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7′Lザスといえlず、シューク′ι―卜こクグロフが日本で膠有名ですが、ほかにも数えきれないほこの美味しいものこ、そ
して、ここを歩いても絵になるカラフ′しな町並みが、こっこ皆さんを魅了してしきうここと思いきす。
コfLマーfLを中心に、きるでおこぎの回のように可愛らしい小さな村々をご案内いたし春す。その中のひこつ、見渡す
限ιlの葡萄畑の中にある村「ニーテfLモンシュヴィfL」lき、私が1年間を過ごした村でもあιl参す。
この村にあるげ Vン ・フェルベーfL」にてクロ′スティーヌさんご本人によるジャムやお菓子作ιlのテモンストレーションを
見学こ、私の知人であιl有名な料理研究家イザベ′ιさんのモダンなフトリエであ料理のしッスンは今回の旅の一番の

有名なアルザスのお菓子“クグロフ"モチーフ

の看板が「メゾン。フエルベール」の目印。

二―デルモンシユヴィルでは、村に1件だけ

ある小さなホテル「アンジユ」に宿泊します。

朝食にはメゾン。フエルベールのジャムを !

「メゾン,フエルベール」ではジャムや工房見学に加え、

特別企画でクリスティーヌさんご本人によるデモンス

トレーションも受講します !

楽しみこなるでしょう。旅の締めくくιlにlき、パI′へも足を延lずしきす′

魁力満載のツアーに、ぜひご―緒し春しょう′ パティスリークリエイター 田中博子

雑誌等でも活躍中の料理研究家イザ
ベル。彼女の素敵なセンスを学べる
チャンスです。

まるで絵本の1ページのようなカイゼルスベルグの

町並み。田中先生お勧めの地元のビストロで、アル

ザス料理を楽しみましょう。

アルザス料理「トゥルト」。お肉がたつぶり詰
まつたバイタルトは、お店によつて様々な味

わいが楽しめます。

田 中博 子 プロフィ…ル

福岡の中村調理師専門学校・製菓技術科を卒業後、横浜のウィーン・フラン
ス菓子店「ノインシュプラーデン」にて勤務。食育料理研究家藤野真紀子氏
に6年間師事した後、フランスに渡り、パリのプロ向け製菓学校などで研修。
その後、アルザス地方にある「メゾン・フエルベール」にて、ジャムの妖精クリ
スティーヌ・フエルベールのもとで働き、アルザス地方伝続の菓子や料理、
ジャムづくりを学ぶ。帰国後は、東京と福岡にてお菓子の教室、出張お菓子

教室を開催。フルーツケーキの通販、その他雑誌、書籍の撮影に活躍中。 Staub鍋 でアルザス料理「ベッコ

フ」。あつあつを召し上がれ !

写真はイメージです企画協力:田中博子 旅行企画・主催:日本通運(株)首都固旅行支店



旬の素材を使つた「メゾンフエルベール」のジャム

旅行期間 :

2011年1明17日(月)司明22日(土)

旅行代金 :2980000円
☆コルマールでのお料理レッスン費込

(お1人様当り/2名 1室/エ コノミークラス利用)

●利用航空会社 :

日本航空(JL)、エール・フランス(AF)

●利用予定ホテル:

[コルマール]メリレキュール・シャンドマルス

[ニーデルモンシュヴィル]ホテル・アンジエ

[パリ]オールシーズンズ。ガレ・エスト

(部屋指定なし)

●1人 部屋追加代金:36,000円

●食事:朝4、昼 1、夕0
(機 内食は含みません)

●添乗員:1名 同行しお世話致します。

●最少催行人数 :10名 (募集人数15名 )

※燃油サーチャージ(目安約50,000円 :2011年

7月10現在)、成田空港施設使用料及び保安
サービス料(2,540円 )、現地空港税・航空保険

料(目安約13,000円 :2011年 7月10日現在)が

別途必要となります。

※燃油サーチャージ及び現地空港諸税は、今後変

動する可能性がございます。確定料金はご出発約
lヶ月前に、ご案内致します。

日程

夕刻 1001～ 1300)/夜 1301～ 2300/深 夜 2301～ 04:00

※上記スケジユール内に記載した運送期間の時間等は、2011年 7月8日現在のもので、現地事情、交通機関などの
事情により変更になる場合がございます。(運送期間のスケジユール変更により日程が変更となる場合があります)

※上記スケジユール内に記載した訪間予定店舗は、店舗の都合により変更になる場合がございます。

お申込み頂く前に別途お渡じする募集型企画旅行条件書を必ずお読み下さい。
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※食事代金は各自でお支払いとなります

ニーデルモンシュヴィルヘ移動

ニーデルモンシュヴィル村にてワインティスティグ

「ジャムの妖精」クリスティーヌ,フElルベールさんのアトリエ見学と

お店訪間
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※食事代金は各自でお支払いとなります
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TGV

専用車にてストラスプールヘ

TCVに て―路、パリヘ

到着後、フリータイム

★ご希望者には、日中先生がパリ最新のお菓子屋さんに
ご案内蔵きます。

最終日の夜:ま、国中先生お勧めレストランにてきよなら夕食会を

お楽しみいただきます。※食事代金は各自でお支払いとなります
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票票 (屈田 , 層 千 BIJ 成田空港到着、通関手続終了後解散

機

【時間帯の目安】早朝04:01～06:00・朝06:01～08:00/午 前08:01～1200/午 後 1201～ 18:00/昼 12,01～14:00/

〔募集型企画旅行契約〕

`l祠

現鷹浮平藝税義1藪饉 警「野認花昌罫襖見筑
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Jという〕を締結することとなります。

鋏 ξ儡斃彗ぎ潅熊首瞥嘉鍍設当型勝黒若雲雄蒙雲
集型企画旅行契約の部)によります。

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕

当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただ
きます。
申込金 30000円 (お1人様につき)
申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。
お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって

成立するものといたします。

〔旅行代金のお支払い〕

残金はご旅行出発の前日から起算してさかのばつて41日目にあたる日より前
にお支払いいただきます。

〔旅行代金に含まれるもの〕

壼=轟冒基T火場職甲薫W醤習虜尋」;棄進で峯麟 町理さ蕪
金(バス・トイレ付き2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)旅 行日程に明
示した食事料金(機内食を除く)手 荷物運搬料金(原貝Jとしてお1人様1個。た

だし、航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内)・団体行動に必要な心付

〔旅行代金に含まれないもの〕

旅券印紙代Ill紙代(10.000円～15000円)・査証料、予防接種料金、傷害疾病

保険料・渡航手続取扱料金(お客様ご自身が作成、申請された場合は不要で

す。)
1)出入国記録書その他を当社で作成したとき    4200円
2)旅券申請書を作成代行したとき         3675円
3)査証申請書類を当社で作成・取得したとき(1カ国)4200円
超過手荷物料金・飲み物代、クリーン グ代、電報電話料、ホテルのボーイ、メ

イド等に対する心付・追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う
税金、サービス料・お一人部屋を利用される場合の追加代金 日本国内におけ

る自宅から発着空港(または集合/解 散場所)までの交通費、宿泊料 希望者
のみ参加するオプショナルツアーの代金・お客様の傷害・疾病に対する医療

費・日本国内の空港施設使用料・各国空港税・燃油サー升 ―ジ・航空保険料
〔旅行契約内容・代金の変更〕
当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳しく
は、「条件書」によります。
〔観光査証・旅券の残存期間〕
今回のお渡航に際し、観光査lllは必要ありません。旅券の残存期間は、訪問
地フランス出国時3ヶ月以上必要です。
〔取消料〕
お客様はいつても下記の取消料を支払つて旅行契約を解除することができます。
当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も下記
取消料をいただきます。

解 除 時 期 等 取消料

☆=旅 行開始日の前日から
起算してさかのばつて

40～31日目
(ピーク時のみ)

30000円

30～3日 目 30000円

☆=旅 行開始日の前日から起算してさかのぼつて
前々日、前日、当日の解除

旅行代金の 50%

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100%

※rピーク時Jとは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日

まで及び7月20日から8月31日までのそれぞれの出発日をいいます。

〔当社の責任〕
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を賠償いたします。
(お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または重大な過失がある場合J除 きお1

人15万円までとし、損害発生の翌日から起算して21日以内に通知された場合)その他
は「条件書Jによります。

〔特別補償〕
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然な外来の事故
により生命、身体または手荷物に被つた一定の損害について補償金及び見舞金を支

払います。詳しくは「条件書」によります。

〔旅程保護〕

旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更の内容に応じて変更

保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔お客様の責任〕
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が

損害を被つた時はお客様から損害の賠償を申し受けます。

〔クレジットカード利用の通信契約〕

当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員(以下「会員Jといいます。)より、

会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいま
す。)を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合がありま

す。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に加えて
'カ

ード名」「カード番号J「‐ ド有
効期限」等を当社にお申し出いただきます。通信契約による旅行契約は、電話による

申込みの場合、当社が受話した時に成立し、その他の通信手段による申込みの場合
は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。通信

鶏f釈築捉騨撃廃tt電薯傍越醜羹絢晟霊ま醜鶴客8動
解除のお申し出のあつた日となります。
〔最少催行人員〕
日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあります。ただし、
この場合旅行開始日の前日から起算してきかのはって23日目(ピーク時発旅行の場
合は33日日)にあたる日より前に通知いたします。
〔現地手配代行者との連絡方法〕
添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最終日程表に明示
します。

〔最終日程表の交付時期〕
確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は
旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の7日前以降に

煤鵠音橋騰露翡暫鼎世蓄1斎露ξ長鮒勇

`摯
説明いたします。
〔個人情報の取り扱いについて〕
当社及び下記「販売店J欄記入の受託販売店は、旅行申込の際にお申込
書にご記入いただきましたお客様の個人情報について、お客様との間の

連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行
の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提
供させていただきます。
〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
この旅行条件は、下記の日付を基準としています。

禦料基『翼晃
 OM       〔 首『菖漏汚雪店

観光庁長官登録旅行業第19号東京都港区東新橋193

Ci・
‐認耐基『`な精書ぜ詈

お問い合わせ。お申し込みは

日本通運株式会社
首都圏旅行支店 営業第六課

〒105‐8322 東京都港区東新橋193 日通本社ビル48階

Tel目 03‐6251‐ 6356

Fax:03‐ 6251‐6366
営業時F83/09:00～ 18:00(月 ～金)

※土 曰 祝日はお休みさせていただきます

総合旅行業務取扱管理者 :渡辺 雅之

担当 :久保/朝岡
行契細 こ関瞑 担当者からの説明にご利 嫌 があ相 よ 議 慮な0記 の取扱管理割 こお尋ねくだれ 、  |

※ 外務省の「海外危険情報Jについて:渡航先(国又は地域)によつては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ:ttpノ/… pubanzenJnofa gojp/」でご確認下さい。

渡航先(国または地り の衛生状況については、「厚生労働省検疲感染症情報ホームページ:h‐ //― fOrth gOJν」でご確認下さい。


