
■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

〒102-0084 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：遠山晋一､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-081

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 ★★★★

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

ウィンダミア： Laura Ashley Hotel –The Belsfield

ウィンダミア湖を望む広い庭に建つ1845年築のクラシックホテル。
部屋にはバスルームとデザイナーズ家具が備わり、ラウンジでは
湖を眺めながらお茶やコーヒーを楽しめます。
ビアトリクス・ポター博物館やウィンダミア湖まで徒歩5分の好立地。

マンチェスター： Holiday Inn Manchester City Centre

ピカデリー駅の向かい、マンチェスターの中心部に立地。Wi-Fiは
レストランを含む館内すべてで無料利用可能。部屋にはバス
ルームを備えた機能的なシティホテル。

〔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12月25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…

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。

キューディプロマ修了舘林正也先生と行く英国ガーデンツアー

英国王立園芸協会（RHS）の最新ガーデン＆

憧れの有名デザイナーの名庭をめぐる旅

湖水地方イメージ©Visit Britain

◆英国園芸留学経験がある講師が同行･通訳。ガーデナーの情熱を直接お伝えします。

◆一般公開前の最新ガーデンを特別見学。貴重な経験となるでしょう。

◆風光明媚な湖水地方にゆったり滞在。ローラアシュレイのインテリアに囲まれた

ラグジュアリーホテルに連泊します。

◆ベストシーズンの英国。世界的有名ガーデンデザイナーの庭をめぐります。



2020年夏オープン予定 RHS Garden Bridgewater 開園前の特別見学！

Tom Stuart-Smith デザインの最新ガーデンを訪問！

ウィズレー、ローズムーア、ハイド・ホール、ハーロウ・カーに次いで、5番目のRHS（英国王立園芸協会）のガーデンがマンチェ
スターにオープン。ホームページには、 “現時点でヨーロッパ最大のガーデニングプロジェクトのひとつ” “サルフォードの中心部に
壮大な世界クラスの庭園を作る” といった魅力的な言葉が並びます。今回舘林先生のコネクションにより特別に見学が実現。
さらに、RHSキュレーターのマーカス・チルトン・ジョーンズ氏が自らご案内してくださる予定です。

日次 都市名 スケジュール

①
6/16
（火）

成 田 発

（ロンドン）

マンチェスター 着

10:30（予定）／成田空港第2ターミナルご集合

13:00／空路、ブリティッシュ･エアウェイズにてロンドンヒースロー空港乗り継ぎ

21:30／マンチェスター着、空港近くのホテルへ

＜食事＞ 昼：機内 夕：－ 【マンチェスター泊】

②
6/17
（水）

マンチェスター

サルフォード

ニアソーリー

ウィンダミア

★今年オープン予定の最新RHSガーデン、ブリッジウォーター（RHS 
Garden Bridgewater）を一般公開に先がけて特別見学

＊RHSキュレーターのマーカス・チルトン・ジョーンズ氏が特別にガイド予定

★ヒルトップ ビアトリクス・ポターが後半生を過ごした農場 「ピーターラビット」の舞台

宿泊は、ウインダミア湖畔の由緒あるローラアシュレイホテルに連泊

＜食事＞ 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル 【ウィンダミア泊】

③
6/18
（木）

ウィンダミア

ペンリス

ウィンダミア

★ローザーキャッスル＆ガーデンズ

＊ダン・ピアソンがデザインした庭と2000本のイングリッシュローズが植えられたローズガーデン

城内やショップをゆっくり見学、併設のレストランで昼食

湖水地方を車窓から眺めながら早めにホテルに戻ります。

＜食事＞ 朝：ホテル 昼：ガーデン 夕：ホテル 【ウィンダミア泊】

④
6/19
（金）

ウィンダミア

ウィザーズラック

マンチェスター

★アビ＆トムズ ガーデン プランツ ＊舘林先生のご友人が経営するナーセリー

多年草をはじめ1000種類の植物を栽培

★ホーカーホール＆ガーデンズ ＊館林先生のご友人がヘッドガーデナーを務める庭園

数々の受賞歴がある庭と歴史ある名家の壮麗な邸宅。ここで昼食もいただきます。

宿泊は、散策やパブ巡りにも便利なマンチェスター市内中心部にゆったり連泊

＜食事＞ 朝：ホテル 昼：ガーデン 夕：－ 【マンチェスター泊】

⑤
6/20
（土）

マンチェスター

ストーク・オン・トレント

マンチェスター

★トレンタム ガーデンズ ＊ピート・アウドルフ、トム・スチュワートスミス、ナイジェル・

ダネットがデザインした庭を見学、ショッピングモールや園芸センターでお買物

★バーレイファクトリーショップ ＊日本でも紅茶好きの女性に大人気の陶器ブランド

バーレイでお買物、季節ごとに変わるかわいいディスプレイも必見！

＜食事＞ 朝：ホテル 昼：－ 夕：－ 【マンチェスター泊】

⑥
6/21
（日）

マンチェスター 発
（ロンドン）

12:10／空路、ロンドンヒースロー空港乗り継ぎ

＜食事＞ 朝：ホテル 昼：－ 夕：機内 【 機内泊】

⑦
6/22
（月）

成 田 着 11:15／成田空港到着

＜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。

■ 出 発 日： ２０２０年 ６月１６日（火）＜７日間＞

■ 旅行代金： ４９８,０００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 53,400円／2019年12月25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 63,000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・エアウェイズ （エコノミークラス）
＊ビジネスクラス、プレミアムエコノミー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。

◆ホテル： マンチェスター （1泊目）クラウンプラザ マンチェスターエアポート/（4・5泊目）ホリデイイン・シティセンター
ウィンダミア ローラアシュレイホテル ザ・ベルスフィールド

◆食 事 ： 朝食 5回 ､昼食 3回 ､夕食 2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： 18名 (最少催行人員12名)

◆日本国内線代金： 日本航空就航都市 往復15,000円／片道7,500円

＊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いただきます。

■ 出発日・旅行期間など

■ スケジュール

＜舘林正也先生プロフィール＞

幼少のころを東京、エジプト、インドで過ごす。大学卒業後、都市銀行10年間勤務。園芸をこころざして退職し渡英。
ヨークの園芸学校で園芸の基礎を学び、ケンブリッジ大学植物園、世界遺産「キューガーデン」にて研修、キューディ
プロマ修了。７年間の英国滞在を終え、帰国後は園芸に関わる様々な活動を通じて園芸の楽しさを伝え、その裾野を
広げるべく活動中。毎年渡英し最新情報を収集。

https://www.rhs.org.uk/gardens/bridgewater より参照

Lowther Castle & Gardens Abi & Tom’s Garden Plants

Trentham Gardens Holker Hall & Gardens


