
第２回 写真家･松田洋子と行く フランスフォトツアー

プロヴァンスの美しい風景を訪ねて
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★プロヴァンス地方の珠玉の街や村をめぐり、紺碧の海、石造りの街並みなど
多くの芸術家が愛した風景をたっぷり撮影。

★少人数! いつでも写真家･松田洋子先生の撮影アドバイスを受けられます。

★歴史あるプチホテルに３連泊、日本人女性オーナーがフォトスポットにご案内。 2019南仏フォトツアーのイメージ ©Yoko Matsuda 

日次 都市名 スケジュール

①

9/29

火

成 田 発

（ パ リ ）

マルセイユ 着

アヴィニョン

10:35/空路、パリ乗り継ぎ、南仏マルセイユへ

19:20/マルセイユ着、アヴィニョンのホテルへ

＜食事＞ 朝:－ 昼:機内 夕:－ ＜アヴィニョン泊＞

②

9/30

水

アヴィニョン

ユゼス

ﾎﾟﾝ･ﾃﾞｭ･ｶﾞｰﾙ

アヴィニョン

＜世界遺産めぐり＞
アヴィニヨン：法王庁が置かれたローヌ川畔の古都
ユゼス：ローマ時代から栄えたはちみつ色の街
ポン･デュ･ガール：古代ローマ時代の水道橋

＜食事＞ 朝:ホテル 昼:レストラン 夕:－ ＜アヴィニョン泊＞

③

10/1

木

アヴィニョン

リュベロン地方

ﾌﾗｯｻﾝ･ｼｭﾙ･ｲｿﾙ

＜リュベロン地方 珠玉の街めぐり＞
ゴルド：多くの芸術家に愛された“天空の鷲の巣村”
ボニュー：ぶどう畑に囲まれたはちみつ色の鷲の巣村
セニョン：湧き水が流れる岩山の麓の隠れ里
アンスイ：「フランスで最も美しい村」のひとつ

日本人女性オーナーの歴史あるプチホテルに３連泊

＜食事＞ 朝:ホテル 昼:－ 夕:ホテル ＜フラッサン･シュル･イソル泊＞

④

10/2

金

プロヴァンス

＜プロヴァンス 紺碧の風景めぐり＞
イエール ：朝市が立つ知られざる魅惑のリゾート
ガッサン ：「フランスで最も美しい村」のひとつ
ラマチュエル：ぶどう畑が広がる中世の要塞都市

夕食はワイナリーにてロゼワインと共に

＜食事＞ 朝:ホテル 昼:－ 夕:レストラン ＜フラッサン･シュル･イソル泊＞

⑤

10/3

土

プロヴァンス

＜プロヴァンス 珠玉の村めぐり＞
ル・トロネ ：美しいロマネスクの修道院
トゥルトゥル：ビュフェが晩年を過ごした美しい村
ル・カネデモール：小さな鷲の巣村

松田洋子先生による写真の講評会

＜食事＞ 朝:ホテル 昼:－ 夕:ホテル ＜フラッサン･シュル･イソル泊＞

⑥

10/4

日

ﾌﾗｯｻﾝ･ｼｭﾙ･ｲｿﾙ

ニース 発

（ パ リ ）

午前/ニース空港へ
午後/空路、パリ乗り継ぎ、帰国の途へ

＜食事＞ 朝:ホテル 昼:－ 夕:機内 ＜機内 泊＞

⑦

10/5

月

羽 田 着 12:10-18:30/羽田到着、通関後解散 ＊帰着は羽田空港

＜食事＞ 朝:機内 昼:－ 夕:－

※スケジュールや訪問都市・観光箇所は、天候や運輸機関、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。

出発日／旅行代金

2020年 9月29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)

成田発 羽田着 398,000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42,910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日前に決定しご案内します。

ひとり部屋追加代金： 54,000円 ＜相部屋可＞
同性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。

■利用ホテル アヴィニョン／メルキュール
フラッサン･シュル･イソル／ドメーヌ･デュ･ラック

＊ｼｬﾜｰのみの部屋となる場合があります。 ■添乗員同行

■食 事 朝食5 昼食1  夕食3（機内食のぞく）

■航空会社 エールフランス航空

■募 集 14名さま （最少催行人員10名）
＊ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスの設定も

ございます。お問い合わせください。

同行講師： 写真家 松田 洋子

横浜市磯子区出身 まとりかりあ写真教室横浜主宰
公益社団法人日本写真協会会員

2012年自宅で写真教室を開講、現
在は横浜駅西口徒歩6分のアトリエで、
女性に向けた講座を行う。教室の講座
以外にも、パシフィコ横浜で毎年5万人
以上が集まるイベント・CP＋(プラス)講
座を担当、また不動産会社社員に向け
た「物件を撮影する」写真講座や、フラ
ワーアレンジ協会講師に向けた「お花を
綺麗に撮る」講座なども行う。現在は写
真教室を主宰するだけではなく、写真
家として日々のなにげない風景や、生ま
れ育った横浜を中心に撮影を続け個展
も開催している。

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）



〔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。

2020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

■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 「フランスフォトツアー」 係

電話 ： ０３-６２３８-３０８５ ＦＡＸ：０３-６２３８-１９６７

〒102-0084 東京都千代田区二番町8-8 ＜受付時間 月～金：10：00～17：00 土日祝：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 口座名: (株)セブンカルチャーネットワーク

申込金のお支払いは銀行振込のみとなります。残金をクレジットカード
決済ご希望の方には、決済用のURLをメールでご案内いたします。
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。

〔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。

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。

2020-TR-014

新美敬子さん

＜フランス国情報＞
◆通貨：1ユーロ ≒123円 （2020年3月15日現在） ◆時差：-7時間（サマータイム） ◆電圧：220V／50Ｈｚ プラグ： 2穴 Ｃタイプ 3穴 ＳＥタイプ
◆気象：平均気温（最高/最低） アヴィニョン 9月 26℃/13℃ 10月 21℃/10℃ 参考：東京 9月 27℃/20℃ 10月 22℃/10℃

＜フランス渡航情報＞
■パスポート必要残存期間（日本国籍） ： フランス （シェンゲン協定加盟国）出国時90日以上 ■査証（ビザ） ：日本国籍の方＝不要
●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。

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日目～31日目
（ピーク期の出発）

旅行代金の10％

30日目～15日
旅行代金が

50万円以上

50,000円

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

プロヴァンス地方の小さな村フラッサン･シュル･イソル

ピカソも滞在したホテル Domaine du Lac に３連泊

WEBお申し込みはこちら

全10室のプチホテル。築100年の歴
史と土地に根ざした料理・ワインに定
評があります。オーナーは日本人の
Keikoさん。右はオーナーとご家族。


