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お待たせしました !

月刊ミスター・パートナー、井形慶子の読者のための特別企画

〜コッツウォルズ・アンティークフェア〜

井形慶子・著作の世界へのいざない
イギリスの小さな暮らしを辿る旅

旅行期間 s2013 年 5 月 30 日（木）～ 6 月 6 日（木）376,000 円

他にはない

8大特典！
特典
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1. 約 3,000 のディーラーが集まる欧州最大級のアンティークフェアでお買い物
2. コッツウォルズでホームステイが 4 泊できる！
3. オプションで湖水地方一泊ツアーに行ける（別途料金）
4.700 年の歴史を持つホルト近郊の宿「メロディハウス B&B」及び inn に宿泊
5. コッツウォルズの一般家庭でアフタヌーンティーをいただきます
6. 映画『小さな恋のメロディ』主演マーク・レスターさんに会える！
7. いにしえのジョージアンタウン「ホルト」を散策
8. チャールズ皇太子が経営する「ハイグローブ・ショップ」へ

約 3,000 のディーラーが集結！ ヨーロッパ最大級の
リンカーン・アンティークフェアで家具・雑貨探し！

年代物のアンティーク
テーブルが 1 万円台で
出品も！ 驚きの激安価
格でヨーロッパ中の業者
も買い付けにくるマー
ケットです。家具のほか
インテリア雑貨、食器な
ども販売しています。

特典
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700 年の歴史があるメロディハウス B&B
及び inn に泊まります（ホルト近郊）

特典
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コッツウォルズで英国人家庭にホームステイし、
生の暮らしにふれる！（希望者のみ）

英国人宅にホームステイし、英国家庭料理を味わった
り、ホストファミリーとお出かけしたり、英国人の生
の暮らしを堪能していただきます。
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オプショナルツアー！
ピーターラビット誕生 120 周年記念
湖水地方一泊ツアー 開催（10 名以上で催行）

湖水地方を愛し、世界
中の人を魅了した絵本
作家ビアトリクス・ポ
ター。そのポターが描
いた絵本ピーターラ
ビットが誕生して今年
で 120 年になります。
それを記念して、今年
のツアーでは今まで行
かなかった湖水地方へ
ご案内。ヒル・トップ
を訪ねたりと湖水地方
を散策します。

特典 コッツウォルズ家庭の美しいガーデンで手作りケーキを堪能！

特典

特典

特典
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映画「小さな恋のメロディ」
主演マーク・レスターさんを訪問！

いにしえのジョージアンタウン「ホルト」でお買い物！

イギリスの一般家庭の奥様ニッキーさん宅を訪れ、彼女が手作りする
ヴィクトリアン・サンドイッチ、パブローバ、スコーンなど英国式ティー
タイムを満喫して頂きます。
イギリス東部ノーフォークのマーケッ
トタウン「ホルト」。レンガと火打石で
築かれたジョージアン建築が残り、雑
貨店、アンティークショップなど見所
満載。井形慶子著『イギリス式昔なが
らの小さな暮らし』（宝島社）でも紹介
した「オールドタウン」にも訪れます。

特典
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チャールズ皇太子が経営するショップでお土産を！
「 ダ ッ チ ー・ オ リ
ジナル」のオーガ
ニック食品をはじ
め、ガーデニング
用品などを販売し
ています。

1971 年に大ヒットした
映 画「 小 さ な 恋 の メ ロ
ディ」。この映画を見てイ
ギリスの虜になった方も多
いのでは。その主演だった
マーク・レスターさんを訪
ね、撮影時のエピソードな
どをお聞きします。

この旅の企画にあたっては、月刊ミスター・パートナーと井形慶子著
※空港から全行程、大型バスでラクラク移動！  荷物の心配なし！   「イギリス式昔ながらの小さな暮らし」での取材及び、インタビューをもとにしました。
購入したアンティークは日系業者でご自宅へ配送できます！
参加ご希望の方は、パンフレットと同時にその著書をお送りします。

お問い合わせ・お申し込み／コッツウォルズ・ウィンド・アカデミー 103-6304-7330
http://www.cotsaca.com
E-mailscwa@cotsaca.com

月日
2013 年
1 5月30 日
（木）

2 5月31 日
（金）

都市名
成田空港発
ロンドン着
チェルトナム

NH201 午前
（予定） 午後

チェルトナム

バス

6 月1 日
（土）

午前
午後

チェルトナム
3

午前

コッツウォルズ

バス
午後

チェルトナム
（湖水地方）

4
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6 月2 日
（日）

6 月3 日
（月）

コッツウォルズ

バス

午後

チェルトナム

午前
バス

リンカーン

午後

ホルト
6月4 日
（火）

午前
バス

ノリッチ

午後

ロンドン
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6 月5 日
（水）
6 月6 日
（木）

午前

（湖水地方）

ホルト
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バス
ロンドン発

スケジュール

交通機関 時刻

午前

NH202 午後
（予定）

成田空港着

午後

成田空港ご集合。全日空 201 便にて一路、英国の首都ロンドンへ向け出発。
到着後、入国手続き。終了後、バスにて英国が生んだ偉大な装飾芸術家ウィリアム・モリスが
「地上の楽園」と称賛した美しいカントリーサイド、コッツウォルズ地方へ移動。
コッツウォルズ地方の中心地チェルトナムに到着後、英国人宅ホームステイまたは
B ＆ B へ分宿します。
（ホームステイは希望者のみ）
〈チェルトナム泊〉
朝食後、バスにて、チャールズ皇太子の別荘のあるテトベリーを訪ね、
彼の経営する「ハイグローブ・ショップ」でショッピングを楽しみます。
昼食は、地元では有名なカントリーパブ「Fox Inn」でとります。
昼食後、再び絵画のように美しい風景が広がるコッツウォルズ地方の村々を巡ります。
（ウィリアム・モリスが賞賛するバイブリーの村やアフタヌーンティーを楽しめる
ボートン・オン・ザ・ウォーターなど）
〈チェルトナム泊〉
朝食後、井形先生お勧めの築 100 年以上の家で、理想の家を造り上げている家々（２軒）を訪ね、英
国人のライフスタイルを十分に学んでいただきます。昼食は、コッツウォルズ地方の典型的なガーデ
ニングの美しい家で、奥様の手作りサンドイッチやケーキなど英国式ティータイムを堪能します。
昼食後、映画「小さな恋のメロディ」に主演したマーク・レスターさんと面会し、
映画撮影時のエピソードなどをお聞きします。終了後、チェルトナムのガーデンセンターなどを巡り
英国式ガーデニングの小物などを見て回ります。
〈チェルトナム泊〉
OP スペシャル・一泊湖水地方ツアー（別途料金／ 25,000 円）：夕方、バスにて湖と緑に囲まれた湖
水地方へ。途中、一泊（ノボテル／ホリデーインクラス）。翌日、朝食後、バスにて「ピーターラビッ
ト」の作家ビアトリクス・ポターが心から愛した美しき農場「ヒル・トップ」を訪ねたりと、湖水地
方を夕方まで散策し、再び、バスにてコッツウォルズに戻ります（夜 9 時着予定）。
朝、カーブーツ・セール（チェルトナムで開かれているオープン・マーケット）に出かけ、
ショッピングを楽しんでいただきます。
午後は、再び、美しい風景のコッツウォルズ地方の村々を巡ります。
（アンティークや雑貨の店が建ち並ぶストウ・オン・ザ・ウォルド、チッピング・カムデン、
ブロードウェイの村々でショッピングを楽しみます）
＜チェルトナム泊＞
早朝、バスにてヨーロッパ最大規模を誇る「リンカーン・アンティークフェア」が開かれている
リンカーンへ移動します。
着後、「リンカーン・アンティークフェア」を訪ね、アンティーク家具から陶器、食器、装飾品の小物
までが売られている中から、ご自分のお宝を発見していただきます !
夕方、宿泊先である、ジョージアン建築が残されているノーフォークの町ホルト近郊にある、
約 700 年の歴史を持ち、かつて村の雑貨店だったタウンハウスの宿「メロディハウス B&B」へ。
夕食は、井形先生ご推薦の村のパブにてとります。( 予定 )
＜ホルト近郊泊＞
朝食後、電車、バスでは行きづらいノーフォーク、いにしえのマーケットタウン・ホルトをゆっくり
と自由散策していただきます。
井形先生の著作「イギリス式昔ながらの小さな暮らし」で紹介された、ノスタルジックを感じさせる
仕立て屋「オールドタウン」や数々の雑貨店、ヴィンテージ服屋などをまわります。
町の散策後、ノリッチの美しいお宅の見学とチャリティーショップの見学をします。
午後、バスにて一路、ロンドンへ移動。（約 3 時間）。到着後、ホテルへ。
＜ロンドン泊＞
朝食後、グループに分かれ、出発までロンドン市内を自由散策していただき、
ショッピングなどを楽しんでいただきます。
またロンドンが初めての方には、ロンドン観光を楽しんでいただきます。
（バッキンガム宮殿、ウエストミンスター寺院、大英博物館他）
午後、バスにて、ヒースロー空港へ。 全日空２０２便にて一路、帰国の途へ。
到着後、入国手続き。終了後、解散。
～お疲れ様でした。～

アンティーク家具
配送します。
+44(0)1707 648 518
www.koyanagiworldwide.com

※現地の事情により、上記スケジュールが変更することがありますがご了承下さい。

＜募集要項＞
旅行期間：2013 年 5 月 30 日（木）～ 6 月 6 日（木）8 日間
旅行代金：376,000 円（参加者 20 名以上）
396,000 円（参加者 15 名以上）
利用航空会社：全日空（予定）
利用ホテル又はＢ＆ B：
チェルトナム／クリーブヒルホテル又は同等クラス、
ご希望によってはホームステイ
ホルト／メロデイハウス B&B 又は同等クラス）
ロンドン／ミレニアム
食事条件：朝食６回 昼食２回 夕食４回

＜機内泊＞

追加プラン： 一人部屋追加料金 53,000 円（但し、限りがあります )
湖水地方１泊ツアー追加料金 25,000 円（10 名様以上で催行）
添乗員：同行いたします。
募集人員：30 名様
最少催行人員：15 名様
申込み締め切り：4 月 26 日（金）※ 但し定員になり次第締め切らせて頂きます。
※上記旅行代金に含まれるもの
○航空運賃：日程表に明示された航空運賃（エコノミークラス） ○宿泊費：上記に明示されたホテル宿泊代（2 名 1 室）及びホームステイ
○食事代：左記に明示された食事代 ○交通費：日程に基づいて行われる専用バスなどの交通費
※ 上記旅行代金に含まれないもの
○超過手荷物料金：原則として 20kg までは無料。 ○海外旅行傷害保険：ご希望の方はお申し付け下さい。 ○渡航手続き費用：
（パスポート取
得に関する費用） ○個人的費用：電話代、土産代、個人的性質の費用（電話代、お土産代、個人的性質の費用） ○空港税等：
（成田空港使用税、
空港税、航空保険料、燃油サーチャージ（合計：約 73,000 円） ○一人部屋追加費用（53,000 円） ○その他オプショナル費用

旅 行 条 件（ 要 旨 ）
この旅行は京王観光株式会社（本社：〒 160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 2 Ｆ、国土交通大臣登録旅行業第
10 号、以下当社といいます）が企画・実施するものであり、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を終結
することになります。募集型企画旅行の内容、条件は当社の旅行条件書、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。なお、当社は旅行サービスを提供するものではありません。
●旅行代金に含まれるもの
航空、送迎バスなど旅行日程に明示した交通費、ガイド料金、入場料、宿泊料金（2 名 1 室基準）
、食事料金、手荷物運搬料金、
団体行動中のチップ、添乗員同行費用。
●旅行代金に含まれないもの（その一部）
超過手荷物料金、クリーニング代、飲物代、ホテルのボーイ・メイド等へのチップその他個人的性質のオプショナルツアー、諸
空港税など。
●旅行代金の申込及びお支払い
当社指定の旅行申込書（以下「旅行申込書」といいます）に所定の事項をご記入の上、お一人様 5 万円の申込金を添えお申し
込みいただきます。申込金は「旅行代金」
「取消料」
「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
※ 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼり、21 日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。
●取消料
（1）旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合、下記の料金で取消料をいただきます。
旅行契約の解除期日

取消料（お一人）

１）旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 30 日目にあたる以降 3
日目にあたる日まで

旅行代金の 20％

２）旅行開始日の前々日及び前日

旅行代金の 30％

３）旅行開始日当日

旅行代金の 50％

４）無連絡不参加及び旅行開始後

旅行代金の 100％

（2）旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、
（１）
の料率で違約料をいただきます。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2012 年 12 月 1 日を基準としております。また旅行代金は 2012 年 12 月 1 日現在有効なものとして公示さ
れている航空運賃・適用規則または、2012 年 12 月 1 日現在、国土交通大臣に許可申請中の航空運賃・適用期間を基準として
算出しています。
●その他
お客様のご便宜をはかるため、土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していた
だきます。
●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が申込みを承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
●詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
●当社募集型企画旅行の範囲はツアー国際線出発地の空港よりツアー国際線到着地の空港帰着までになります。
●ご利用となる国内線はツアー本体と同時にご予約ください。

個人情報の
取り扱いに
ついて

（１）当社は、申込みに記載された個人情報について、お客様との連絡ために利用させ
ていただくほか、お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等が提供するサー
ビスの手配・受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
（２）このほか当社では、当社の商品やサービス・キャンペーンのご案内、旅行に対す
るご意見やご感想提供やアンケートのお願いなどのために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。

旅行企画・実施
京王観光㈱ 東京中央支店
〒 160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 2 Ｆ
国土交通大臣登録旅行業第 10 号 日本旅行業協会（JATA）会員
総合旅行業務取扱管理者：柴井淳一
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てご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱責任者にお尋ね下さい。

[ お問い合わせ先及びお申込み先 ]
（受託旅行会社）
コッツウォルズ・ウィンド・アカデミー株式会社
〒 168-0064 東京都杉並区永福 3-41-18
TEL:03-6304-7330 FAX:03-6304-7530
担当：吉元、廣江
——お申込み手続き方法——
所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、コッツウォルズ・ウィンド・
アカデミー（株）宛てに、郵送または FAX にてお送り下さい。また、
下記 口座番号に申込金として、50,000 円をご入金下さい。
振込先 ： 京王観光株式会社
振込銀行： 三菱東京 UFJ 銀行
口座番号： 当座 9530001

振込第一支店

