
1. 企画手配旅行契約
（１）この旅行は、（一般社団法人）香りの健康ライブラリーが企画し、株式会社NDCトラベル

（東京都知事登録旅行業第3-6659号、以下当社といいます。）が手配する企画手配旅行
契約でありこの旅行に参加されるお客様は当社と企画手配旅行契約を締結することに
なります。

（２）当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿
泊その他の旅行に関するサービス（以下旅行サービスといいます）の提供を受けること
ができるように、手配することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するこ
とを引き受けるものではありません。

（３）手配旅行契約の内容・条件は出発前にお渡しする旅行日程表、当社手配旅行約款によります。

2. 旅行のお申し込み
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただき
ます。申込金は旅行代金の一部として繰り入れます。

（お振込先）三井住友銀行・錦糸町支店・普通・7475187・株式会社NDCトラベル

3. 旅行契約の成立時期
企画手配旅行契約は、当社が第2項の申込金を受領したときに成立するものといたします。

4. 旅行日程：2018年9月16日（日）～23日（日）　6泊8日（8日間）

5. 旅行代金：284,000円（二人部屋利用・空港使用料・外国諸税・燃油サーチャージ含）

6. 旅行代金に含まれるもの
（1）国際線＋インドネシア国内線・航空券代金（ガルーダ・インドネシア航空） 
（2）旅行日程に含まれる専用車の料金
（3）旅行日程に明示した宿泊の料金（6泊）及び税・サービス料金
　　（2人部屋に2人ずつの宿泊を標準とします） 

（4）旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料金（朝食：6回・昼食：6回・夕食：6回）
※機内食除く 

（5）手荷物の運搬料金…お一人様スーツケースの手荷物運搬料金（46kg以内が原則です）
（6）羽田空港使用料・インドネシア出入国税・燃油サーチャージ
（7）世界遺産・ボロブドゥール遺跡入場料   
（8）主催旅行保険（団体保険）

７. 旅行代金に含まれないもの
（1）団体行動中の心づけ・チップ   
（2）ホテルでの個人利用（ミニバー、電話、クリーニング代等）   
（3）自由行動時の移動費用

８. 募集締め切り：2018年8月14日（火）　　　
９. 最少催行人員：10名様
10. 一人部屋利用追加代金：55,000円
11. アップグレード追加代金：120,000円
12. 旅行代金のお支払
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前にお支払い
ただきます。

13. 旅行契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除すること
ができます。

14. 企画手配旅行期間について（特別補償保険がうけられる期間）
今回の企画手配旅行期間とは、企画手配旅行の日程に定める最初の交通機関のサービスの提供をうける
ことを開始した時から現地係員が解散を告げたときまでの期間をいいます。但し、旅行者が離脱および復
帰の予定無く離脱したときは、その離脱している間は、企画手配旅行に参加していないものとします。

●お取消料

ご旅行条件

インドネシア・ジャワ島ツアー　申込書

申込日　　　　年　　　月　　　日
お名前 ローマ字（パスポート通り） 性別

男性　　　　女性

漢字氏名： 生年月日
　　　　　年　　　月　　　日

現住所 〒

電　話 携帯電話　

FAX

渡航中の
日本連絡先

氏名 ( 間柄：　　　　　　　）

〒

電　話 携帯電話　

勤務先 会社名

緊急連絡先（電話） 担当者名

部署名

パスポート 　･ 持っている　　　　　　・持っていない パスポート番号

有効期限　　　　年　　　月　　　日まで ★2019年3月24日までの有効旅券★

お一人部屋
利用のご希望 一人部屋希望 ( 追加代金 55,000 円）　　します　　・　　しません

マイレージ番号

（任意）海外旅行保険の
申込みについて

※お申込みを希望される際には、申込書を送付致します。
　　　　　旅行保険の申込を希望　　　  します　　・　　しません

※スターアライアンス系（ANA、ルフトハンザ、ユナイテッド航空等）     

　航空会社：    　　マイレージ番号： 

区　分 申込金（お一人様）
旅行代金が 20 万円以上 50,000 円

契約解除の日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降～
3 日目にあたる日まで 旅行代金の 20％

旅行開始日の前々日～前日 旅行代金の 50％
旅行開始日の当日 旅行代金の 100％

■旅行企画・実施
　株式会社 クロノス・インターナショナル　観光庁長官登録旅行業第1584号
　〒105-0004 東京都港区新橋2-12-15 田中田村町ビル6F
■受託販売
　株式会社NDCトラベル　東京都知事登録旅行業第3-6659号
　〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-3-7
　TEL:03-6666-9146　FAX:03-6659-9709
　（営業時間 9:30～19:00　土日祝日休業）
　担当：青樹　真（総合旅行業務取扱管理者）

熱帯の精油の香りと
関連精油産業を訪ねて

　フレグランスジャーナル社「香りの図書館」では、これまで「天然精油の
聖地巡礼の旅ツアー」をケニア・タンザニア、マダガスカル、ブルガリア、
オーストラリア・タスマニア、アフリカ・レユニオン、インドで行ない、好
評を得てきました。
　今年は（一般社団法人）香りの健康ライブラリーがツアーを引き継ぎ、イン
ドネシア・ジャワ島の精油と製油関連産業のツアーを企画し、2018年9／16
（日）～23（日）の日程で実施します。皆様のご参加をお待ちしております。

■ 旅　行　日　程：2018年9月16日（日）～23日（日）6泊8日
■ 旅　行　代　金：284,000円（1名様あたり・空港税・燃油サーチャージ含）
	 ＊ご旅行代金に含まれるもの
	 ・国際線＋インドネシア国内線・航空券代金（ガルーダ・インドネシア航空）		 	 	
	 ・旅行日程に含まれる専用車の料金	 	 	 	 	
	 ・旅行日程に明示した宿泊の料金（6泊.及び税・サービス料金（2人部屋に2人ずつの宿泊を標準とします）	
	 ・旅行日程に明示した食事の料金・税・サービス料金（朝食：6回・昼食：6回・夕食：6回）※機内食除く
	 ・手荷物の運搬料金…お一人様スーツケースの手荷物運搬料金（46kg以内が原則です）	 	
	 ・羽田空港使用料・インドネシア出入国税・燃油サーチャージ		 	 	 	
	 ・世界遺産・ボロブドゥール遺跡入場料	 	 	 	 	
	 ・主催旅行保険（団体保険）	
	 ＊ご旅行代金に含まれないもの
	 ・団体行動中の心づけ・チップ	 	 	
	 ・ホテルでの個人利用（ミニバー、電話、クリーニング代等）		 	
	 ・自由行動時の移動費用
■ 最小催行人数：10名様（先着順）
■ 募集締め切り：2018年8月14日（火）
■ 一人部屋利用追加代金：55,000円
■ そ　の　他　：・パスポートの残存期間は、6カ月+滞在日数以上必要です。
	 ・海外旅行保険をご希望の方も別途お申し付けください。

コーディネーター：（一社）香りの健康ライブラリー	理事	谷田貝	光克（東京大学名誉教授）

天然精油の聖地巡礼の旅 第7回ツアー

 インドネシア・ジャワ島の
エッセンシャルオイル視察ツアーのご案内

羽田発

企画協力 旅行に関するお問い合せ先

（一般社団法人）香りの健康ライブラリー
〒162-0837 東京都新宿区納戸町3 グランドＰ モナコ2F

代表理事　津野田 勲

■旅行企画・実施■

株式会社 クロノス・インターナショナル
観光庁長官登録旅行業第1584号

〒105-0004 東京都港区新橋2-12-15 田中田村町ビル6F

株式会社 NDCトラベル
〒130‒0022 東京都墨田区江東橋3‒3‒7

TEL：03‒6666‒9146 FAX：03‒6659‒9709
担当：青樹　真（総合旅行業務取扱管理者）（営業時間 9:30～ 19:00 土日祝日休業）

画像はイメージです

参加者募集



主な視察先（予定）

・国立林産物研究開発センター	 ボゴール	
・スパイス・薬用作物研究センター	 ボゴール
・熱帯生物薬剤研究センター,	ボゴール農科大学	 ボゴール
・ボゴール植物園
・Indesso（大手フレーバー・精油会社）	 ジャカルタ
・Sending	Mole	カユプテ加工工場	 ジョグジャカルタ	近郊
・パチューリ、クローブ工場	 ジョグジャカルタ近郊
・ボロブドゥール寺院	 ボロブドゥール　

視察行程表

お申し込みの流れについて
【申込書の提出】	 申込書を「株式会社	NDCトラベル」（担当：青樹）宛に
	 郵送又はFAXでご提出下さい。画像のお写真をメール頂いても結構です。
	 会社名：株式会社	NDCトラベル
	 住　所：〒130-0022	東京都墨田区江東橋3-3-7　FAX：03-6659-9709　E-mail：ndctravel01@gmail.com
【申込金の支払い】	 申込書ご提出後、1週間以内に申込金（5万円）をお振込願います。
	 銀行・支店名：三井住友銀行・錦糸町支店　　口座名：株式会社	NDCトラベル　　口座番号：７４７５１８７
【旅行申込の完了】	 上記2点をお済ませいただき、旅行申込み手続きが完了致します。
【旅行催行決定】	 最少催行人員の10名様からのお申込を頂きました時点でご連絡致します。
【旅行手続書類】	 旅行催行決定後、株式会社	NDCトラベルより必要な書類をお届けします。
【残金の支払い】	 ご出発の1ヶ月前8月16日（木）迄に、ご旅行代金の残金をお支払い頂きます。
	 ツアー催行の決定後、残金請求書を8月13日（月）迄にご送付させて頂きます。	
	 請求書には、旅行代金から申込金（5万円）をお引きした金額に、任意加入の海外旅行保険料の費用を合算させて
	 頂きますので、海外旅行保険を申し込まれる際は、その旨お申し付け下さい。
【最終案内書の送付】	 ご出発の2週間前迄に最終書面をお届けさせて頂きます。
【出　発　当　日】	 いよいよご出発当日です。お気をつけて行ってらっしゃいませ。

インドネシア・ジャワ島の案内
赤道にまたがり1万3,000以上の大小の島により構成され
るインドネシアは、多様な動植物が存在することでも知ら
れています。芳香植物についても数多くが栽培され精油採
取が行なわれています。
今回はインドネシアで最大の都市ジャカルタのあるジャワ
島でのパチューリ、クローブ、カユプテ、スパイスなどの
芳香植物農園とその精油採取工場や、インドネシア屈指の
精油・フレーバ―会社Indessoを視察します。また、ユネ
スコの世界遺産に登録されている世界最大級の仏教寺院遺
跡ボロブドゥール寺院の見学も楽しむことができます。

日付 都市名・移動手段 時刻 日程 お食事

1

9/16（日） 羽田空港国際線ターミナル 09:45 ガルーダ・インドネシア航空カウンターにてチェックイン
GA0875 便 11:45 空路・ジャカルタへご出発（7 時間 30 分） 機内食：○
ジャカルタ国際空港 17:15 到着後、日本語ガイドのご案内で、専用バスにてボゴールへ移動
ホテル 19:00 ホテルチェックイン後、レストランにてご夕食 夕食：○

ザ 101 ボゴール スーリヤカンカナ泊

2

9/17（日） ホテル 09:00 頃 ホテルにて朝食後、ボゴール周辺の視察へご出発
ボゴール周辺 午前 ① FOREST	PRODUCTS	R&D	CENTER	にて視察 朝食：○

　（国立林産物研究開発センター）
専用バス（大型） 　視察後、現地レストランにてご昼食 昼食：○

午後 ② SPICE	AND	MEDICINAL	CROPS	RESEARCH	CENTERにて視察
　（スパイス・薬用作物研究センター）

ホテル 17:00 頃 　視察後、ホテル帰着。レストランにてご夕食 夕食：○
ザ 1O1 ボゴール スーリヤカンカナ泊

3

9/18（月） ホテル 09:00 頃 ホテルにて朝食後、チェックアウト。ボゴール周辺の視察へご出発 朝食：○
ボゴール周辺 午前 ③ TROPICAL	BIOPHARMAC	RESEARCH	CENTERにて視察

　（熱帯生物薬剤研究センター・ボゴール農科大学・ボゴール植物園）
専用バス（大型） 　視察後、市内レストランにてご昼食 昼食：○

午後 昼食後、専用バスにてジャカルタへ移動
ジャカルタ市内 17:00 頃 ホテルチェックイン後、レストランにてご夕食 夕食：○

ミレニアム ホテル シリー ジャカルタ泊

4

9/19（火） ホテル 09:00 頃 ホテルにて朝食後、チェックアウト。ジャカルタ周辺の視察へご出発 朝食：○
ジャカルタ周辺 午前 ④ INDESSO（大手フレーバー・精油会社）にて視察
専用バス（大型） 　視察後、市内レストランにてご昼食 昼食：○

15:00 頃 昼食後、専用バスにてジャカルタ国際空港へ移動
ジャカルタ国際空港 16:30 ガルーダ・インドネシア航空カウンターにてチェックイン
GA0216 便 18:25 空路・ジョグジャカルタへご出発（1 時間 15 分）
ジョグジャカルタ空港 19:40 到着後、日本語ガイドのご案内で、専用バスにてホテルへ移動
レストラン 20:40 途中、レストランにてご夕食 夕食：○
ホテル 22:00 ホテルチェックイン

メリア プロサニ ホテル ジョグジャカルタ泊

5

9/20（水） ホテル 09:00 頃 ホテルにて朝食後、ジョグジャカルタ周辺の視察へご出発 朝食：○
ジョグジャカルタ周辺 終日 ⑤SENDANG	MOLE	CAJUPUT	PROCESSING	INDUSTRY

　（SENDING MOLE カユプテ加工工場）
専用バス（大型） 関係各所の視察を行います。途中、市内レストランにてご昼食 昼食：○
ホテル 視察後、ホテル帰着。レストランにてご夕食 夕食：○

メリア プロサニ ホテル ジョグジャカルタ泊

6

9/21（木） ホテル 09:00 頃 ホテルにて朝食後、ジャカルタ周辺の視察へご出発 朝食：○
ジョグジャカルタ周辺 終日 ⑥PATCHOULI	AND	CLOVE	INDUSTRIES	IN	SAMIGALUH	VILLAGE

　（パチューリ　グローブ工場）
専用バス（大型） 関係各所の視察を行います。途中、市内レストランにてご昼食 昼食：○
ホテル 視察後、ホテル帰着。レストランにてご夕食 夕食：○

メリア プロサニ ホテル ジョグジャカルタ泊

7

9/22（金） ホテル 09:00 頃 ホテルにて朝食後、世界遺産・ボロブドゥール遺跡観光へご出発 朝食：○
ボロブドゥール遺跡 10:30 到着後、遺跡観光
専用バス（大型） 13:00 頃 途中、市内レストランにてご昼食 昼食：○
ジョグジャカル市内 午後 昼食後、ジョグジャカルタ市内観光　

ジョグジャカルタ空港 17:00 頃 ガルーダ・インドネシア航空カウンターにてチェックイン
GA0215 便 18:20 空路・ジャカルタへご出発（1 時間 20 分）
ジャカルタ国際空港 19:40 ジャカルタ国際空港ご到着　※ご出発まで、ジャカルタ空港内でお過ごし頂きます 夕食：×
GA874 便 23:40 空路・帰国の途へ（7 時間 10 分） 機内食：○

8 9/23（土） 羽田空港国際線ターミナル 08:50 羽田空港ご到着。お帰りなさいませ。

※コーヒー豆のショップバディック
　工房等に立ち寄り予定


