
    
 

  吉谷桂子がご案内する 

イングリッシュ･ガーデンツアー 

クラシックガーデンからモダンガーデンまで 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ・お申し込み     

          ㈱セブンカルチャーネットワーク  「英国ガーデンツアー」 係 

  電話： ０３-６２３８-３０８５ FAX： ０３-６２３８-１９６７ E-mail：s1‐tabi@7cn.7andi.co.jp 

    〒102-8452 東京都千代田区二番町8-8  ＜受付時間  月～金：10:00～17:00  土･日曜：休業＞            
       観光庁長官登録旅行業第1870号／一般社団法人日本旅行業協会正会員／ 総合旅行業務取扱管理者：竹本有希枝  

〔募集型企画旅行契約〕 

（１）この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（東京
都千代田区二番町8-8、観光庁長官登録旅行業第1870号） 
(以下当社と言います。) が企画・募集・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｣という〕を締結することとなります。 
（２）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途
お渡しする募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及
び当社の旅行業約款（募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 （お一人様につき）  

   

 

 

  

 ※お申込み後、一週間以内にお支払いください。 
 

【お振込先】 三井住友銀行 しらゆり支店 普通１２０６９１１  
         口座名：㈱セブンカルチャーネットワーク 
 

申込金は旅行代金､取消料，違約料の一部として取扱います。 
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。 

〔旅行代金に含まれるもの〕 

旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金観
光料金（バス料金、ガイド料金、入場料） ・旅行日程に明示し 
た宿泊料金及び税、サービス料金(部屋条件は別途明記しま
す) ・旅行日程に明示した食事料金（機内食を除く）・団体行動
に必要な心付・添乗員付ｺｰｽの添乗員同行費用 

〔旅行代金に含まれないもの〕  

上記「含まれるもの」の他は含まれません。一部以下に例示。 
定員以下での部屋利用の場合の追加代金（各コースごとに異
なります）・超過手荷物料金・飲み物代、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・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・・
日本国内における自宅から集合／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、
燃油サーチャージなど運送機関の課す付加運賃・料金 

〔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。 

〔取消料〕 

お客様はいつでも下記の取消料を支払っ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。 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

〔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を除きお１人15万円までとし、損害発
生の翌日から起算して１４日以内に通知された場合）その他は「条
件書」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った一定
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。  

〔旅程保証〕 

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、法令もしくは功序良俗に反する
行為により当社が 損害を被った時はお客様から損害の賠償を申
し受けます。 

〔最少催行人員〕 

募集パンフレットに記載。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
起算してさかのぼって２３日目（ピーク時は３３日目)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。 
 
 
 2019-TR-015    

解除時期など 取消料 

旅行開始日の
前日から 

さかのぼって 

40日前～31日前 

＊ピーク時 

7/20～8/31の出発 

旅行代金の10％ 

30日目～15日目   １００，０００円 

14日目～3日目 旅行代金の  20% 

旅行開始日の前々日～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% 

旅行条件(要約)  

■パスポート必要残存期間 ： 帰国時まで有効なもの     ■査証（ビザ） ： 日本国籍の方は不要 （日本以外の国籍の方はお問い合わせください。）    
■海外危険情報について ：渡航先によっては、「外務省海外安全情報」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。 
   お申込の際に海外安全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: 「http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。 

利用ホテル（一例） ★★★★ 

旅行代金（おひとり） 申込金（おひとり） 

50万円以上 100,000円以上旅行代金まで 

30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで 

15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで 

15万円未満 20,000円以上旅行代金まで 

 イーストグリンステッド： Ashdown Park Hotel 
  『くまのプーさん』の舞台のモデルになった、広大なアッシュフォードの森の 

 中に佇む修道院を改装したクラシックホテル。（写真左上/右下 部屋一例） 
 

バース： Abbey Hotel 
  

 街の中心に位置するブティックホテル。街に溶け込んだ石造りの外観に、 
 客室にはファブリックが使われ、上品でさわやかな雰囲気。（写真上右） 
 

ロンドン： Hilton London Kensington Hotel   
 洗練されたホランドパークエリアに位置するアメリカンスタイルのホテル。 
 部屋は明るくモダンな作り。 （写真左下） 

〔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、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日
目にあたる日以降にお申込みいただいた場合には、旅行
開始日当日に交付することがあります。 
なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手 
配状況についてご説明いたします。  

〔個人情報の取り扱いについて〕 

当社は、旅行契約の申し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、 お客様との間の連絡
のために利用させていただく他、運送・宿泊機関等（主要
な運送・宿泊機関等についてはパンフレット記載の日程
表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定
書面に記載されています。）の提供するサービスの手配
及びそれらの旅行サービスの受領のための手続き（以下
「手配等」といいます。）に必要な範囲内、または当社の
旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の
手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いた
します。また、旅行先でのお客様の買い物の便宜のため、
お客様のお名前および搭乗される航空便等に係る個人
情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いた
します。お申し込みいただく際には、これら個人 
情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。 
※この他、当社では、1.当社及び当社と提携する企業の
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.統計資料の作成の目的で
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。 

〔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。 

20１9年 4月 1日 
 

旅行企画・実施： 

株式会社セブンカルチャーネットワーク 

  東京都千代田区二番町8-8 

  観光庁長官登録旅行業第1870号 

 
   

 

 

 

 

 

 

   

WEBでのお申込みは… 

モティスフォンツ･ウォールド･ローズガーデン    

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り
扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれ
ば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。 

Retrospective of English Garden 

2019年 6月8日 〜 6月15日   8日間  
 



日次   都市名 スケジュール 

① 
6/8 
（土） 

 

 成   田  発 

 

   ロンドン   着 

 

10:30（予定）／成田空港第2ターミナルご集合 

12:55／空路、ブリティッシュ･エアウエイズ直行便にてロンドンへ 

 

17:20／ロンドン着、空港近くのホテルへ 

＜食事＞             昼：機内           夕：×                      【ロンドンヒースロー泊】 

② 
6/9 
（日） 

ロンドン 

クランブルック 

ノーシャム 

ロバーツブリッジ 

ｲ ｰ ｽ ﾄ ｸ ﾞ ﾘ ﾝ ｽ ﾃ ｯ ﾄ ﾞ 

 ○シシングハースト ･キャッスルガーデン（ヴィタ・サックヴィル=ウェストが作った名園） 

 ○グレート ディクスター･ハウス ＆ ガーデンズ（クリストファー・ロイドが作ったプライベートガーデン） 

 ○パーチ ヒル ファーム ＆ サラ レーブン カッティング ガーデン  

  （ヴィタ・サックヴィル=ウェストの孫の奥様、サラ・レーブンのファーム＆切り花用の庭） 

宿泊は『クマのプーさん』のモデルとなった森に佇む元修道院のホテル 

＜食事＞ 朝：ホテル       昼：レストラン      夕：ホテル                    【イーストグリンステッド泊】 

③ 
6/10 
（月） 

ｲ ｰ ｽ ﾄ ｸ ﾞ ﾘ ﾝ ｽ ﾃ ｯ ﾄ ﾞ 

ヘイワーズ･ヒース 

ヘンフィールド 

パルバラ 

ウィンチェスター 

 ○タウンプレイス･ガーデン （1.2ヘクタールの広大なモダン＆トラッドな庭園、600本以上のバラ） 

 ○サセックス･プレーリー ガーデン （オーナー夫妻がピート･アウドルフに触発されて作った庭） 

 ○パーラムハウス＆ガーデンズ （トムスチュワート･スミスも絶賛するボーダーが有名） 

ウィンチェスターに連泊 

＜食事＞ 朝：ホテル     昼：レストラン     夕：ホテル                         【ウィンチェスター泊】 

④ 
6/11 
（火） 

ウインチェスター 

ロムジー 

ベイジングストーク 

ベントレー 

ウィンチェスター 

 ○アップトン･グレイ  マナーハウス （ガートルード・ジーキルが60代でデザインした庭を修復） 

 ○モティスフォンツ･ウォールド ･ローズガーデン  （英国でバラ園といえばここ） 

 ○バリーコート （クリストファー･ブラッドレイがデザインした前庭とピート・アウドルフの中庭） 

大聖堂など中世の雰囲気が漂う古都ウィンチェスターを散策  

＜食事＞ 朝：ホテル      昼：×          夕：×                          【ウィンチェスター泊】 

⑤ 
6/12 
（水） 

ウィンチェスター 

ブルートン 

タウントン 

ウエリントン 

バース 

 ○ハウザー＆ワース･サマーセット （アウドルフ･フィールドを見学） 

 ○ヘスタークームハウス （ガートルード・ジーキルの庭とラッチェンスの建物、バラが多い） 

 ○コタイマナー＆ガーデンズ （歴史あるマナーハウス“西のシシングハースト”） 

世界遺産の古都バースに宿泊 

 ＜食事＞   朝：ホテル      昼：×         夕：×                                   【バース泊】 

⑥ 
6/13 
（木） 

バース 

トローブリッジ 

メルクシャム 

ホワイト･ウォーザン 

ロンドン 

 ○コーツ ガーデン （ヒドコートをモデルにしたARTS&CRAFTSスタイルの庭園） 

 ○シーンドマナー  （バナーマン夫妻がデザインしたガーデン） 

 ○ウォルサム･プレイス･ファーム  （ダッチウェーブの影響を受けたシークレットガーデン） 

＊夕食は、吉谷先生を囲んでさよならディナー  

＜食事＞   朝：ホテル      昼：レストラン    夕：レストラン                              【 ロンドン泊】 

⑦ 
6/14 
（金） 

 

 

ロンドン   発 

 

午前／フリータイム 

 

15:45／空路、ブリティッシュ･エアウエイズ直行便にて帰国の途へ 

＜食事＞   朝：ホテル      昼：×          夕：機内                                            【機内泊】 

⑧ 
6/15 
（土） 

成   田  着 
11:15／成田到着、通関後解散 

 ＜食事＞   朝：機内 
 

※スケジュールは、天候や運輸機関、観光箇所の都合など現地事情により変更になる場合があります。 
※訪問するガーデンは、開花状況やガーデンの都合により変更になる場合があります。 
※日程中の移動について、特に記載のない限り専用車での移動となります。 
※吉谷桂子さんの同行は、1日目の成田空港から7日目のロンドンまでとなります。 
 

 ■出 発 日 ： 2019年 6月 8日（土）＜８日間＞ 

 ■旅行代金： 558,000円  2名1室おひとりさま／ 成田空港発着 
    

            ※旅行代金には日本及び現地空港諸税･国際観光旅客税･燃油サーチャージは含まれません。別途申し受けます。     
           （目安額 35,410円／2019年4月1日現在）金額はご出発の1か月前に決定いたします。 

   ひとり部屋追加代金 88,000円 ※相部屋をご希望の場合は不要ですが、他に希望者がない場合はひとり部屋追加代金を申し受けます。 

◆航空会社  ：  ブリティッシュ・エアウエイズ （エコノミークラス）    

◆予定ホテル：  ロンドン・ヒースロー/ルネサンス   イーストグリンステッド/アシュダウン・パーク（ﾊﾞｽﾀﾌﾞなしｼｬﾜｰのみ） 

            ウィンチェスター/ホリデイ･イン または メルキュール     バース/アビイ   ロンドン/ヒルトン･ケンジントン  

◆食事条件 ：   朝食6回 ､昼食3回 ､夕食3回（機内食はのぞく）    

◆添乗員   ：   同行してお世話します。                  ◆募集人数： 25名  (最少催行人員15名)  

◆日本国内線代金： 名古屋/大阪/福岡＝無料  その他日本航空就航都市 往復15,000円（片道は半額） 

  ＊日本航空（JAL）運航便に限ります（共同運航便を除く）。座席状況によりお取りできない場合もございます。 

   ＊国際線発着時刻の24時間以内の便に限りご利用いただけます。羽田空港利用の場合は、両空港間の交通機関はご自身で手配、お支払いいただきます。 

※ビジネスクラスの手配を承ります。代金は予約時で異なりますので,お問い合わせください。 

  ■ 出発日・旅行期間など 

  ■ スケジュール 

       ＜吉谷桂子さんプロフィール＞ 

東京生まれ。工業デザイナー､広告美術ディレクターを 
経て渡英。 英国の暮らしを生かしたガーデンライフの
楽しみを提案。帰国後は英国園芸研究家、ガーデンデ 
ザイナーとして、TV番組や雑誌媒体の出演､著書多数。 

今回は久しぶりに、バラの季節のイングランド南部、珠玉の庭園が 

ひしめくエリアを訪れます。 

 

ガートルード・ジーキルやヴィタ・サックヴィル=ウェスト 、  

クリストファー・ロイド、そしてもちろんピート・アウドルフ 等の 

名だたるデザイナーの様々な個性を持ったガーデンを見比べ、 

そこから私たちの未来のガーデンデザインを探っていきます。 

 

ベストシーズンの英国で、お馴染みのガーデンから次世代のガー

デンまで効率よく巡る充実のツアーとしました。 

 

加えて歴史的な街並みや建築物など英国文化を、ガーデン 

デザインと共に学び・感じましょう。 

◆ ツアーのポイント ◆ 

    ★“Classic & Modern”  ベストシーズンに新旧多くのガーデンを訪れ、未来のガーデンを探ります。 

    ★吉谷桂子さんがすべてのガーデンに同行。庭造りのトレンドを学べます。 

    ★航空機は往復とも直行便利用、ホテルは安心の４ツ星スーペリアクラスをご用意。 

 

吉谷桂子さん 
モティスフォンツ･ウォールド･ローズガーデン バリーコート 


