョフレ
終日、サンロレンソ川のジャガーウォッチングをお楽しみください。
最終日、ジャガー、ワニ、ジャイアントカワウソ、カピバラなどどんな野生動物と出会えるでしょう。
パンタナールでののんびりした滞在をお楽しみください。

朝食
昼食
夕食

ポルトジョフレ泊

11
ポルトジョフレ/
クイアバ空港/
サンパウロ空港

午前、ホテルにて朝食。
パンタナール縦断道路をクイアバ空港へと向かいます。
航空機にて空路、航空機にて空路、サンパウロへ。

午後、サンパウロ着。着後、お乗り継ぎ。

朝食
昼食

機内泊

12
サンパウロ空港/
乗り継ぎ都市

航空機にて空路、乗り継ぎ都市へ。
着後、お乗り継ぎ。

機内泊

13
乗り継ぎ都市/
羽田空港

航空機にて空路、羽田へ。
お疲れ様でした。



旅行代金

出発日

2017年8月27日（日）出発

旅行代金：998,000円

一人部屋追加代金：98,000円

予定空港税及び燃油料：75,700円
（2016年8月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：カタール航空、エミレーツ航空、アメリカン航空、デ
ルタ航空、ユナイテッド航空
発着地：成田空港
食事：朝9回、昼9回、夜7回 ※機内食は含みません
添乗員：生涯感動スタッフが同行します。
催行最小人員：4名
旅行代金に含まれないもの：海外旅行傷害保険、ブラジルビザおよびビザ申請代金、
その他個人的費用
※黄熱病予防接種について：予防接種の証明書は要求されませんが、予防接種が推
奨されています。

宿泊ホテル

ブラジリア：ブルーツリータワー
バレイラス：サウスワイルドウルフバ
レーキャンプ（指定）
クイアバ：ゴールデンチューリップ
ポルトジョフレ：パンタナールノルテホ
テル（指定）又は同等クラス

ツアーを作った板倉からのご挨拶

こんにちは。板倉と申します。
野生動物観察ツアーの中でもダントツの人気を誇るジャガー
ウォッチング！今回は、ジャガーだけでなく、タテガミオオ
カミ、アゴヒゲオマキザル、アオコンゴウインコ、スミレコ
ンゴウインコ、ジャイアントカワウソ、カピバラなど紹介し
きれないほどの多くの動物たちに逢いに行きます。



カリブーの移動＆満点のオーロラ＆赤い絨毯ツンドラ紅葉の旅8日間

太古の昔から連綿と続くカミヌリアックカリブーた
ちの大移動。そんな神秘の光景を目の当たりにするチャン
スがあるのは カナダの極北ハドソン湾西のバレンズランズ
に建つアークティックヘブンロッジ。 このロッジを起点に、
春の出産のために移動するカリブーたちの大移動を追って
いきます。

約35万頭のカリブーの大移動 冒険家・リチャードが営むアークティックヘブン
ロッジに宿泊する

リチャード氏はカナダ北極圏から、北極点を無補
給・徒歩で往復をした世界で僅か2名しかいない、その1人
です。 極北での滞在と言っても、食事、宿泊施設にも気を
配られていて、快適な時間を過ごすことができます。夜に
は暖炉を囲んで、リチャードの探検談に耳を傾けてみませ
んか！？

やっぱりカナダに来たのであれば、必ず見たいオーロラ！

ロッジの上空はオーロラベルトに位置しています。 宿泊者のみのプライベートのオーロラがロッジの窓、デッキ、丘
の上からなど思い思いの場所から観察、撮影ができます。
オーロラは一晩中、見ていても様々な模様を空に映し出し、飽きることはないでしょう。カナダ、極北のオーロラスペクタク
ルをお楽しみいただけます。

オーロラ観賞 オーロラ観賞 ロッジとオーロラ



日程

旅行代金

出発日

2017年9月18日（月）出発

旅行代金：830,000円

一人部屋追加代金：150,000円
予定空港税及び燃油料：4,830円
（2016年4月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：エアカナダ(エコノミークラス）
発着地：成田空港
食事：朝5回、昼4回、夕6回 ※機内食は含みません
添乗員：同行
催行最小人員：8名
旅行代金に含まれないもの：海外旅行保険（必ずご加入ください。）、お飲物の
チップやその他個人的費用
※カナダの入国にはeＴＡの登録が必要となります。詳細は予約担当者へご確認くだ
さい。

ツアーを作った板倉からのご挨拶

こんにちは。板倉と申します。
日本人にはまだ知られていないカナダの魅力を発信し、各地
を自分の足で歩くことに喜びを感じています。カナダ先住民
については10年以上勉強してきています。カナダの自然を通
し、みなさまに何千年も繰り返されてきた動物、人の営みを
知っていただきたいと思っております。

宿泊ホテル

イエローナイフ：エクスプローラーホテ
ル
カミンヨーリーアック：アークティック
ヘブンロッジ

アクティビティのベリー摘みも楽
しめます。

アクティビティのトラウトフィッ
シング。レイクトラウト、コチマ
スなどが釣れます。

カリブーの他にも狼、クズリ、ブ
ラックベア、グリズリーベアなど
沢山の野生動物が生息しています。



カナダ・チャーチル シロクマ紀行2017

10月下旬～11月中旬に、カナダ、ハドソン湾南端の町チャーチルへ続々とシロクマが集結します。
別名、ポーラーベアーキャピタル（白クマの首都）と呼ばれています。巨大なハドソン湾は冬になると結氷しますが、結氷す
ると北極への道が陸路となり開かれます。白クマは、アザラシが大好物で、そのアザラシの多くは北極に生息しています。 す
なわち、お腹を空かせた白クマは、ハドソン湾が結氷すると一目散に北極へと向かい、アザラシハンティングへと出掛けるの
です。 チャーチルは、ハドソン湾で一番早く結氷し、一番遅くにその氷が溶けると言われています。その為、１年のうちの短
いこの時期限定で、チャーチルという狭いエリアに白クマが大集結するのです。

年に一度のこの季節だけのチャンス！絶大な人気を誇るシロクマ観察ツアー
生涯感動で催行されたツアーでは、100％の観測率を記録し続けています！

見所は

移動はツンドラバギーで ダンシングシロクマ

大接近！ドアップ雪を枕に寛いでいるシロクマ

たくさんのシロクマ

バギーに大接近のシロクマ



日程

旅行代金

出発日

2017年10月30日（月）出発

旅行代金：598,000円

一人部屋追加代金：63,000円

予定空港税及び燃油料：21,230円
（2016年6月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：エアカナダ（エコノミークラス）、デルタ航空（エコ
ノミークラス）
発着地：成田空港
食事：朝2回、昼2回、夕1回 ※機内食は含みません
添乗員：同行
催行最小人員：6名（定員10名）
旅行代金に含まれないもの：海外旅行保険（必ずご加入ください。）、お飲物のチッ
プやその他個人的費用
※カナダの入国にはeＴＡの登録が必要となります。詳細は予約担当者へご確認くだ
さい。

ツアーを作った岩橋からのご挨拶

こんにちは。岩橋と申します。
シロクマ観察ツアーは弊社で一番人気のツアーです。2016
年も売出しとともに完売御礼になりました。2017年の募集
はこれからですが、既にお問い合わせが多数ございます。シ
ロクマに興味がある方はお早めにお問い合わせください。
シロクマのおっとりとした動き、可愛らしい顔をツンドラバ
ギーに乗って一緒に見に行きませんか？

宿泊ホテル

ウィニペグ：フォーポイントシェラトン
ウィニペグエアポート又は同等クラスホ
テル
チャーチル：ツンドライン又は同等クラ
スホテル



ペンギンたちの楽園”フォークランド諸島”を訪ねる癒しの旅13日間

イワトビペンギン、キングペンギンなど5種類のペンギンが生息するサウンダース島、アツモリソウやバニラデ
イジーなどが生息するぺブル島は、各2連泊します！

古くから羊の放牧が行われていたシーライオン島ですが、ウールの価格下落とともに、放牧は衰退し、現在は野生動物、
鳥類の宝庫になっています。特に、フォークランド諸島最大の象アザラシ生息地となっており、その迫力に圧倒されることで
しょう。滞在するロッジ周辺には、散策の出来るエリアにたくさんのペンギンたちが生息しています。まるで共同生活をしてい
るかのような錯覚におちいります。

サウンダース島はマユグロアホウドリをはじめ、5種類のペンギンが生息し、自然の景観の美しさから世界でも有数の被写体と
評されています。ぺブル島1869年から入植者によって羊の放牧が始まり、現在も放牧はされています。サウンダース島と同様5
種類のペンギンが生息し、アツモリソウやバニラデイジーなどを含む5種類の固有植物、フォークランドヒョウモン蝶なども生
息しています。

象アザラシ アルバトロス 島の景色

魅
力
1

キングペンギン ジェンツーペンギン イワトビペンギン

ペンギン以外にもシーライオン島の象アザラシ、野鳥をたくさん観察することができます！
魅
力
2



日程

主な訪問地 スケジュール 食事

1
東京（成田）

ダラス

夕刻、空路、アメリカ経由都市へ。
********日付変更線通過********
着後、お乗り継ぎ。
深夜、空路、サンチャゴへ。

－
機内食
機内食

機内泊

2 サンチャゴ

午前、サンチャゴ到着後、サンチャゴ市内観光をお楽しみください。
アルマス広場、カテドラル、セントラルマーケットへご案内致します。
昼食後、ホテルへ。
ホテルにて夕食。

機内食
昼食
夕食

サンチャゴ泊

3
サンチャゴ

フォークランド諸島

早朝、専用車にて空港へ。
空路、ラン航空にてフォークランドへ。
着後、国内線にお乗り継ぎ。
空路、サウンダース島へ。
着後、ホテルへ向かいます。

－
－
夕食
サウンダース島泊

4 フォークランド諸島

サウンダース島にてワイルドライフウォッチングをお楽しみ下さい。
この島では1765年に英国植民地になって以来、今でも羊の放牧が行われており、歴史的にも重要な土地と
なっています。
ネックと呼ばれる細くなった地域はマユグロアホウドリ、イワトビペンギンをはじめ、キングペンギンや象
アザラシなどの生息地となっております。

朝食
昼食
夕食
サウンダース島泊

5 フォークランド諸島

午前、専用車にて空港へ。
空路、ぺブル島へ。
ぺブル島は、フォークランド諸島で一番長いビーチがあり、42種類以上の鳥類が生息しています。
着後、ホテルへ。

朝食
昼食
夕食

ぺブル島泊

6 フォークランド諸島
終日、ぺブル島観光。
1,000ペア以上を超えるアオメウ（ペリカンの仲間）、マゼランペンギン、ジェントゥーペンギン、イワト
ビペンギンなどが生息しています。

朝食
昼食
夕食

ぺブル島泊

7 フォークランド諸島

午前、専用車にて空港へ。
空路、シーライオン島へ。
シーライオン島は、ウール生産のために羊の放牧場が多く作られました。
現在では、ウールのビジネスは廃れており、野生動物天国となっています。

朝食
昼食
夕食

シーライオン島泊

8 フォークランド諸島
終日、シーライオン島観光。
ジェントゥーペンギン、イワトビペンギン、マゼランペンギンが生息しております。この地域では、象アザ
ラシ、アシカや、運がよければオルカ（シャチ）などをご覧いただくことができます。

朝食
昼食
夕食
シーライオン島泊

9 フォークランド諸島

午前、専用車にて空港へ。
空路、スタンレーへ。
午後、スタンレー着後、ボランティアーポイントにてワイルドライフウォッチングをお楽しみください。
キングペンギンのコロニーを観察いたします。
観察後、ホテルへ。

朝食
昼食
夕食

スタンレー泊

10

フォークランド諸島

サンチャゴ

午前、出発まで自由行動。
専用車にてマウントプリーサント空港へ。
※マウントプリーザント空港にて出国税￡22.00のお支払が必要です。
空路、サンチャゴへ。
着後、サンチャゴのホテルへ。

朝食
昼食
－

サンチャゴ泊

11 サンチャゴ

出発まで自由散策をお楽しみください。
専用車にてサンチャゴ空港へ。
空路、アメリカ経由都市へ。
********日付変更線通過********

朝食
－
－

機内泊

12 アメリカ都市
着後、お乗り継ぎ
空路、帰国の途へ。

機内食
機内食
機内食

機内泊

13 東京（成田）
午後、成田到着。
着後、解散。
お疲れ様でした。



旅行代金

出発日

2018年1月4日（木）出発

旅行代金：1,200,000円

一人部屋追加代金：130,000円

予定空港税及び燃油料：14,110円
（2016年8月現在）

ツアー条件

日本発着利用予定航空会社：デルタ航空、アメリカン航空
発着地：成田空港
食事：朝8回、昼7回、夜7回 ※機内食は含みません
添乗員：生涯感動スタッフが同行します。
催行最小人員：4名（最大5名）

宿泊ホテル

サンチャゴ：ホリディインエアポート
シーライオン島：シーライオンロッジサ
ウンダース島：セトルメント
ぺブル島：ペブルロッジ
スタンレー：マルピナハウスホテル又は
同等クラス

ツアーを作った岩橋からのご挨拶

こんにちは。岩橋と申します。
世界有数のペンギン生息地と知られるフォークランド諸島へ、
野生のペンギンをじっくり観察する、ペンギン好きのための
ペンギン三昧のツアーを作りました。
4名限定でフォークランド諸島に滞在し、小型飛行機で島か
ら島へ移動していきます。
一緒にペンギン三昧を味わってみませんか？



10 ．追加代金と割引代金
(1)第 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。（あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を
除きます。）
[1]お 1 人部屋を使用される場合の追加代金。
[2]パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追
加代金。
[3]「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
[4]パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
[5]パンフレット等で当社が「 C ・ F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
[6]国内線特別代金プラン
[7]その他パンフレット等で「×××× 追加代金」と称するもの（ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定
ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等）。
(2)第 7 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。（あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を
除きます。）
[1]パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、 1つの部屋に3 人以上が宿泊することを条件に設定した1人
あたりの割引代金。
[2]その他パンフレット等で「○○○ 割引代金」と称するもの。
11 ．渡航手続、旅券・査証について
(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当
社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身
に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2)渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフ
レット又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。
12 ．旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の
命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行
の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得
ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。
ただし、緊急の場合 においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
13 ．旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂された
ときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。
ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前に
お客様に通知いたします。
(2)当社は本項 (1) の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項 (1) の定めるところにより、その
減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第 12 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用（当該契約内容の変更のためにその提供を受けな
かった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含み
ます。）が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他
の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の
成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代
金を変更します。
14 ．お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の
事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として 10,500 円（消費税込）をい
ただきます。（既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。）また契約上
の地位の譲渡は、当社が 承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関
する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応
じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
15 ．旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
[1]お客様の解除権
ア．お客様は次表に記載した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できます。
ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。

イ．お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a ．旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである
場合に限ります。
b ．第 13 項 (1) に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c ．天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合
において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d ．当社がお客様に対し、第 5 項の (2) に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e ．当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ．当社は本項 (1) の [1] のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込
金）から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し
受けます。また本項 (1) の [1] のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金（あるいは
申込金）全額を払い戻しいたします。
エ．日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合
は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施
いたします。その場合（当社が旅行を実施する場合）、お客様が旅行を取消しされる場合は、所定の取消料が必要
となります。
オ．お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中一部の変更については、ご旅行全体のお取消と
みなし、所定の取消料を収受します。
カ．当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定
の取消料を収受します。
[2]当社の解除権
ア．お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあり
ます。このときは、本項 (1) の [1] のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ．次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a ．お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らか
になったとき。
b ．お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c ．お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d ．お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e ．お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は 4/27 ～ 5/6 、 7/20 ～
8/31 、 12/20 ～ 1/7 に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日よ
り前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 23 日目にあたる日
より前に旅行中止のご通知をいたします。
ｆ ．スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しな
いとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g ．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得
ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能とな
り、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h ．上記 g の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険
情報が出されたとき。（但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお
取消料については、本項 (1) の [1] のエに拠ります。）
ウ．当社は本項 (1) の [2] のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）
から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項 (1) の [2] のイにより旅行契約を解除したときは、既に収
受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
[1]お客様の解除・払い戻し
アお客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ．旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けら
れない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除
することができます。
ウ．本項 (2) の [1] のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなく
なった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合にお

生涯感動 旅行条件書（募集型企画旅行）
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部
となります。
2. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、（株）ｉｓｍ（東京都千代田区九段南 3 丁目 4-5 ／観光庁長官登録旅行業第 1749 号）（以下「当
社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（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、パンフレットまたはインターネットホームページにおいて旅行日程等コース毎の条件
を説明したもの（以下総称して「パンフレット」といいます。）、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日
程表と称する確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます。）及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
（以下「当社約款」といいます。）によります。
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社にて所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ、次表に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申
込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の承諾、
申込金を受領したときに成立するものといたします。

(2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。
この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内
に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場
合、当社は、お申込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項 (2) により申込金を当社が受領したときに、また、郵便又はファク
シミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成
立いたします。
(4)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の
締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら
の責任を負うものではありません。
(7)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任
した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承
諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます（以下、この状態のことを「ウェイ
ティング」といいます）。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努
力をいたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます。（ウェイティングの登録は予約完了を保証するもので
はありません。）ただ し、「当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除の
お申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申
込金を全額払い戻します。
(9)本項 (8) の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立
するものとします。
4 ．お申し込み条件
(1)20 才未満の方は親権者の同意書が必要です。 15 才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。 75
才以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースにより
ご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場
合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の
条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別
の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこ
れに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用
はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現
地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者 / 同伴者の同行などを条件と
させていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めする
か、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は、本項 (1)(2)(3) の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、 (1)(2) はお申し込みの日から、
(3) はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判
断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客
様のご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があり
ます。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する場含は、
ご参加をお断りする場合があります。
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5 ．契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に
関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項 (1) の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関
する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。（原則として旅行開始
日の 2 週間前～ 7 日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発コース
の一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。
この 場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。）ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6 ．旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開
始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定
する期日までにお支払いいただきます。
7 ．旅行代金について
「旅行代金」は、第 3 項の「申込金」、第 15 項 (1) の [1] のアの「取消料」、第 15 項 (1) の [2] のアの「違約
料」、及び第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行
代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金
として表示した金額」となります。
8 ．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、鉄道等運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運
賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せ
られるものに限ります。】を含みません。また、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、
バ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（空港・駅・埠頭と宿泊場所／旅行日程に「お客様負担」と表記してある
場合を除きます。）
(3)旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・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（パンフレット等に特に別途の記載がない限り 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食事の料金及び税・サービス料金
(6)航空機による手荷物の運搬料金お 1 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が、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください）
(7)現地での手荷物の運搬料金（一部含まれないコースがあります。）但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポー
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あります。
(8)添乗員同行コースの同行費用
9 ．旅行代金に含まれないもの
前項 (1) から (8) のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の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
(3)渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
(4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金
(5)運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油料）
(6)日本国内の空港施設使用料
(7)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等
の宿泊費
(8)旅行日程中の空港税等（日本国内通行税を含む）（ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで
明示したコースを除きます｡）



注1：パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービ
スの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注2：[9] に掲げる変更については、 [1] ～ [8] の料率を適用せず、 [9] の料率を適用します。
注3：1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事
項毎に 1 件とします。
注4：[4][7][8] に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、 1 乗車船又は 1 泊につき 1 
変更として取り扱います。
注5：[3][4] に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、 1 泊につき 1 件として取扱います。
注6：[4] 運送機関の会社名の変更、 [7] 宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴う
ものをいいます。
注 ：[4] 運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
24 ．海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お
申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ」でもご確認く
ださい。
25 ．保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。
26 ．海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者へ
の損害賠償請求や 賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な
額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせ
ください。
27 ．個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させてい
ただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための
手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、 [1] 当社ら及び当社らの提携する企業の商品や
サービス、キャンペーンのご案内 [2] 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い [3] アンケートのお願い [4] 特
典サービスの提供 [5] 統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
28 ．旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
29 ．その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生
に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたとき
には、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任
で購入していただきます。当社では、商品の交換 や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、
ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行っ
てください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には
充分ご注意ください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 才以上～ 12 才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日
当日を基準に、満 2 才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット表
紙等に記載している発空港を出発（集合）してから、当該空港に帰着（解散）するまでとなります。海外発着のも
のについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなりま
す。
(6)日本国内の空港等から、本項 (5) の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は
募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合があり
ますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、
利用航空会社の変更により第 19 項 (1) 及び第 23 項 (1) の責任を負いません。
(8)当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されて
いる通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂
正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第 14 項のお客様の交替手数料をい
ただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。
この場合には 第 15 項の当社所定の取消料をいただきます。

いては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなけれ
ばならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
[2]当社の解除・払い戻し
ア．旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を
解除することがあります。
a ．お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b ．お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は
同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる
とき。
ｃ ．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得
ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
d ．上記 c の一例として、日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情
報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ．解除の効果及び払い戻し
本項 (2) の [2] のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けら
れなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければなら
ない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提
供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべ
き取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ．本項 (2) の [2] のアの a 、 c により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負
担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ．当社が本項 (2) の [2] のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、
将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、
有効な弁済がなされたものとします。
16 ．旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、「第 13 項の (2)(3)(5) の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前 15 項の規定によりお客様も
しくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除によ
る払い戻しにあって は解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻し
にあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻し
いたします。
(2)本項 (1) の規定は、第 19 項（当社の責任）又は第 21 項（お客様の責任）で規定するところにより、お客様又
は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17 ．当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中
を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18 ．添乗員
(1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行
を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までといたします。
19 ．当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客
様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内
に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項 (1) の責
任を負いません。
[1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 [2] 運送・宿泊機関等の事
故、火災により発生する損害 [3] 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更
もしくは旅行の中止 [4] 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の
変更、旅行の中止 [5] 自由行動中の事故 [6] 食中毒 [7] 盗難 [8] 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路
変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項 (1) の損害につきましては、本項 (1) のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず
損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害
額の如何にかかわらず当社が行う賠償額は1 人あたり最高 15 万円まで（当社に故意又は重大な過失がある場合を除
きます。）といたします。
20 ．特別補償
(1)当社は前項 (1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行
参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金
（ 2,500 万円）・後遺障害補償金（ 2,500 万円を上限）・入院見舞金（ 4 万円～ 40 万円）及び通院見舞金（ 2 
万円～ 10 万円）を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金（手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を
上限、 1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。）を支払います。
(2)本項 (1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日に
ついては、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行
に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（モーターハンググ
ライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運
動中の事故によるものであるときは、当社は本項 (1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集
型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯
金証書（通帳及び現金支払機用カードを含みます。）、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ
等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項 (1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務
が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
21 ．お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当
社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては当社から提供された情報を活用しお客様の権利義務その他
の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と
異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイ
ド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずる
ことがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した
費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければな
りません。
22 ．オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企
画旅行（以下「当社オプショナルツアー」といいます。）の第 20 項（特別補償）の適用については、当社は、主た
る募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画
者：当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、
当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 20 項（特別補償）で規定する損害に対しては、同項の規定に
基づき補償金又は見舞金を支払います（但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無
手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。）。また、当該オプショナ
ルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。
この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 20 項の特別補償規程は適
用します（但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨
パンフレット又は確定 書面にて記載した場合を除きます。）が、それ以外の責任を負いません。
23 ．旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（ただし次の [1] ・ [2] ・ [3] で規定する変更を
除きます。）は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日
の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項 (1) の規定に基づ
く責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払いま
す。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。（ただし、サービスの提供が行われて
いるにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補
償金を支払います。）
ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ．戦乱 ウ．暴動 エ．官公署の命令 オ．欠航、不通、休業
等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらな
い運送サービスの提供 キ．旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第 15 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金
を支払いません。
[3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービス
の提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項 (1) の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 7 項で定める「旅
行代金」に 15 ％を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり
様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替えこれと相応の物品サービスの提供
をもって補償を行なうことがあります。

変更補償金の額＝ 1 件につき下記の率 × 旅行代金
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