
現地では、六本木天文クラブで活躍する「星空案内人」泉水朋寛氏 
ら専門家が星空案内人®取得講座を開講。	

専門家指導の下、天文学の入門講座や天体望遠鏡の扱い方など、	
星空を楽しむための基本的な知識や考え方、技術を学びます。 

講座を修了すれば「星空案内人®（準案内人）」の資格を取得でき 

ます。	

ニュージーランド南島の小さな町レイクテカポは 

星空としては初めてとなる世界自然遺産への	

登録を目指している	

世界でもっとも美しい星空がある場所。	

このレイクテカポで、「星空案内人® （準案内人）」	

資格取得講座を開講します。	

日本からは見ることのできない	

南天の星空を教材に	

宇宙の楽しみを学びながら、	

「星のソムリエ」になってみませんか？	

2.現地で「星空案内人®資格取得講座」を実施
　  南半球で星のソムリエに！

1.レイクテカポに3連泊　星空観測のチャンスは3夜！

本ツアーでは、テカポに3連泊することにより、星空観測のチャンス 
が 大3夜（回）あります。	

観測場所は、世界 南端の国際天文台「マウントジョン天文台」と 
写真撮影にも適した「コーワンズ･ヒル」。 
南十字星、大小マゼラン銀河、南天に広がる天の川など、日本では 
見ることのできない美しい南半球の星空をお楽しみいただけます。 

■利用航空会社／ニュージーランド航空	
■利用ホテル／レイクテカポ : ペッパーズ･ブルーウォーター･リゾート	
		 	　 　オークランド : ランデブー・グランド・ホテル  	

■食事／朝3回、昼1回、夕4回	
■ 少催行人員／15名	

■添乗員／同行しません。現地ガイドがご案内します。 
	
※気象条件等により星空をご覧いただけない場合は、屋内での座学となります。  

※日程表の便名および時間は2015年3月2日現在のもので、今後航空会社の都合により 
　 予告なく変更となる場合があります。	

※当ツアーに参加される日本国籍の方は、ニュージーランド出国予定日から数えてさらに 
　 3ヵ月以上の残存期間がある旅券(パスポート)が必要です。 
　 また査証(ビザ)は不要です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館、 
　 入国管理事務所にご自身でご確認ください。	

★星空案内人®とは

豊かな知識と経験から美味しいワインを選んでくれるソムリエのよう 
に、星空や宇宙の楽しみ方を教えてくれるのが星空案内人です。 
資格をとって、科学館や学校で指導したり、地域のボランティアとして 
活動してみませんか。 
子どもたちに星空や宇宙の世界を語ってみませんか。 
	
  泉水 朋寛 氏　プロフィール 　　　 

　1975年岡山県岡山市生まれ。 
　2005年より1年間ニュージーランドにて星空ガイドを 
　務める。 
　2008年に「星空案内人®」に認定。六本木ヒルズで	
　開講されている星空セミナーの講師や天体観察会	
　の解説員をはじめ、さまざまなところで星空や宇宙	

　に関する活動を行っている。	
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2015年  6月16日（火）　東京発  6日間

星空案内人  泉水朋寛さんと行く

世界で最も美しいテカポの星空の下

星のソムリエになる旅

日次 月日 時間 日程　・　宿泊　・　食事

1 6/16 18:30 東京（成田）発	 →	 ニュージーランド航空にてオークランドへ。

（火）

機中泊　　朝：－	 昼：－	 夕：機	 

2 6/17 08:40 オークランド着。入国・通関後、係員がお出迎えし国内線ターミナルへ移動。

（水） 10:10 オークランド発	 →	 ニュージーランド航空にてクライストチャーチへ。

11:30 クライストチャーチ着後、専用車にてレイクテカポへ。（所要約3時間30分）

夕刻 到着後、ホテルへ。

ホテル内バンケットルームで講義①（17:00～18:45）
夜 スターウォッチング【1回⽬目】

レイクテカポ泊　　朝：機　昼：○　夕：○	 

3 6/18 午前 晴天時にはマウントクックを望むハーミテージホテル周辺散策。
（木） 午後 ホテル内バンケットルームにて講義②③（14:00～17:45）

夜 スターウォッチング【2回⽬目】および実技②（21:00～22:45）
レイクテカポ泊　　朝：○　昼：－　夕：○	 

4 6/19 午前 テカポ湖周辺観光および世界⾃自然遺産申請に向けての活動⾒見見学。
（金） 午後 ホテル内バンケットルームにて講義④実技①（14:00～17:45）

夜 スターウォッチング【3回⽬目】および実技③（21:00～22:45）
レイクテカポ泊　　朝：○　昼：－　夕：○	 

5 6/20 朝 専用車にてクライストチャーチへ。（所要約3時間30分）

（土） 13:35 クライストチャーチ発	 →	 ニュージーランド航空にてオークランドへ。

14:55 オークランド着後、専用車にてオークランド市内観光。
オークランド泊　　朝：○　昼：－　夕：○	 

6 6/21 早朝 専用車にて空港へ。

（日） 08:40 オークランド発	 →	 ニュージーランド航空にて帰国の途へ。

16:50 東京（成田）着。入国・通関後、解散。

朝：機　昼：機　夕：－	 



旅行代金と利用ホテル案内	

上記代金には以下のものは含まれておりません。旅行代金お支払い時に合わせて 
お支払いください。 
 
①運送機関の課す付加運賃･料金に該当する「燃油サーチャージ」	

	燃油サーチャージ（2015年4･5月発券時の目安額／往復) : 22,000円 
 燃油サーチャージ（航空会社の定める付加運賃･料金）が変更された場合、増額になった時は 

　　不足分を徴収し、減額になった場合はその分を返金いたします。	

②成田空港施設使用料 : 大人2,090円	

③成田空港旅客保安サービス料 : 520円	

④現地空港諸税 : 4,700円

※プレミアム･エコノミークラスおよびビジネスクラスご希望の場合は、別途お見積りします。 
　 いずれのクラスともお申し込みいただいてからの手配となりますので、ご希望に添えない場合も 
　 あります。	

ペッパーズ ブルーウォーター リゾート レイク テカポ 	
Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo 

テカポ湖畔に近いリゾートホテル	
2008年11月、テカポ湖畔近くにオープンしたリゾートホテル。 
自然のなかの別荘を意識したウッディなアースカラー基調の 
ゲストルームは、広いスペースをゆったり使った居心地のよさ 
が特徴的。 
2階建て、142室。 
客室内設備／エアコン、バスタブ・シャワー（※）、ドライヤー、 
テレビ、ポット、冷蔵庫 
※バスタブなし・シャワーのみのお部屋となる場合があります。	

■旅行代金　往復エコノミークラス利用･2名1室利用時の大人おひとり様	

ランデブー・グランド・ホテル・オークランド 
Rendezvous Grand Hotel Auckland 

吹き抜けのロビーが印象的なホテル 
ニュージーランド 大の客室数を誇るデラックスホテル。 
ショッピング街、ナイトライフ地区、ウォーターフロントへも徒歩圏内
。数々の受賞暦を誇るレストランでは、国際的にも評価が高いシェフ 

自慢の料理を楽しめます。 
12階建て、452室。 
客室内設備／エアコン、バスタブ、シャワー、ドライヤー、 
テレビ、ミニバー・冷蔵庫、コーヒーメーカー 	

旅行条件(要約) 

【お問い合わせ・お申し込みは】 
 
旅行企画・実施 

　　　　	
	
	
	
	
	
〒163-0690  

東京都新宿区西新宿1丁目25番1号　新宿センタービル MB1	
観光庁長官登録旅行業第38号　 
一般社団法人 日本旅行業協会正会員 
ボンド保証会員　　 
旅行業公正取引協議会会員	

TEL : 03-3349-8737 
営業時間 : 10:00～19:00　(土日祝 10:00～17:00) 
E-mail : travelsalon@tobutoptours.co.jp 
総合旅行業務取扱管理者 ： 網野 康彦　　　　 （承）19036 	

【旅行代金および宿泊について】    
●旅行代金はホテルの2人用のお部屋をお2人でご利用いただき、航空機はエコノ
ミー（Y）クラス利用の場合の大人お1人様の代金です。また、航空運賃は、特別航
空運賃を適用しています。 	

●各コースで利用するホテル、特別な記載のない限りトイレ･バスタブつきの2人用
	のお部屋を使用いたします。2人用のお部屋には、シングルベッドが2台の「ツイ
	ンベッドルーム」と、キングまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベッ
	ドルーム」の2種類があります。当社ではできる限り「ツインベッドルーム」をご用意

いたしますが、場合によって「ダブルベッドルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッ
ドを入れてご利用いただくことがあります。但し、ハネムーナーやご夫	婦等のカップ
ルでご参加の際は、「ダブルベッドルーム」で大型ベッド1台のみのご利用となる場
合があります。また、「ツインベッドルーム」の場合でも2つのベッドが離れていない
部屋や、2つのベッドサイズ、種類が異なる場合があります。	

●お部屋の眺望や階数を明記したコース以外は、お部屋の指定や階数の指定は
	できません。 	

【市内観光、送迎、オプショナルツアーについて】 
●観光の訪問先は施設(特に美術館、博物館)の休館、現地事情、天候などにより
	訪問箇所･訪問予定日が変更となる場合があります。また、訪問経路は交通事
	情により変更となったり、下車観光が車窓からの観光になる場合があります。 	

●観光や送迎のバス、オプショナルツアーでは他のコースのお客様と合流する場
	合があります。 

ご案内　～お申し込みの際に必ずお読みください～	

【旅券(パスポート)と査証(ビザ)について】  
●当サイト掲載コ－スに参加される日本国籍の方は、ニュージーランド出国予定 
日から数えてさらに3ヵ月以上の残存期間のあるパスポート(旅券) が必要です。 
また、査証(ビザ)は不要です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領
	事館、入国管理事務所にご自身でご確認ください。 	

●上記情報は2015年3月2日現在のもので予告なく変更となる場合があります。　 　 
申し込みの際に必ず 新情報をご確認ください。 	

●現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、新規旅券の取得、査
	証の取得(必要な場合)等は、お客様の責任で行ってください。これら手続きの一
	部についてはお申込みの販売店が渡航手続き料金を申し受けて代行致します。	

【空港諸税等について】 
●現地空港諸税(2015年3月2日現在の税額)、日本国内の空港旅客サービス施 
　 設使用料、空港保安サービス料は旅行代金に含まれておりません。お申込み 
　 の販売店へお支払いください。	

●現地空港諸税は2015年3月2日現在のIATA公示レート(BSR)を適用して算出
	しており、為替レートの変動による過不足が生じても後日精算はいたしません。
	但し空港諸税は予告なく増額･新設されることがあり、その際には徴収額を変更
	する場合があります。 	

●現地空港諸税および日本国内の空港旅客サービス施設使用料につきまして
は、 	上記旅行代金の下をご参照ください。	

【海外危険情報･保健衛生情報】 
●渡航先(国または地域)によっては、外務省海外危険情報等、安全関係の情報が
	出されている場合があります。外務省海外危険情報が出されている場合は、お申

込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。渡航に関する
情報は、外務省海外安全ホームページをご覧いただけます。 	(http://
www.anzen.mofa.go.jp) 
●渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所FORTH（For Travelerｓ’ 
Health）ホームページにてご確認ください。 
（http://www.forth.go.jp/） 

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社新宿トラベルサロン（以下「当社」といいま
す。）が旅行企画・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」といいます。）を締結することになります。旅行契
約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容及び別途お渡しする旅行条件書、確
定書面（ 終日程表）並びに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。	

１．お申込み方法と旅行契約の成立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）当社の定める方法によりお申し込みください。下記のお申込金は指定の方法に
より当社の定める日までにお支払ください。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約
料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。（２） お申込みの時点では旅行契
約は成立しておりません。旅行契約は、当社が締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものとします。	

２．お申込金（お一人様につき）：　50,000円	

３．旅行代金のお支払い　　　当社指定の期日までにお支払いください。	

４．旅行代金に含まれるもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当パンフレットに記載した旅行の 航空機・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃・料
金〔燃油サーチャージを含みません。〕、 宿泊料金、食事料金及び観光　料金（バス
等の料金、ガイドﾞ料金、入場料金等）、手荷物運搬料金、 団体行動中のチップ、 添
乗員同行コースの添乗員同行費用等を含みます。＊上期諸費用は、お客様のご都
合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。	

５．旅行代金に含まれないもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第４項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。　　　　　　　　　　　　　　　
超過手荷物料金、一部航空会社の受託手荷物運搬料金、個人的性質の諸費用 、
渡航手続諸経費、燃油サーチャージ（付加運賃・料金の額が変更された場合、不足
分は追加徴収し、減額分は返金します。）、各国空港税・出国税及び諸税 、日本国
内の空港施設使用料、一人部屋追加代金 、オプショナルツアーの代金等	

６．旅行契約の解除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することが
できます。なお、取消日とは、お客様が当社又はお申込店の営業日・営業時間内に
旅行契約を解除する旨をお申し出いただいた日とします。また、当社は当社旅行業
約款の規定に基づき、旅行開始前及び旅行開始後であっても、お客様との旅行契
約を解除することがあります。	

	

 

	

旅行契約の解除期日	 取消料(お1人様) 

旅行開始日がピーク時の時、旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって40日目にあたる日から31日目
にあたる日まで	

旅行代金の10％	

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から当日まで	 旅行代金の50% 
旅行開始後または無連絡不参加	 旅行代金の100％	

●ピーク時とは、12月20日～1月7日、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日をいいます。	

７．旅行の取り止め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
お申込人数がパンフレットに記載した 少催行人員に満たないときは旅行の
実施を取止めることがあります。この場合、ピーク時に旅行を開始するものに
あっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日前にあたる日よ
り前までに、またピーク時以外に旅行を開始するものにあっては、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までに旅行を中止
する旨を通知します。 	

８．特別補償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様がご旅行中に急激かつ

偶然な外来の事故によりその生命、身体又は荷物に被られた一定の損害に
ついて、保証金及び見舞金をお支払いいたします。	

９．旅程保証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当社は、パンフレットに記載した契約内容のうち、次の①～⑨にあたる重要な

変更が生じた場合は、旅行代金に1%～5%の所定の率を乗じた額の変更補償

金をお支払いいたします。ただし、1企画旅行につき合計15%を上限とし、また
補償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。なお、当社は、お

客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同時又は
それ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって保証を行うこと

があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

①旅行開始日又は旅行終了日 ②入場する観光地又は観光施設、レストラン、
その他の旅行目的地 ③運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ

の変更 ④運送機関の種類又は会社名 ⑤本邦内の出発空港又は帰着空港

の異なる便への変更 ⑥直行便から乗継便又は経由便への変更 ⑦宿泊機関
の種類又は名称 ⑧宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条

件 ⑨前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項	

１０．個人情報の取扱い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当社は、旅行のお申し込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につき

まして、お客様との連絡、お申し込みいただいた旅行手配と旅行サービスの提
供、当社の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のため

に利用させていただくほか、お客様への商品やキャンペーンのご案内、ご意
見・ご感想等のアンケートのお願いなどのために利用させていただきます。ま

た、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・外務

省その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合がありま
す。 

マークおよび発着時刻の目安	

■食事マーク	

朝＝朝食    昼＝昼食    夕＝夕食    機＝機内食    □＝食事なし	

■移動の発着時間	
(時間の目安は次の通りです。交通機関などの事情で変更することもあります) 

早朝	 朝	 午前	 昼	 午後	 夜	 深夜	

4:00～	 6:00～	 8:00～	 12:00～	 14:00～	 18:00～	 23:00～	 4:00 

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責任者	
です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございまし 
たら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。	

4/10以降、ツアーの詳細はこちらからもご覧いただけます。 
 

http://plus.tobutoptours.jp/photo/hoshizora/ 

355,000円　（1人部屋追加代金  42,000円）
【オークランド延泊プラン】	

ご希望により、オークランドでの延泊を承ります。（いずれも 少催行人員は2名）	

■1延泊追加代金　2名1室利用時の大人おひとり様	

　 17,000円　  （１人部屋追加代金　9,500円）	

　 ※日本帰着は6/22（月）になります。	

■2延泊追加代金　2名1室利用時の大人おひとり様	

　 29,000円　（１人部屋追加代金　19,000円）	

　 ※日本帰着は6/23（月）になります。	

■延泊プラン代金に含まれるもの 

　 泊数分の宿泊代および朝食代、帰国日のホテルから空港への送迎代	

お申込みいただいてからの手配となりますので、ご希望に添えない場合もあります。 

オークランドでは各種オプショナルツアーをご用意しております。	

新宿  トラベルサロン

（２）お客様のご都合で既にお申込みのｺｰｽや出発日を取消され、新たに別
のコースや出発日をお申込になる場合、また、お申込人数から一部の人数を
取消される場合も、旅行代金に対してお一人様につき上記の取消料の対象と
なりますので、予めご了承ください。	

【その他】	

●お客様のご希望により追加手配をお受けする事がありますが、この場合の旅行
	形態は、お客様と当社との間の手配旅行契約となります。当該手配の手数料に

ついては、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。	

【燃油サーチャージについて】	

●燃油サーチャージ22,000円（2015年4・5月発券時の目安額／往復）は旅行 
代金に含まれておりません。お申込みの販売店へお支払いください。 
燃油サーチャージ（航空会社の定める付加運賃･料金）が変更された場合、増額に
なった時は不足分を徴収し、減額になった場合はその分を返金いたします。  
	

１１．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（１）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（２）お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物 
　　　はお客様の責任で行っていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（３）このパンフレットは、平成27年3月2日現在を基準としております。	


