～2020 フランスでロデヴを楽しむツアー～
パリ・アンジェ・ロデヴ周遊 9 日間

■旅行期間：2020 年 5 月 28 日（木）～6 月 5 日（金）9 日間
■ご旅行代金：東京・大阪・名古屋発

458,000 円（お一人様あたり）

■最少催行人数：14 名様
■添乗員：同行致しません。

■一人部屋追加料金：
（7 泊）64,000 円
■航空便の座席クラスのランクアップ追加料金
・プレミアムエコノミー利用追加料金（片道 45,000 円 / 往復 90,000 円）
・ビジネスクラス利用追加料金（片道 140,000 円 / 往復 280,000 円）
■上記合計ご旅行代金に含まれるもの
・日程表記載の航空運賃（エコノミークラス）プレミアムエコノミー、ビジネスクラスは別途手配を承ります。
・日程表記載の専用車＆現地ドライバー費用
・日程表記載の日本語アシスタント費用（空港と駅でのお出迎え用／4 回）
・ホテル宿泊費（2 名様 1 室利用）※一人部屋利用でお申込のお客様は 1 名様 1 室利用になります。
・日程表記載の食事（朝食 6 回、昼食 1 回、夕食 1 回）及び機内食。※その他 5 日目の朝昼食が含まれます。
・手荷物運搬料（機内預け荷物 23kg×2 個、機内持ち込み手荷物 12kg 以内）
・現地空港 TAX、羽田空港使用料 出国税、燃油サーチャージ（12 月の認可額/実際は 4 月時点の認可額が適用されます。）
・企画料 155,000 円（航空券やホテル代の実費でお取消し時の取消料に充当されます。）
・旅行特別補償保険（限度額：死亡後遺障害 2,500 万円、入院見舞金 40 万円、通院見舞い金 10 万円、携行品 14.7 万円。）
※限度に応じて後遺障害は 3～100％、入院見舞金 4～40 万円、通院見舞い金 2～10 万円、携行品自己負担は一事故につき 3,000 円。

■上記合計ご旅行代金に含まれないもの
上記以外は含みません。その一部を列記いたします。超過手荷物運搬料、電話代、チップ、
日程表に含まれない飲食等の個人的諸費用、任意に加入される海外旅行保険料、日本国内の交通費等。

---------------------------------------------------------------------------------＜受注型企画旅行＞
企画：パン・ド・ロデヴ普及委員会
旅行実施：
（株）空の旅 AIR TRAVEL
TEL 03-5413-6411 FAX 03-5413-6422
〒150-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-56-7 原宿 YT ﾋﾞﾙ 2F

観光庁長官登録旅行業第 1588 号
日本旅行業協会 JATA 正会員
総合旅行業務取扱管理者 下里義明

＜予定日程表＞
日程
1 日目
5/28
（木）

都市名

東 京
パ リ

発
着

交通

時刻

AF281 便

07：10
09：10
14：45

専用バス
日本語アシスタント

2 日目
5/29
（金）

15：20
16：20

パ リ 滞在

3 日目
5/30
（土）

予定スケジュール

食事

各地から羽田空港へ
羽田空港ご集合
羽田空港より空路パリ（シャルルドゴール空港）へ
機内
パリ到着、入国審査～税関通過
税関出口にて係員（日本語アシスタント）がお迎え
専用バスにてホテルへ
ホテルチェックイン後、フリータイム。
＜パリ泊＞
ホテルにて朝食
朝食
終日、フリータイム
・ブーランジュリ巡りなど各自自由行動
・メトロやタクシーを利用した仁瓶様のツアーもあります
交通費等の実費は各自お支払いとなります。
詳細は事務局より別途ご案内致します。
＜パリ泊＞
ホテルにて朝食～ホテルチェックアウト
朝食
※お部屋のご利用は 11:00 迄ですが、お荷物はフロント
にお預けいただけます。
出発までフリータイム

専用バス

(
)
16：20

現地ドライバー

パ リ 発
アンジェ 着

TGV8581
1ST

17：48
19：11

専用バス
アンジェ 滞在

現地ドライバー

(
)
09：00
17：00

4 日目
5/31
（日）

5 日目
6/1
（月）

(

)

06：45
07：00
16：00
アンジェ 発
パ リ 着

TGV8880
1ST
専用車
現地ドライバー

16：44
18：20
18：40
19：00

出発の準備をしてロビーにお集まりください。
専用車（現地ドライバー）にてパリ・モンパルナス駅へ
16：50～17：10 頃、モンパルナス駅着
TGV（1 等指定席）にて一路アンジェへ
アンジェ・サンロー駅着、徒歩にてホテルへ
ホテル着後、フリータイム
※列車ダイヤ確定後、時間が変更の場合があります。
＜アンジェ泊＞
ホテルにて朝食
朝食
1 日観光（ブーランジュリ訪問、ワインカーブ見学など）
出発の準備をしてロビーにお集まりください。
訪問先等、スケジュールは後日ご案内致します。
ホテル到着予定、着後フリータイム
※発着時間は後日変更の場合があります。
＜アンジェ泊＞
大西かおりさんの「Boulangerie "Atelier Létanduère"」
にて、研修とロデヴを楽しむ会
チェックアウトを済ませて、出発の準備をしてご集合下さ
い。荷物はホテルのフロントでお預けください。
徒歩にて Boulangerie Atelier Létanduère へ（約 7 分）
朝食
開始予定時間
（朝食と昼食はお店で召し上がる予定です。）
昼食
終了予定時間
徒歩にてホテルへ、荷物を受取り駅へ
TGV（1 等指定席）にて一路パリへ
パリ・モンパルナス駅着、改札前で係員がお出迎え
専用車（日本語アシスタント）にてリヨン駅近くのホテルへ

ホテル着後、フリータイム
※列車ダイヤ確定後、時間が変更の場合があります。
＜パリ泊＞

6 日目
6/2
（火）
パ リ

発

モンペリエ着
モンペリエ発
ロデヴ 着

TGV6211
1ST
専用車

(
)
07：30
08：12
11：44
12：00

現地ドライバー

13：３0

ホテルにて朝食～ホテルチェックアウト
チェックアウトを済ませてロビーにお集まりください。
徒歩にてパリ・リヨン駅へ（目の前に駅があります。）
TGV（1 等指定席）にて一路モンペリエへ
モンペリエ駅着、ドライバーが駅の出口でお迎え
バスの車窓からモンペリエ市内の名所を見学してから
一路ロデヴへ
ホテルに到着予定、
荷物を預けてから、フリータイム、
徒歩で、ロデヴの町を散策しましょう。

朝食

※昼食の時間は設けていませんので、各自列車内で早
めの昼食をおとりください。
※列車ダイヤ確定後、時間が変更の場合があります。

7 日目
6/3
（水）

(

ロデヴ 発

専用車

)

08：30

現地ドライバー

ミョー橋

09：50
10：00

ロックフォール

モンペリエ着
モンペリエ発
パ リ 着

TGV6204
1ST

13：00
14：45
15：17
18：48
19：05
19：40
(
)

8 日目
6/4
（木）

＜ロデヴ泊＞
ホテルにて朝食
朝食
チェックアウトを済ませてロビーにお集まりください。
世界一高いと言われる絶景のミョー橋とロックフォール・
ソシエテ社（Roquefort Société）のチーズのカーヴ見学
専用車（現地ドライバー）にて一路ミョー橋へ
ロックフォール・ソシエテ社のチーズカーブへ
到着予定
洞窟の中で熟成されたロックフォール・ソシエテのカーブ
を見学致します。（約 1 時間）
時間があればショップの見学
カーブのレストラン「LA CAVE DES SAVEURS」にて昼食
昼食
予定：entrée + plat + fromage + dessert/
※お飲み物は別になりますので、各自お支払い下さい。
終了後、一路モンペリエへ
モンペリエ駅到着
TGV（1 等指定席）にて一路パリへ
パリ・リヨン駅到着、改札前で係員がお出迎え
専用車（日本語アシスタント）にてホテルへ

ホテル到着予定
市内レストランにて夕食
夕食
※お飲み物は別になりますので、各自お支払い下さい。
※列車ダイヤ確定後、時間が変更の場合があります。
＜パリ泊＞
ホテルにて朝食～ホテルチェックアウト
朝食
※お部屋のご利用は 11:00 迄ですが、ご出発までお荷
物はホテルのフロントにお預けいただけます。
出発までフリータイム

専用車
現地ドライバー

パ
9 日目
6/5
（金）

リ

発

AF272 便

(
)
19：30
20：30
23：25

出発の準備をしてロビーにお集まりください。
専用車（日本語アシスタント）にて空港へ
パリ・シャルルドゴール空港へ
～免税手続き、搭乗手続き、出国審査～
パリより空路帰国の途へ
＜機中泊＞ 機内
機内

東京（羽田）着

18：25

羽田空港到着、お疲れ様でした。
羽田空港より各地へ

■利用航空会社：（AF）エールフランス航空 ※日本国内線（JL）日本航空

＜ご利用ホテル＞
■パリ
5/28-5/30 2 泊 7 ツイン + 6 シングルのお部屋を確保しています。
HOTEL DAUNOU OPERA

ドヌ・オペラ ★★★

https://www.daunou-opera.com/
オペラ座とヴァンドーム広場の間、観光やショッピングに便利なモダンで清潔な 3 つ星ホテルです。
利便性を重視しましたので、立地が良い分、ロビーのスペースが狭いので予めご了承下さい。

■アンジェ
5/30-6/1 2 泊

7 ツイン + 6 シングルのお部屋を確保しています。

HOTEL DE FRANCE ホテル・ド・フランス★★★★
https://www.hoteldefrance-angers.com/
アンジェの駅前に建ち、最も便利で快適なホテルです。
Boulangerie Atelier Létanduère まで徒歩約 7 分です。

■パリ
6/1-6/2 1 泊

7 ツイン + 6 シングルのお部屋を確保しています。

MERCURE GARE DE LYON メルキュール・ガール・ド・リヨン ★★★★
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-2217-mercure-paris-gare-de-lyon-tgv-hotel/index.shtml
アンジェから夕方戻って、翌日早くリヨン駅を出発しますので、リヨン駅に隣接するホテルにしています。

■ロデヴ
6/2-6/3 1 泊

7 ツイン + 6 シングルのお部屋を確保しています。

HOTEL RESTAURANT DE LA PAIX ホテルレストラン・ド・ラ・ペ ★★★
https://hotel-dela-paix.com/
ロデヴ中心部にある、最も落ち着いてご利用いただける唯一のホテルです。

■パリ
6/3-6/4 1 泊

7 ツイン + 6 シングルのお部屋を確保しています。

HOTEL DAUNOU OPERA

ドヌ・オペラ ★★★

https://www.daunou-opera.com/
1 泊目と同じホテルです。
オペラ座とヴァンドーム広場の間、観光やショッピングに便利なモダンで清潔な 3 つ星ホテルです。
利便性を重視しましたので、立地が良い分、ロビーのスペースが狭いので予めご了承下さい。

●ご旅行条件書（受注型企画旅行）
https://www.air-travel-corp.co.jp/notice2b.html
※ご契約時は旅行会社より郵送にて紙面を送付いたします。
●旅行業約款（受注型企画旅行契約の部）
https://www.air-travel-corp.co.jp/notice3b.html
※ご契約時は旅行会社より郵送にて紙面を送付いたします。
●申し込みからご出発までの流れ
１）ご参加を希望する方は「パン・ド・ロデヴ普及委員会事務局」まで、必要事項をお知らせ下さい。
２）旅行実施旅行会社「AIR TRAVEL（株）空の旅」より、お申し込み手続き書類を郵送致します。
３）旅行申込書類に同封の「申込書」をご記入の上、期日までに返信用封筒でお送り下さい。
４）お申込金（お一人様 50,000 円）を、旅行申込書類に同封の請求書に記された期日までに、銀行振り込みで
旅行会社にお支払いください。
５）海外旅行保険をお申込みの方は、同封の保険申込書をご記入の上、旅行会社にお送り下さい。
６）旅行代金残金（申込金を差し引いた残金）は、ご出発の 45 日前を目安に旅行会社から請求書が届きますの
で、請求書に記された期日までに銀行振り込みで、旅行会社にお支払いください。
７）出発の 10 日から 1 週間前を目安に、各ご自宅に旅行会社より宅急便にて航空券（E チケット）等の最終案
内が届きます。
８）ご出発当日は、羽田空港の集合場所にて皆様お揃いの上、出国手続きを行います。
●取消条件
当ツアーは一般の観光ツアーではなく、すべて企画手配された目的のあるツアーのため、ホテルや訪問先施設、
航空券・列車・バスなど、事前に予定人数を決めて団体枠で予約を行っています。そのため、早期より取消時
には違約金が生じますので、受注型企画旅行契約のツアーとしています。
取消条件は以下の通りでございます。
＜お取消料・企画料を含む＞
・ご出発の前日から数えて 91 日前（2/27）までの取消 ・・・・・・・ 無料
・ご出発の前日から数えて 90 日前（2/28）～61 日前（3/28）までの取消・・・ 15,000 円
・ご出発の前日から数えて 60 日前（3/29）～31 日前（4/27）までの取消・・・ 50,000 円
・ご出発の前日から数えて 30 日前（4/28）～16 日前（5/12）までの取消・・・150,000 円
・ご出発の前日から数えて 15 日前（5/13）～3 日前（5/25）までの取消 ・・・225,000 円
・ご出発の 2 日前（5/26）～当日の取消・・・・・・・・・・・・・・・・・・330,000 円
・出発後のお取消及び無連絡不参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100％

旅行に関して何かご不明な点がございましたら、以下旅行会社までお気軽にお問い合わせください。
AIR TRAVEL (株)空の旅
担当:下里（シモサト）
TEL:03-5413-6411

E-Mail: avgworld@air-travel-corp.co.jp

東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-56-7 原宿 YT ビル 2Ｆ （営業時間:平日 09:30-19:00 土 09:30-16:00 日祝休業）

