
礼拝堂内より入口を望む

お問合せ・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㈱セブンカルチャーネットワーク㈱セブンカルチャーネットワーク㈱セブンカルチャーネットワーク
電話 ：０３－６２３８－３０８５０３－６２３８－３０８５０３－６２３８－３０８５０３－６２３８－３０８５ ファックス：０３－６２３８－６９９４
〒102-8452 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 一般社団法人日本行業協会会員
総合旅行業務取扱管理者： 倉西芳次 担当 ： 田村光春

＜営業時間 09:30～17:30 土・日曜日＝休業＞

２つの素敵な礼拝堂を訪ねて２つの素敵な礼拝堂を訪ねて２つの素敵な礼拝堂を訪ねて２つの素敵な礼拝堂を訪ねて

田窪田窪田窪田窪 恭治氏と行く恭治氏と行く恭治氏と行く恭治氏と行く SPECIAL TOURSPECIAL TOURSPECIAL TOURSPECIAL TOUR

林檎の礼拝堂とベネチアを林檎の礼拝堂とベネチアを林檎の礼拝堂とベネチアを林檎の礼拝堂とベネチアを
楽しむ旅楽しむ旅楽しむ旅楽しむ旅 ８日間８日間８日間８日間

２つの素敵な礼拝堂を訪ねて２つの素敵な礼拝堂を訪ねて２つの素敵な礼拝堂を訪ねて２つの素敵な礼拝堂を訪ねて

田窪田窪田窪田窪 恭治氏と行く恭治氏と行く恭治氏と行く恭治氏と行く SPECIAL TOURSPECIAL TOURSPECIAL TOURSPECIAL TOUR

林檎の礼拝堂とベネチアを林檎の礼拝堂とベネチアを林檎の礼拝堂とベネチアを林檎の礼拝堂とベネチアを
楽しむ旅楽しむ旅楽しむ旅楽しむ旅 ８日間８日間８日間８日間

◆旅行期間 ： ２０１３年１０月２４日（木）～ １０月３１日(木)  ＜８日間＞
◆旅行代金 ： おひとり様 ３６８，０００円 (成田空港発着／2名様1室利用)

◆募集人数 ： ２５名 (最少催行人員１５名) ◆添乗員：同行いたしません

※燃油サーチャージ・日本及び現地空港税等諸費用の合計６６，６００円（2013年 6月1日現在） を別途申し受け
ます。金額につきましては変動することがあります。 ご出発の30日前に決定いたします。

ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ地方ﾌｧﾚｰｽﾞにある田窪氏が再生した礼拝堂

独自の色ガラスの瓦



≪≪≪≪旅行条件（要旨）旅行条件（要旨）旅行条件（要旨）旅行条件（要旨）≫≫≫≫

● 1111 募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約

この旅行は、㈱セブンカルチャーネットワーク（以下、「当社」といいます。）が旅行企画･募

集･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（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、別途

お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及

び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●●●●2222 旅行契約のお申し込み旅行契約のお申し込み旅行契約のお申し込み旅行契約のお申し込み････契約の成立契約の成立契約の成立契約の成立・・・・旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い旅行代金のお支払い

当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みくださ

い。電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段でお申し込みの場合、当社

が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の

お支払いをしていただきます。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領し

たときに成立いたします。旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日

目にあたる日より前に（お申込が間際の場合は当社が指定する期日までに）お支払いい

ただきます。

●●●●3333 お支払い対象旅行代金お支払い対象旅行代金お支払い対象旅行代金お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と

「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引

いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を

算出する際の基準となります。

●●●●4444 旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道・送迎バス・車など利用運送機関の運賃、観光バ

ス・車・ガイド料金、入場料、食事料金、宿泊料金、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同行費用など。

●●●●5555 旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの旅行代金に含まれないもの（（（（一部例示一部例示一部例示一部例示））））

超過手荷物料金。クリーニング代、電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その

他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。傷害、疾病に関

する医療費など。渡航手続諸費用。日本国内の空港施設使用料。海外の空港税・出国税

など。運送機関の課す付加運賃･料金(燃油サーチャージなど)。国内の自宅から発着空港

などまでの交通費、日本国内での宿泊費など。お一人部屋追加代金。オプショナルツアー

代金。

●●●●6666 旅行契約の解除旅行契約の解除旅行契約の解除旅行契約の解除・・・・払い戻し払い戻し払い戻し払い戻し

お客様は次に定める取消料をお支払い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。

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

●●●●7777 旅行の中止旅行の中止旅行の中止旅行の中止

お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき、当社は旅行契

約の解除をする場合がございます。この場合は下記の期日までに旅行中止を通知い

たします。 ◇旅行開始日の24日前（ピーク時に旅行開始するときは34日前）

●●●●8888 旅程保証旅程保証旅程保証旅程保証

当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に一定の率を乗じ

た変更補償金を支払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書（全文）でご確

認ください。

●●●●9999 旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件・・・・旅行代金の基準旅行代金の基準旅行代金の基準旅行代金の基準

この旅行条件は、2013年3月20日を基準としております。また、旅行代金は2013年3月

20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、2013年3月20

日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出します。

●●●●9999 その他その他その他その他

(1)旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に子供代金を算出いたします。

(2)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

区 分 申 込 金（おひとり）

旅行代金が50万円以上 100,000円以上旅行代金まで

旅行代金が30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

取消料（おひとり）

旅行契約解除の日
ピーク時に開始する

旅行
左記以外の日に
開始する旅行

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

以降31日目にあたる日まで

旅行代金の10％
（10万円を上限）

無 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15日目にあたる日まで

旅行代金が50万円以上………………10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満… 5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満… 3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満… 2万円
旅行代金が10万円未満…………旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって14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～当日 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％

※お申し込みの際は、旅行条件書(全文)と個人情報の取り扱いを説明した
ご案内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。

≪≪≪≪お申込方法お申込方法お申込方法お申込方法≫≫≫≫

●ファクスでお申込の場合●ファクスでお申込の場合●ファクスでお申込の場合●ファクスでお申込の場合 ：：：： 下記参加申込書にご記入いただき、そのままご送信ください。下記参加申込書にご記入いただき、そのままご送信ください。下記参加申込書にご記入いただき、そのままご送信ください。下記参加申込書にご記入いただき、そのままご送信ください。
●郵送でお申込の場合●郵送でお申込の場合●郵送でお申込の場合●郵送でお申込の場合 ：：：： 下記参加申込書にご記入の上、切り取ってご郵送ください。下記参加申込書にご記入の上、切り取ってご郵送ください。下記参加申込書にご記入の上、切り取ってご郵送ください。下記参加申込書にご記入の上、切り取ってご郵送ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ キキキキ リリリリ トトトト リリリリ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

①参加申込書を(株)セブンカルチャーネットワーク宛に，ファックスまたはご郵送にてお送りください。
②ファックスでお申し込みの場合はＦＡＸ番号をお確かめの上お送りください。 ファックスファックスファックスファックス ：（０３）６２３８－６９９：（０３）６２３８－６９９：（０３）６２３８－６９９：（０３）６２３８－６９９4444
③参加申込書ご提出後、５日以内にお申込金 ５０，０００円を下記口座へお振込みください。

＜振込先＞＜振込先＞＜振込先＞＜振込先＞ 三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行 しらゆり支店しらゆり支店しらゆり支店しらゆり支店 普通口座：１２０６９１１普通口座：１２０６９１１普通口座：１２０６９１１普通口座：１２０６９１１ 口座名：株式会社セブンカルチャーネットワーク口座名：株式会社セブンカルチャーネットワーク口座名：株式会社セブンカルチャーネットワーク口座名：株式会社セブンカルチャーネットワーク

④お申込書とお申込金の確認がなされ予約が完了、お客様へ手続き書類をお送りいたします。

⑤申込締切日 ２０１３年８月１６日（金） ※先着順にて受付とさせていただきます。

フリガナフリガナフリガナフリガナ 生年月日（西暦）生年月日（西暦）生年月日（西暦）生年月日（西暦）

氏氏氏氏 名名名名
年年年年 月月月月 日日日日

性性性性 別別別別
ローマ字氏名ローマ字氏名ローマ字氏名ローマ字氏名

□□□□女性女性女性女性
□男性□男性□男性□男性

（（（（SURNAME/SURNAME/SURNAME/SURNAME/姓）姓）姓）姓） （（（（GIVEN NAME/GIVEN NAME/GIVEN NAME/GIVEN NAME/名）名）名）名）

フリガナフリガナフリガナフリガナ

現現現現 住住住住 所所所所 〒〒〒〒 -

電話番号電話番号電話番号電話番号 ご自宅ご自宅ご自宅ご自宅 ---- ---- 携帯携帯携帯携帯 ---- ----

希望部屋タイプ希望部屋タイプ希望部屋タイプ希望部屋タイプ
レ印をお付けくださいレ印をお付けくださいレ印をお付けくださいレ印をお付けください。。。。

□□□□２人部屋２人部屋２人部屋２人部屋 （同室希望者名：（同室希望者名：（同室希望者名：（同室希望者名： 様様様様 ））））
□１人部屋□１人部屋□１人部屋□１人部屋 ※※※※追加代金追加代金追加代金追加代金 42,00042,00042,00042,000円を申し受けます。円を申し受けます。円を申し受けます。円を申し受けます。

ファクス：ファクス：ファクス：ファクス： （０３）６２３８－６９９４（０３）６２３８－６９９４（０３）６２３８－６９９４（０３）６２３８－６９９４ 10月24日発 礼拝堂の旅



スケジュール

※上記日程は、交通機関や現地事情により変更になる場合があります。

◆利用予定航空会社 ： エールフランス航空
◆利用予定ホテル ： パリ メルキュール ポルテ ド ベルサイユ エキスポ クラス

： ファレーズ イビス ファレーズ クエール ド ノルマンディー クラス
： ベニス プラザ ベニス クラス

◆食事条件 ： 朝６回 昼５回 夕１回 （機内食をのぞく） ◆添乗員 ： 同行したしません。現地ガイドが同行します。

日日日日
次次次次

月日（曜）月日（曜）月日（曜）月日（曜） 都市名都市名都市名都市名
現地現地現地現地
時間時間時間時間

交通交通交通交通
機関機関機関機関

日程日程日程日程 食事食事食事食事

1111

10101010月月月月24242424日日日日
（木）（木）（木）（木）

成田発成田発成田発成田発
パリ着パリ着パリ着パリ着

午前午前午前午前
夕方夕方夕方夕方

航空機航空機航空機航空機

専用バス専用バス専用バス専用バス

直行便又はヨーロッパ内乗り継ぎにてパリへ。直行便又はヨーロッパ内乗り継ぎにてパリへ。直行便又はヨーロッパ内乗り継ぎにてパリへ。直行便又はヨーロッパ内乗り継ぎにてパリへ。
着後、入国・税関手続。着後、入国・税関手続。着後、入国・税関手続。着後、入国・税関手続。
ホテルへご案内ホテルへご案内ホテルへご案内ホテルへご案内((((約約約約1111時間所要時間所要時間所要時間所要))))

〔〔〔〔パリ泊パリ泊パリ泊パリ泊〕〕〕〕

機内機内機内機内

2222

10101010月月月月25252525日日日日
((((金金金金))))

パリ発パリ発パリ発パリ発
ファレーズ着ファレーズ着ファレーズ着ファレーズ着

午前午前午前午前

15151515時時時時
夕刻夕刻夕刻夕刻

専用バス専用バス専用バス専用バス ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、パリ半日市内観光パリ半日市内観光パリ半日市内観光パリ半日市内観光。。。。
市内にて昼食。市内にて昼食。市内にて昼食。市内にて昼食。
ファレーズファレーズファレーズファレーズへ向け出発。へ向け出発。へ向け出発。へ向け出発。
着後、ホテルへ。着後、ホテルへ。着後、ホテルへ。着後、ホテルへ。

市内レストランにて夕食会市内レストランにて夕食会市内レストランにて夕食会市内レストランにて夕食会
〔〔〔〔ファレーズ泊ファレーズ泊ファレーズ泊ファレーズ泊〕〕〕〕

朝食朝食朝食朝食
昼食昼食昼食昼食
夕食夕食夕食夕食

3333

10101010月月月月26262626日日日日
（（（（土土土土））））

ファレーズ発ファレーズ発ファレーズ発ファレーズ発

パリ着パリ着パリ着パリ着

パリ発パリ発パリ発パリ発
ベネチア着ベネチア着ベネチア着ベネチア着

午前午前午前午前

午後午後午後午後
夕方夕方夕方夕方

夕方夕方夕方夕方
夜夜夜夜

専用バス専用バス専用バス専用バス

航空機航空機航空機航空機
専用バス専用バス専用バス専用バス

ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、林檎の礼拝堂林檎の礼拝堂林檎の礼拝堂林檎の礼拝堂見学。見学。見学。見学。
市内にて昼食。市内にて昼食。市内にて昼食。市内にて昼食。
パリ空港へ出発。パリ空港へ出発。パリ空港へ出発。パリ空港へ出発。

空路、空路、空路、空路、ベネチアベネチアベネチアベネチアへ。へ。へ。へ。
着後ホテルへ。（４連泊）着後ホテルへ。（４連泊）着後ホテルへ。（４連泊）着後ホテルへ。（４連泊）

〔〔〔〔ベニス泊ベニス泊ベニス泊ベニス泊〕〕〕〕

朝食朝食朝食朝食
昼食昼食昼食昼食
機内機内機内機内

4444

10101010月月月月27272727日日日日
（（（（日日日日））））

ベネチア発ベネチア発ベネチア発ベネチア発
パドバ着パドバ着パドバ着パドバ着

パドバ発パドバ発パドバ発パドバ発
ベネチア着ベネチア着ベネチア着ベネチア着

午前午前午前午前

午後午後午後午後

専用バス専用バス専用バス専用バス ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、パドバパドバパドバパドバへ。へ。へ。へ。
スクロヴェーニ礼拝堂スクロヴェーニ礼拝堂スクロヴェーニ礼拝堂スクロヴェーニ礼拝堂見学。見学。見学。見学。
市内にて昼食。市内にて昼食。市内にて昼食。市内にて昼食。
パドバよりベニスへ。パドバよりベニスへ。パドバよりベニスへ。パドバよりベニスへ。

〔〔〔〔ベニス泊ベニス泊ベニス泊ベニス泊〕〕〕〕

朝食朝食朝食朝食
昼食昼食昼食昼食

5

10101010月月月月28282828日日日日
（月）（月）（月）（月） ベネチア滞在ベネチア滞在ベネチア滞在ベネチア滞在

午前午前午前午前

午後午後午後午後

専用バス専用バス専用バス専用バス
船船船船

ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ムラノ島観光ムラノ島観光ムラノ島観光ムラノ島観光へ。へ。へ。へ。
島内にて昼食。島内にて昼食。島内にて昼食。島内にて昼食。
ムラノ島よりベニスヘ。ムラノ島よりベニスヘ。ムラノ島よりベニスヘ。ムラノ島よりベニスヘ。

〔〔〔〔ベニス泊ベニス泊ベニス泊ベニス泊〕〕〕〕

朝食朝食朝食朝食
昼食昼食昼食昼食

6666

10101010月月月月29292929日日日日
（火）（火）（火）（火） ベネチア滞在ベネチア滞在ベネチア滞在ベネチア滞在

午前午前午前午前 専用バス専用バス専用バス専用バス
船船船船

ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ホテルにて朝食後、ベネチア市内観光ベネチア市内観光ベネチア市内観光ベネチア市内観光へ。へ。へ。へ。

市内にて昼食。市内にて昼食。市内にて昼食。市内にて昼食。
午後午後午後午後 ：：：： 自由行動。自由行動。自由行動。自由行動。

〔〔〔〔ベニス泊ベニス泊ベニス泊ベニス泊〕〕〕〕

朝食朝食朝食朝食
昼食昼食昼食昼食

7

10101010月月月月30303030日日日日
（水）（水）（水）（水） ベネチア発ベネチア発ベネチア発ベネチア発

ﾖｰﾛｯﾊﾟ内都市着ﾖｰﾛｯﾊﾟ内都市着ﾖｰﾛｯﾊﾟ内都市着ﾖｰﾛｯﾊﾟ内都市着

ﾖｰﾛｯﾊﾟ内都市発ﾖｰﾛｯﾊﾟ内都市発ﾖｰﾛｯﾊﾟ内都市発ﾖｰﾛｯﾊﾟ内都市発

朝朝朝朝
午前午前午前午前
昼昼昼昼

午後午後午後午後

専用バス専用バス専用バス専用バス

航空機航空機航空機航空機

航空機航空機航空機航空機

ホテルにて朝食後、空港へ。ホテルにて朝食後、空港へ。ホテルにて朝食後、空港へ。ホテルにて朝食後、空港へ。
空路、ヨーロッパ内都市へ。空路、ヨーロッパ内都市へ。空路、ヨーロッパ内都市へ。空路、ヨーロッパ内都市へ。

着後乗り継ぎ、着後乗り継ぎ、着後乗り継ぎ、着後乗り継ぎ、
空路帰国の途へ。空路帰国の途へ。空路帰国の途へ。空路帰国の途へ。

〔〔〔〔機内泊機内泊機内泊機内泊〕〕〕〕

朝食朝食朝食朝食
機内機内機内機内

8

10101010月月月月31313131日日日日
（木）（木）（木）（木）

成田着成田着成田着成田着 午前午前午前午前 着後、入国・税関手続着後、入国・税関手続着後、入国・税関手続着後、入国・税関手続
お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 機内機内機内機内



田窪恭治氏プロフィール田窪恭治氏プロフィール田窪恭治氏プロフィール田窪恭治氏プロフィール

1949 愛媛県今治市生まれ
1972  多摩美術大学絵画科油画卒業
1975 第9回パリ国際青年ビエンナーレ
1984 第41回ベネチアビエンナーレ
1987 「絶対現場－1987」 実施（東京神宮前）
1989 現代オペラ 「ゴーレム」 舞台美術製作
1989～99 「サン・ヴィゴール・ド・ミュー礼拝堂」 再生
2000～11 金刀比羅宮文化顧問～ 「琴平山再生計画」
2012～ 陸前高田市 「松月寺 寺小屋プロジェクト」 開始

受賞
1997 第4回日本現代藝術振興賞（絵画・立体映像・建築）
1999 第12回村野藤吾賞受賞
2000 フランス共和国芸術文化勲章オフィシエ受章
2013 紺綬褒章受章

著書
「林檎の礼拝堂」 集英社
「表現の現場ーマチス、北斎、そしてタクボ」 講談社現代新書

おさそい
田窪氏が一家でフランス・ノルマンディー地方に移り住み、10年以上をかけて再生をはたした
サン・ヴィゴール・ド・ミュー礼拝堂（通称 林檎の礼拝堂）と、
「キリストの生涯」「聖母マリアの生涯」の重要なフレスコ画で知られるベネチア近郊のパドバにある
スクロヴェーニ礼拝堂（通称 アレーナ礼拝堂）。
パリと、ビエンナーレに参加したベネチアも含め、田窪氏同行によるスペシャルツアーです。
親交の深い現地ガイドの同行で、一般のツアーでは訪れることがない地を巡ります。

Paris
パリパリパリパリ

短い滞在時間ではありますが、
主要観光スポットを巡ります。

スクロヴェーニ礼拝堂内

Venice
ベネチアベネチアベネチアベネチア

通常の観光に加え、田窪氏おすすめ
のスポットもご案内。自由行動の
時間も確保いたしました。

、

Murano
ムラノ島ムラノ島ムラノ島ムラノ島

ベネチアの北東に位置する島。
ベネチアングラスの生産で有名な地。

ベネチアンビーズもお土産に好評です。

Padova
パドバパドバパドバパドバ

スクロヴェーニ礼拝堂


