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   ターシャ･テューダーの庭へ！ 
      ～Tour of Corgi Cottage～ 

児童文学研究家・奥田実紀さんと行く 

 アメリカ･ニューイングランドの旅 ７日間 
日次    都市名 スケジュール             

① 
6/11 
（火） 

成 田    発 

ボストン 着 

ボストン郊外 

18:15/空路、日本航空直行便にてボストンへ 

----------------------＜日付変更線＞-------------------------- 

18:15/ボストン着後、郊外のホテルへ 

＜食事＞ 朝:ー   昼:機内         夕:ー              ＜ボストン郊外泊＞  

② 
6/12 
（水） 

 

ボストン郊外 

コンコード 

 ボストン郊外 

朝/『若草物語』ゆかりのコンコードへ 

午前/作者ルイザメイ･オルコットの生家◎オーチャードハウス 

        哲学者のソローが『森の生活』を執筆したウォールデン池 

昼食：コンコード市内にて 

午後/美しい風景が広がる◎フルートランド･ミュージアム見学 

＜食事＞  朝:ﾎﾃﾙ   昼:ﾚｽﾄﾗﾝ      夕:ー               ＜ボストン郊外泊＞  

③ 
6/13 
（木） 

ボストン郊外 

ブラトルボロ 

 

朝/ブラトルボロへ 
午後/◎ターシャ･テューダーの庭見学 ※注 

昼食：ターシャの庭でサンドイッチ 
夕刻/橋に屋根をかけたクリーマリー･カバードブリッジ見学    

＜食事＞ 朝:ﾎﾃﾙ    昼:軽食            夕:ﾚｽﾄﾗﾝ       ＜ブラトルボロ泊＞ 

④ 
6/14 
（金） 

ブラトルボロ 

スターブリッジ 

ボストン 

午前/ “歴史村” ◎オールドスターブリッジ･ビレッジ観光  
昼食：ビレッジ内にて 
午後/ボストンへ   

＜食事＞ 朝:ﾎﾃﾙ    昼:ﾚｽﾄﾗﾝ       夕:ー                     ＜ボストン泊＞ 

⑤ 
6/15 
（土） 

ボストン 

  

  

フリータイム 
＊にぎやかなダウンタウンやウォーターフロントなど。 
 おしゃれな街をお楽しみください。    

 ＜食事＞ 朝:ﾎﾃﾙ     昼:ー         夕:ー                       ＜ボストン泊＞ 

⑥ 
6/16 
（日） 

ボストン  発 

 

13:45/空路、日本航空直行便にて帰国の途へ 

  ＜食事＞ 朝: ﾎﾃﾙ    昼:ー        夕:機内              ＜機内  泊＞ 

⑦ 
6/17 
（月） 

 成 田  着 

----------------------＜日付変更線＞-------------------------- 

16:30/成田到着、通関後解散 

 ＜食事＞ 朝:機内  昼:ー     夕:ー    

※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。 
※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。  
（注）ターシャの庭内で写真撮影はできません。 [観光マーク ◎：入場 無印：下車]                           

旅行企画・実施： 株式会社セブンカルチャーネットワーク 
                    （観光庁長官登録旅行業第1870号） 

出発日／旅行代金  

 

2019年 6月11日(火)〈7日間〉 

（エコノミークラス／2名1室利用 おひとりさま) 

          成田空港発着  488,000円 
 

 ※日本と現地空港税等諸費用、燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ、国際観光旅客 
  税合計25,320円（3月15日現在）は旅行代金に含まれま 
  せん。別途申し受けます。金額については変動すること 
  があり、ご出発の30日前に決定しお知らせいたします。 
  

         ひとり部屋利用追加代金： 94,000円  
   相部屋可  同性の相部屋希望者がいない場合は、ひとり 
        部屋追加代金を申し受けます。 
 

     ■ホテル  
  ボストン郊外ネイティック:コートヤードバイ･マリオット 
    ブラトルボロ:ハンプトン･イン･ブラトルボロー   
    ボストン:シェラトン･ボストン 

  ■添乗員   同行 

  ■食 事     朝食5  昼食3  夕食1（機内食のぞく） 

  ■航空会社  日本航空（エコノミークラス）       

  ■募 集   15名さま （最少催行人員12名） 

 同行講師： 奥田実紀  Miki Okuda 

 宮城県仙台市生まれ。 
 コピーライター、編集者を経てフリーライターと 
 して独立。25年以上のキャリアを持つ。 
 企画・取材・編集・校正・撮影まで、書籍や雑誌 
 に関わる作業をトータルにこなす。赤毛のアン・ 
 児童文学・タータンチェック・紅茶など、さまざま 
 なテーマで取材を続け、著書を多数出版。 
 雑誌や新聞の寄稿はもちろん、ラジオ出演、 
 カルチャーセンター等での講演も行う。 
 現在、静岡県浜松市在住。 



〔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)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ございます。 

〔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 3月15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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

〔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）  

  

 

 

 
 

    ※お申込みから一週間以内にお支払ください。 

 ■振込先： 三井住友銀行 しらゆり支店 

   （普通）１２０６９１１ （株）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。一部を以下に例示い
たします。 
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。 

〔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」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」「カード有効
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、当社が受諾した時に成立し、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。通信契約での「カード
利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支
払または払戻債務を履行すべ 
き日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお
申し出のあった日となります。  

インガーディア マルタ島（ｲﾒｰｼﾞ） www.viewingmalta.com 

ターシャ･テューダーガーデンツアーチケット（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 

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 
 

＜ピーク期＞ 

4/27-5/6 

7/20-8/31 

12/20-1/7 

40日前～31日前 

（ピーク期の出発） 
旅行代金の10％ 

30日目～15日目 

（旅行代金が10万
円未満の場合） 

  50,000円 

1名1室は100,000円 

（旅行代金の20％) 

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% 

  ■お問い合わせ・お申し込み ＜旅行企画･実施＞  

           ㈱セブンカルチャーネットワーク   「ターシャの庭」 係 

             電話 ： ０３-６２３８-３０８５  ＦＡＸ：０３-６２３８-１９６７  

    〒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  

2019-TR-010 

WEBでのお申込みは… 

総合旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。旅行契約に関し担当者の説明に不明点があれば取扱管理者にお尋ねください。 

■パスポート必要残存期間 ：帰国時まで有効なもの（米国入国時90日以上が望ましい）。 
■査証（ビザ） ： 不要 無査証で米国へ渡航・通過するすべての方(乳幼児も含む)は、オンライン上でESTA(電子渡航認証システム)による認証取得が必要。 
■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。 

旅行条件(要約)  

ポ
イ
ン 
ト 

●ターシャ・テューダーの庭を、解説付きで特別見学。 

●ニューイングランドの田舎町をめぐり、古き良きアメリカを体感。 

●往復とも日本航空直行便利用、添乗員同行で安心の旅。 

ターシャ･テューダーの庭へ 

ターシャ・テューダーさんの優しいタッチの絵が大好きです。 
ご自分の理想の家と庭を何年もかけて作り上げ、１９世紀の
暮らしを貫き通したターシャさん。いつかその場所を訪れたい 
と思っていたのは私だけではないでしょう。 
ツアーでしか入ることができないターシャさんの庭を、 
みなさんと一緒に訪れ、感動を分かち合えたらうれしいです。 
                                                        奥田実紀     


