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薬剤師海外研修

ヨーロッパ薬剤師研修≪London & Barcelona≫
ヨーロッパ医療・調剤研修 キングストン大学薬学校

City of London(UK)

キングストン大学薬学校

バルセロナ(スペイン)

≪この研修のお勧め≫
(一社)日本保険薬局協会は昨年、アメリカ東部(ニューヨーク・ボストン)、アメリカ西部（ポートランド・ラスベガス）での研修を行ってまいりま
したが、新たにヨーロッパにおける医療・調剤事情を見聞するため、昨年度に引き続き、イギリスのキングストン大学薬学校の研修受入協力
のもとに、本年度も正式薬剤師研修プログラムとして企画いたしました。
すでにご承知の通り、日本国政府は２０１６年度の診療報酬改定に伴い、薬局経営のさらなる進化、またそれぞれの薬局と患者を支える
薬剤師の仕事の内容、意識をレベルアップすべくいろいろな方針が検討・進められています。特に医療費用（特に老人医療における薬剤費）
の節減と門前薬局の診療費の見直しがその柱です。また政府は老人医療における症状に対応する専門薬剤師の育成を新たに目指し、薬
剤費の見直しを誘導することを目標としています。 この機会に薬剤師の知識と技術のレベルアップ、さらに広く見分を深めていただく目的で
医療制度、調剤の先進国であるイギリス研修企画を実施いたします。
本企画は英国で最も薬学教育の熱心なキングストン大学薬学校(Kingston University, School of Pharmacy)とその関連医療機関の強力な支援
のもとに企画を作成しました。従来のアメリカ型調剤薬局と異なり、英国は主に患者との密接な対話を重視する調剤薬局が主流です。
ユーロ圏進退の問題、歴史的な格差社会風土、また一方多くの移民を受け入れている中で、いかに医療制度や古い伝統のナーシングホ
ームなど在宅医療が推進されているかを視察していただきます。もちろん Boots 社などを代表とする大型のチェーン薬局も含みます。英国に
おける医療・薬業界市場調査として、健康保険制度、PGD の実情などアメリカとは違った調剤現場を訪れ、欧州各国の薬剤事情を視察する
研修企画を立案いたしました。
主テーマである「PGD」とは、医師と薬剤師の間で「プロトコル(決め事)」を作り、書名をして、その範囲で医療関係者(薬剤師、看護師などの医
療関係者)がある一定の患者さんのグループの共同によるある程度広い範囲で調剤作業を行うことです。薬剤師の使命も重くなりますが、専
門的知識が要求され、薬剤師の業務・権限拡大への取り組みについて大学、医療機関、行政、薬剤師協会などで研修、視察を行います。
是非この機会に本企画へのご参加をお待ちしております。

研修期間

2017 年 11 月 21 日(火) ～ 11 月 28 日(火) 【6 泊 8 日】

視察都市

ロンドン市（英国） & バルセロナ市（スペイン）

旅行代金

486,000 円【航空機：エコノミークラス/ホテル：2 名 1 室ご利用の場合のお 1 人様代金です】

■上記旅行代金は、2017 年 1 月 30 日を基準としております。 旅行代金に、成田国際空港旅客サービス施設使用料・旅客保安サービス料、
現地空港諸税、燃油サーチャージ(概算合計 28,990 円/2017 年 2 月 14 日現在)は含まれておりません。

■食事

： 朝食 6 回／昼食 0 回／夕食 4 回を含みます（機内食を除く）。

■添乗員・通訳 ： 成田国際空港より全行程同行し、研修通訳・添乗業務を務めます≪添乗員・通訳：鈴木 雄 氏≫
■利用航空会社 ： British Airways(ブリティッシュ・エアーウェイズ) 航空連合「ワンワールド」のメンバー。英国ロンドン市に本拠を置く。
■利用ホテル

： ロンドン(英国)：Copthorne Tara Hotel London Kensington, Scarsdale Place, Kensington, London W8 5SY, UK
バルセロナ(スペイン)：Abba Sants Hotel, Carrer de Numancia 32, Barcelona, 08029, Spain

■研修資料

： 研修講義テキスト、英国医療情報、ヨーロッパガイドブック等を出発前にお渡し致します。

■お 1 人部屋利用追加代金、ビジネスクラス利用追加代金、プレミアムエコノミークラス利用追加代金は募集要項をご参照下さい。
■募集人員
研修資料

25 名（最少催行人員 20 名）
申込締切 2017 年 9 月 0４日(月)

※但し、定員になり次第、締切らせて頂きます。

研修企画 ： (一社)日本保険薬局協会 〒104-0028 東京都中央区八重洲 2-2-10 八重洲名古屋ビル 8F Tel: 03-3243-1075
研修協力 ： キングストン大学薬学校 Kingston University, School of Pharmacy, London, UK
旅行企画・実施 ： 株式会社 国際旅行社 (観光庁長官登録旅行業第 40 号/(社)日本旅行業協会正会員)
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研修日程表
月日
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

都市名

時刻

ヨーロッパ薬剤師研修≪London & Barcelona≫
交通
日
程
機関

11/21 成田国際空港(T2)
オリエンテーションセミナー(ご紹介及び出発前のご注意)
(火) 成田国際空港
発
12：35
BA006 British Airways006 便にてロンドンへ【飛行時間：12 時間 50 分】
------------------- -------- -------- ------------------------------------------------------------------------ロンドン(LHR)
着
16：25
専用車 ロンドン・ヒースロー空港到着 英国入国手続後、ホテルへ
19：00
■英国医療に関する事前学習(ホテル会議室にて)
20：30
夕食：市内レストランにて
≪宿泊：Copthorne Tara Hotel London Kensington, London, UK≫
11/22 ロンドン
朝食：ホテル内レストランにて
(水)
08：00
専用車 キングストン大学薬学校にて研修へ
09：00
Kingston University, School of Pharmacy (Penrhyn Rd, Kingston upon Thames)
≪歓迎の挨拶とキングストン大学薬学校について紹介≫
講義 1)イギリスにおける薬学教育とその実践 Question and Answer Session
講義 2)イギリスにおけるＰＧＤの実践について
講義 3)薬剤師による患者とのより効果的な Communication Skill
プログラム修了証書授与 記念撮影 昼食：大学にて各自
専用車 訪問 1) 大学関連病院 University College Hospital
訪問 2) Spring Pharmacy
19：00
夕食：市内レストランにて
22：00
ホテル到着
≪宿泊：Copthorne Tara Hotel London Kensington, London, UK≫
11/23 ロンドン
朝食：ホテル内レストランにて
(木)
08：00
専用車 終日研修・視察へ
訪問 3) Sainsbury’s Pharmacy(Lloyds Pharmacy)
訪問 4) Boots Pharmacy
訪問 5) John Bell & Croyden 昼食：移動途中にて(各自)
訪問 6) Royal Pharmaceutical Society(王立薬剤師会)
1)歓迎の挨拶と協会の概略について 2)会員薬局への情報説明とサポート
3)英国における薬剤師によるケアの実情、新たなチャレンジ 4)QA session(質疑応答)
■フローレンス・ナイチンゲール博物館見学 夕食：各自(ピカデリーサーカス周辺にて)
21：30
ホテル到着
≪宿泊：Copthorne Tara Hotel London Kensington, London, UK≫
11/24 ロンドン
朝食：ホテル内レストランにて
(金)
09：00
特別講演(英国で薬剤師として活躍中の専門家による講演)
講演：Ms. Mandeep Butt、薬剤師 テーマ：「薬剤師の処方」について
10：30
専用車 終日研修・視察へ
訪問 7) Harleys Pharmacy 昼食：移動途中にて(各自)
■ロンドン市内視察
・バッキンガム宮殿 ・ロンドン塔 ・ウェストミンスター寺院など ・自由行動(Harrods 付近)
18：00
研修まとめセミナー【意見交換会】-ホテル会議室にて
20：00
夕食：ホテル内レストランにて
≪宿泊：Copthorne Tara Hotel London Kensington, London, UK≫
11/25
朝食：ホテル内レストランにて
(土)
専用車 ロンドン・ヒースロー空港へ
ロンドン(LHR)
発
09：55
BA474 British Airways474 便にてバルセロナ(スペイン)へ【飛行時間 2：05】
バルセロナ(BCN) 着
13：00
専用車 到着後、バルセロナ市内薬局視察へ 昼食：移動途中にて(各自)
バルセロナ個人薬局訪問
【訪問 1】 FARMACIA GRAS
【訪問 2】 FARMACIA SANT GERVASI
■サグラダファミリア(聖家族教会) 【世界遺産】見学
19：00
夕食：市内レストランにて
21：30
ホテル到着後、チェックイン
≪宿泊：Abba Sants Hotel, Barcelona, Spain≫
11/26 バルセロナ
朝食：ホテル内レストランにて
(日)
終日自由視察 ≪オプショナルツアー≫
・バルセロナ市内観光(午前散策) ・バルセロナ市内観光(午後散策)
・モンセラ観光(午後ツアー) ・フラメンコショー(ディナー付き)ツアーなど
昼食・夕食：各自にて
≪宿泊：Abba Sants Hotel, Barcelona, Spain≫
11/27 バルセロナ
朝食：Box Breakfast
(月)
専用車 バルセロナ空港へ
バルセロナ(BCN) 発
07：55
BA477 British Airways477 便にてロンドン経由帰国の途へ【飛行時間：2 時間 25 分】
ロンドン(LHR)
着
09：20
到着後、乗り継ぎ 昼食：各自(移動途中にて)
ロンドン(LHR)
発
13：50
BA005 British Airways005 便にて成田へ 【飛行時間：11 時間 45 分】
～機中泊～
11/28 成田国際空港
着
10：35
成田国際空港・第 2 ターミナル到着
(火)
入国審査後、解散
≪研修終了≫
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■交通機関・発着時刻は 2017 年 2 月 14 日現在の情報に基づきます。2017 年 10 月 1 日以降の冬期運行スケジュールへの改定に伴い、変更になる事もあります。
■研修での講義内容、訪問先、訪問日時は現在受入先との調整を進めており、今後変更になる場合もございますので、予めご了承下さい。
■本研修内容の資料と広報の記録として、研修中の様子の写真撮影をさせて頂きます。

キングストン大学薬学校での研修と視察訪問先

キングストン大学薬学校
Kingston University, School of Pharmacy

Kingston University は 1899 年にキングストン工科学校（Kingston Technical Institute）として創立され
た。1930 年キングストン美術学校が分離し、後にキングストン美術大学（Kingston College of Art）とな
る。キングストンは 1957 年に地域工科大学（Regional College of Technology）として教育省に認可され
た。1970 年美術大学と再統合しキングストン・ポリテクニック（Kingston Polytechnic）になり、17 学科の
学位レベル課程を含む 34 学科を持つ総合学校になり、1992 年の継続教育・高等教育法（Further and
Higher Education Act 1992）により大学認可を受けた。1993 年ローハンプトン・ヴェイルキャンパスを設
け 1995 年にはドリッチ・ハウス(DE ‘rich house=学生、教員の宿泊施設)を取得し、学生が安心して比
較的安価な宿舎を利用する事が出来、より通学が可能になった。2004 年に新たに薬学部が新設され、
教授クリス・ケアンズが 2006 年に薬学部の学部長に就任現在に至る。同学部長は薬剤師資格を持
ち、多くの病院、ケア施設などで薬剤師としての仕事と教育を行ってきている。 同大学はロンドンテム
ズ川付近のキングストン・アポン・テムズに位置する。この付近は古きロンドンの下町の雰囲気を残す
教育機関の点在する場所である

研修テーマ
1. キングストン大学薬学校における薬学教育とカリキュラム
2. 英国における PGD の実践について
3. 薬剤師の仕事と役割－医師との共同ケアについて
4. 患者との効果的なコミュニケーションの取り方
5. 薬剤師による処方の範囲と実情(特別セミナー)
6．在宅医療における薬剤師のケア(予定)
7．バルセロナ(スペイン)の調剤薬局見学

UCL での講義

研修修了証書授与

主な研修・視察先
1. キングストン大学薬学校にて特別講義（同研修修了書授与）
2. 大学関連病院、高齢者ケア施設(ナーシングホーム)
3. 王立薬剤師会(Royal Pharmaceutical Society)
4. Spring Pharmacy
5. John Bell & Croyden
6. Boots Pharmacy/Harleys Pharmacy
7. Sainsbury’s Pharmacy(Lloyds Pharmacy)/バルセロナ個人薬局

添乗員・通訳紹介
鈴木 雄

氏

UCL School of Pharmacy

John Bell & Croyden 視察

東京外国語大学卒。大手製薬メーカーの海外研修を 25 年担当。米国・欧州の薬学・医学に精通。米国ラトガーズ大学、ワシントン大学、
オレゴン大学、ロンドン大学など、大学薬学部の研修通訳として２０年以上の経験を持つ。研修、視察、コーディネート、通訳の同行は
400 回を超える。『ご参加の皆様が今回の研修目的を充分に達成されますよう、全行程においてご指導致します。』

ヨーロッパ訪問都市基本情報
英国基本概要

スペイン基本概要

■正式名称：グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国
■首都：ロンドン ■面積：24.3 万平方キロメートル(日本の約 3 分の 2)
■人口：6,180 万人(2010 年)
■宗教：英国国教会
■言語：英語(ウェールズ語、スコットランド語、ゲール語等使用地域有)

ロンドン（英国）

バルセロナ（スペイン）

ロンドンはグレートブリテンおよび北アイルランド連合
王国及びこれを構成するイングランドの首都。イギリス
や欧州連合域内で最大の都市圏を形成している。ロン
ドンはテムズ川河畔に位置し、2,000 年前のローマ帝
国によるロンディニウム創建が都市の起源である。ロ
ンディニウム当時の街の中心部は、現在のシティ・オ
ブ・ロンドン（シティ）に当たる地域にあった。シティの市
街壁内の面積は約 1 平方マイルある。

ロンドン&バルセロナ 11 月の気温と服装
都市
ロンドン(英国)
バルセロナ(スペイン)
東京

11 月 平均気温(℃)
最 高
最 低
降水量
11.0
8.0
58.1
17.0
8.0
58.0
17.0
10.0
92.5

■国名：スペイン(Spain)
■首都：マドリッド
■人口：約 4,672 万人(2013 年) ■面積：50.6 万 km2 (日本の約 1.3 倍)
■言語：スペイン語(バスク語、カタルニア語、ガリシア語等使用地域有)
■宗教：憲法上で信仰の自由が保障されている(カトリック教徒約 75%)

地中海沿岸に位置する港湾都市で、フランスとの
国境であるピレネー山脈から 160km 南に位置す
る。カタルーニャ州及びバルセロナ県のいずれに
おいても、人口の大半を占めるプライメイトシティ
（一極集中型都市）である。行政市としては約 160
万人の人口である。2015 年の都市圏人口は 421
万人であり、スペインではマドリードに次ぐ第 2 位、
世界第 83 位である。

【ロンドン(英国)】 日本の真冬を想定した服装のご用意を(暖かく身軽なダウンジャケット、マフラ
ー、帽子、手袋など)。室内は暖かいが、室外との温度差が激しい。訪問地を移動中も底冷えしない
ような工夫を。※研修・視察中の服装は、スマート・カジュアル(男性：襟付きシャツ、ジャケット、チノ
パンなど、女性：それに見合った服装)で結構です。スーツ、ネクタイは特に必要ございません。
【バルセロナ(スペイン)】 一年を通して温暖で、冬でもそれほど寒い日はない。冬服・コートの装
いで昼間太陽が出ている間は上着を脱ぎ、夜は着るなどの調整を。

宿泊ホテルについて
Copthorne Tara Hotel London Kensington

Abba Sants Hotel

Scarsdale Place, Kensington, London, W8 5SY, UK
Tel: 44-20-79377211 / Fax: 44-20-79377100
地下鉄 2 線の乗り入れるハイストリート・ケンジント
ン駅から徒歩約 5 分、大通りからわずかに外れた
閑静な場所に位置するホテル。地下鉄にも近く
観光・ショッピングなどに大変便利。

Carrer de Numancia 32, Barcelona, 08029, Spain
Tel: 34-93-6003100 / Fax: 34-93-6003101
地下鉄 3、5 号線サンツ駅から約 250m、ヌマンシア
通り沿いに位置するホテル。館内にはモダンでスタ
イリッシュな雰囲気のレストラン、バーなどがある。
カタルーニャ広場まで約 3km。

募集要項・旅行条件
参加ご案内
研修期間

2017 年 11 月 21 日(火)～11 月 28 日(火) 【6 泊 8 日】

研修日程

別紙「研修日程表」の通り
486,000 円 (航空機：エコノミークラス利用／ホテル：2 名 1 室(ツインルーム)ご利用の場合のお一人様代金です)

基本旅行代金

※1 名様参加で他に相部屋希望の方がおられない場合は,お一人部屋利用追加代金が必要となりますのでご了承下さい。
※成田旅客サービス施設使用料・旅客保安サービス料、現地空港諸税、燃油サーチャージは含まれておりません。

募集人員

25 名(最少催行人員 20 名)

食事

朝食 6 回 昼食 0 回 夕食 4 回 (機内食を除く)

お一人部屋利用追加代金
ビジネスクラス利用追加代金

98,000 円(6 泊分)
420,000 円【ビジネスクラスご利用区間は成田⇔ロンドン間の往復です(欧州内：エコノミー)。利用可能座席数に制限あり】

プレミアムエコノミー利用追加代金

97,000 円【プレミアムエコノミークラスご利用区間は成田⇔ロンドン間の往復です。利用可能座席数に制限あり】

添乗員/通訳

成田国際空港より 1 名全行程同行し、研修通訳・添乗業務を務めます。

利用航空会社

British Airways(ブリティッシュ・エアーウェイズ)

利用ホテル

ロンドン(英国)：Copthorne Tara Hotel London Kensington / バルセロナ(スペイン)：Abba Sants Hotel
イギリス：日本帰国時まで有効なもの(入国時、6 ヵ月以上の残存が望ましい)／スペイン：スペイン出国時、3 ヵ月以上必要。
旅券の未使用査証欄：2 ページ以上

旅券(パスポート)
査証(ビザ)

イギリス：6 ヵ月未満の滞在は原則査証不要 ／ スペイン：180 日間で 90 日以内の滞在は査証不要(観光目的)。

お申込方法
①ご予約方法

お申込は別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は郵送にて下記「お申込み先」までご送付下さい。
同時にお申込金 50,000 円を下記口座にお振込み下さい。お申込金は旅行代金の一部に充当致します。

②お支払方法

旅行代金の残金は、弊社よりお送りします請求書の到着後にお支払下さい。お支払期限：2017 年 10 月 30 日(月)

③お申込後の案内書

ご送付頂きました参加申込書に基づき、ご予約内容及び今後の渡航手続きに関しご案内致します。

④最終ご案内書

最終ご案内書(旅のしおり)を、ご出発 10 日前までにお送り致します。

⑤ご出発について

旅のしおりでご案内致しますお時間までにご集合下さい。

⑥お振込み銀行

三井住友銀行・神田支店 ／ 口座番号：当座預金 2411844 ／ 口座名：カ)コクサイリョコウシャ

⑦お申込み締切日

2017 年 9 月 04 日(月) 但し、定員になり次第、締切らせて頂きます。
下記費用は基本旅行代金に含まれません。【A】別途お支払頂く費用/【B】希望者のみお支払頂く追加費用
基本旅行代金に含まれない主な費用 各費用は基本旅行代金のお支払い時に加算してお支払い下さい。
■成田国際空港旅客サービス施設使用料・旅客保安サービス料：2,610 円(2017/2/14 日現在)

【A】 基本旅行代金以外に別途お支払い頂く費用

■現地空港諸税：12,120 円(2017 年 2 月 14 日現在)
■燃油サーチャージ：14,260 円(2017 年 2 月 14 日現在)/航空券発券時に有効な燃油サーチャージを適用)
※各空港諸税、燃油サーチャージに増減がありました場合、その差額を徴収又は払戻を致します。
■お一人部屋利用追加代金：98,000 円 (6 泊分)
■ビジネスクラス利用追加代金：420,000 円(ビジネスご利用区間は成田⇔ロンドン往復のみとなります)

【Ｂ】 希望者のみお支払い頂く追加費用

■プレミアムエコノミー利用追加代金：97,000 円(ご利用区間は成田⇔ロンドン往復のみとなります)
■任意の海外旅行傷害保険料
■オプショナルツアー料金(バルセロナ発/11 月 26 日(日)催行)

お申込み・お問合せ先
会社名 / 担当
住所
電話/FAX/E-mail
営業時間

株式会社 国際旅行社 東京本社営業所 / 担当：大澤
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル B1F
TEL: 03-3214-4821 / FAX: 03-3214-4867 / E-mail: kojiosawa@otsjpn.com (大澤)
09:30～19:30(平日)、10:00～18:00(土)、日・祝日は休業

ご旅行条件(募集型企画旅行契約)
【基本旅行代金に含まれるもの】【旅行代金算出基準日：2017 年 1 月 30 日】

【旅行契約と契約の成立】

■航空運賃：日程表に記載された区間のエコノミークラス団体航空運賃
■宿泊料金：2 人 1 室(ツインルーム)利用
■食事料金：朝食 6 回、昼食 0 回、夕食 4 回（機内食は含まれません）
■交通機関料金：日程表記載の視察・観光・送迎バス料金
■研修・視察・観光関係費用：研修・視察・観光に関わる諸費用
■添乗・通訳費用：添乗員費用・通訳費用(成田空港より 1 名全行程同行します)。
■税・サービス料：団体行動中の税金、サービス料、チップ
■手荷物運搬料金：航空会社規定重量、容積、個数の範囲内
※上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払戻し致しません。

本旅行は株式会社国際旅行社、東京本社営業所が企画募集し実施する企画旅行で参加
される方は当社と募集型企画旅行契約を結んで頂きます。契約は当社の承認と上記申
込金の受理を持って成立するものとし成立日は当社が申込金を受理した日とします。

【基本旅行代金に含まれないもの】
■成田空港旅客サービス施設使用料・旅客保安サービス料:2,610 円(2/14/17 現在)
■現地空港諸税：12,120 円(2/14/17 現在)
■燃油サーチャージ：14,260 円(2/14/17 現在)
■お一人部屋利用追加代金：98,000 円 (6 泊分)
■ビジネスクラス利用追加代金：420,000 円(利用区間:成田⇔ロンドン往復のみ)
■プレミアムエコノミークラス利用追加代金：97,000 円(同上)
■任意の海外旅行傷害保険料
■超過手荷物料金：航空会社規定の重量・容積・個数を超える場合
■個人的性質の諸費用：日程に明示されていない飲料代、電話代等
■オプショナルツアー料金：バルセロナ発/11 月 26 日(日)催行
■日本国内旅費：日本国内における交通費、宿泊費等

【取消料】
お申込後、お客様の都合で参加を取消される場合は、次の取消料をお支払い頂きます。
尚、取消料算出時の旅行代金とは、基本旅行代金と追加旅行代金の合計額です。
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 日目までの取消 ・・・・・・5 万円
14 日目にあたる日以降～3 日目までの取消・・・・・・・旅行代金の 20%
旅行開始日の前々日以降旅行開始日までの取消・・・・・旅行代金の 50%
旅行開始後又は無連絡不参加・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 100%

【旅券・査証について】
旅券(パスポート)：
■イギリス：日本帰国時まで有効な旅券が必要(6 ヵ月以上の残存が望ましい)。
■スペイン：スペイン出国時、3 ヵ月以上有効な旅券が必要。
■旅券の未使用査証欄：2 ページ以上
査証(ビザ)：
■イギリス：6 ヵ月未満の滞在は原則査証不要
■スペイン：180 日間で 90 日以内の滞在は査証不要(観光目的)
現在お持ちの旅券が、今回の旅行に有効かどうかのご確認、ならびに旅券・査証取得
等は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。(日本国籍以外の方は、自国・渡
航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せ下さい。

オプショナルツアーご案内
11 月 26 日（日）≪バルセロナ発≫
コース番号

コース名

料金

イメージ

【バルセロナ市内観光・午前散策】 ≪専用車利用≫
サグラダファミリア、グエル公園、カサ・ミラ、カサ・バトリョ、ガウディ博
物館を見学
【出発時間08:45頃／所要時間約4時間15分／最少催行人員：10名】

Ａコース

このツアーでは、100年以上前に着手され完成は2026年頃といわれるガウディ
の傑作サグラダファミリア(塔へのエレベーター見学付き)の他、自然をモチーフ
にしたオブジェが点在するグエル公園、細部までユニークな邸宅のカサ・バトリ
ョ、民間住宅カサ・ミラなど、バルセロナ市内のガウディの代表作を鑑賞します。
バルセロナは見所が点在しており、個人で行くと1日がかりのガウディ建築探訪
ですが、このツアーでは専用車にて約4時間で4つのスポットを効率的に廻る事
が出来ます。

\16,000
【料金に含まれるもの】
専用車
日本語観光ガイド、
入場料

【バルセロナ市内観光・午後散策】
旧市街とランブラス通り巡り
【出発時間14：30頃／所要時間約3時間／最少催行人員：5名】

Ｂコース

中世の趣がそのまま現代にタイムスリップしたような旧市街と365日24時間人並
が途絶えないと言われる喧騒のランブラス通りなどをじっくりとご案内致します。
このツアーはバルセロナの旧市街の路地歩きを楽しみます。散策しながらゴシ
ック地区の見所を徒歩観光しつつ、気になるお店があればバルセロナっ子にま
じってちょっと覗いてみたり、ぶらぶら歩きをお楽しみ頂けます。地元日本語ガ
イドと一緒に巡りますので、ガイドブックに載っていない所までご案内致します。

\8,500
【料金に含まれるもの】
日本語観光ガイド
※ホテル⇔観光ポイント間
の移動は地下鉄又はタク
シーとなります。

【モンセラ観光午後ツアー】 ≪専用車利用≫
雄大な大自然に巡り合える旅
【出発時間：14:30頃／所要時間：約4時間／最少催行人員：5名】

Ｃコース

バルセロナの北西60km、モンセラ山の奇岩群と岩の割れ目にへばりつくように
立つ11世紀のベネディクト派の修道院を専用車にて訪れます。
神秘の山に囲まれたキリスト教の聖地のこぎり山と呼ばれる奇岩群の絶景と修
道院の黒いマリア像で知られているモンセラットはキリスト教の聖地。自然の迫
力・美しさと荘厳な大聖堂が見所です。観光地としても有名ですが、今でもスペ
イン全土から巡礼者が訪れます。

\14,500
【料金に含まれるもの】
専用車
日本語観光ガイド
モンセラ修道院入場

【カヴァ(CAVA)フレシネ社ワイナリー1日観光】≪専用車利用≫
スパークリングワイン・カヴァ・フレシネ社ワイナリー訪問
【出発時間：09:30頃／所要時間：約5時間／最少催行人員：5名】

Ｄコース

\24,000

【料金に含まれるもの】
専用車
日本語通訳と一緒にトップレベルのスパークリングワインを生み出してきたフレ
入場料
シネ社のカーヴ(ワイン貯蔵庫)を見学。製造法からワインの試飲まで、カヴァの
日本語ガイド
ファンなら是非お勧め。カヴァに欠かせない生ハムやチーズも含まれています。
アクティビティ中の交通費
行程：09:30頃出発 専用車にてサン・サドルニへ
ワインテイスティング
カーヴ(ワイン貯蔵庫)、カヴァの製造工程等説明
(一杯)
トロリーに乗って、新しく増築されたカーヴへ
14:30頃 サン・サドルニ発、バルセロナへ

【フラメンコショー(ドリンク・ディナー付)】 ≪専用車利用≫
バルセロナの＊老舗タブラオ「コルドベス」で鑑賞
【出発時間：19:00頃／所要時間：約4時間／最少催行人員10名】

Ｅコース

ホテル出発19：00⇒19：30タブラオ(フラメンコショー専門の酒場)入店⇒タブラオ
にてディナー【地中海風ビュッフェ式ディナー】⇒21:00フラメンコショー鑑賞(約1
時間15分)情熱的な本場のフラメンコをご鑑賞下さい。フラメンコショー見学中は
ワンドリンクが付きます。⇒タブラオ発22：30⇒ホテル到着23:00頃 解散
＊タブラオ（フラメンコを見せる酒場）の老舗「コルドベス」は各界の要人にも利
用されているバルセロナ一の老舗。ダンサーやアーティストの質の高さに定評
があり、迫力満点の歌と踊りが織り成す情熱的なフラメンコが見れると評判。

【夜のバルセロナ！スペイン生ハム試食＋ちょっぴり居酒屋体験
（観光ガイド付）】
ハモン・エクスペリエンス＋バルを2～3軒ご紹介
【出発時間：18：30／所要時間：2時間30分／最少催行人員：5名】

\18,500
【料金に含まれるもの】
専用車
日本語観光ガイド
タブラオ入場料
夕食(ビュッフェ式ディナー)
ショー見学中ワンドリンク

\14,000
【料金に含まれるもの】
日本語観光ガイド
移動：地下鉄又はタクシー
ハモン・エクスペリエンス
入場、生ハム試食
※バルでの飲食代はツア
ー料金に含まれておりま
せん。

ハモン・エクスペリエンスでは産地の異なる6種類の生ハムを食べ比べて実際
に味の違いを感じることも出来ます。これでスペインハム通です。その後で、地
元の人で賑わう旧市街にあるお勧めのバル(スペイン風居酒屋)を2～3軒ご紹
介致します。一軒目のバルで、ガイドが注文方法をお教えしますので、その後
のスペイン旅行でも役立ちます。
※ホテルからの移動は地下鉄又はタクシーの利用となります。
■上記各コースの出発時刻、所要時間、ショー開始時刻は 2017 年 2 月 14 日現在の情報に基づきます。10 月 1 日以降の冬期催行スケジュールに伴い、上記
ツアーは変更・中止等になる場合もございますので、予めご了承下さい。
■オプショナルツアーへの参加申込みに付きましては、後日お送り致しますオプショナルツアー申込書にご記入の上、弊社までご返送下さい。

Ｆコース

2017/2/14

ご旅行条件書 ＜海外旅行＞
2017/2/14

■募集型企画旅行契約

■特別補償

この旅行は、株式会社國際旅行社（観光庁長官登録旅行業第 40 号、以下「当社」といいます）
が企画・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。

当社は、募集型企画旅行契約約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶
然な外来の事故により、生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、予め定める額の補
償金および見舞金を支払います。

■旅行のお申込みと契約の成立時期

■免責事項について

所定の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込下さい。お申込金は旅行代
金お支払いの際差し引かせて頂きます。当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受領し
た時に旅行契約が成立します。お申込金(お一人) 50,000 円

次に例示するような事由により被られた被害には当社は責任を負いません。
A)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
B)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
C)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止。
D)日本または外国の官公署の命令、入国規制または伝染病による隔離
E)自由行動中の事故
F)盗難
G)運送機関の遅延、不通またはこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在の短縮。

■旅行代金に含まれているもの
・航空運賃：旅行日程表に記載された区間のエコノミークラス団体航空運賃
この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金は含みません。付加運賃・料金とは燃油
原価水準の異常な変動に対処する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一
律に課せられるものです。
・宿泊料金：2 人 1 室(ツインルーム)利用。
本コースは、相部屋をお受け致します。他に相部屋希望の方がおられないなど、部屋をお一人
で利用される場合は、一人部屋利用追加代金を別途お支払い頂きます。
・食事料金：朝食 6 回、昼食 0 回、夕食 4 回(機内食は含まれません)
・交通機関料金：日程表記載の視察・観光・送迎バス料金
・研修・視察・観光関係費用：研修・視察・観光に関わる諸費用。
・添乗・通訳費用：添乗員費用・通訳費用(成田空港より 1 名全行程同行致します)
・税・サービス料：団体行動中の税金、サービス料、チップ
・手荷物運搬料金：航空会社規定重量、容積、個数の範囲内
上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払戻しいたしません。
旅行代金算出基準日：2017 年 1 月 30 日

■旅行代金に含まれていないもの（一部例示）
・成田空港旅客サービス施設使用料・旅客保安サービス料
・航空旅客税、旅客サービス料、保安税、空港サービス料、航空保安料
・燃油サーチャージ：航空会社 British Airways.金額 14,260 円(2017 年 2 月 14 日現在)
・お一人部屋利用追加代金
・ビジネスクラス利用追加代金
・プレミアムエコノミークラス利用追加代金
・任意の海外旅行傷害保険料
・超過手荷物料金：航空会社規定の重量、容積、個数を超える場合
・個人的性質の諸費用：日程表に記載されていない飲料代、電話代等
・オプショナルツアー料金（希望者のみ参加）
・日本国内旅費：日本国内における交通費、宿泊費等

■旅行代金のお支払い
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支払い頂
きます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日以降にお申込の場合は、旅行開
始日前の当社が指定する期日までにお支払い頂きます。また、お客様が当社提携カード会社の
カード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払い
頂くことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の
承諾日と致します。

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名な
くして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に
お申込を受ける場合があります。(受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。
また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
●契約成立は、当社らが郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき(電話、e-mail 等電子
承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき)とします。また申込時には「会
員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行
代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼
日」とします。(但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社ら
は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して７日以内をカード利用
日として払い戻します。)

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受
けます。(お一人様)

旅行契約の解除期日

1

■燃油サーチャージについて
・このパンフレットに表示されている旅行代金には、航空会社が別途徴収する燃油サーチャージは
含まれておりません。
・運送機関の課す付加運賃・料金(下記の額は、2017 年 2 月 14 日現在のものです。)
日本からヨーロッパ各国までにかかる付加運賃・料金（往復）
航空会社：British Airways 金額：14,260 円(2017 年 2 月 14 日現在)
・付加運賃・料金は、航空会社・区間毎に必要になります。したがって、旅程の変更に伴い付加運
賃・料金の額が変更になった場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときは
その分を返金します。
・燃油サーチャージとは、燃油原価水準の異常な変動に伴い、各航空会社が一定の期間、一定の条
件のもとで各国関係機関・省庁に申請し、認可を受けるもので、金額は航空会社・利用区間により
異なり対象となる全ての航空旅客に対して課せられるものです。

■旅券(パスポート)と査証(ビザ)
旅券をおもちでない方や期限切れの方は旅券事務所への申請手続が必要になります。
旅券（パスポート）：
イギリス：日本帰国時まで有効なもの(イギリス入国時、6 ヵ月以上の残存が望ましい)
スペイン：スペイン出国時、3 ヵ月以上有効な旅券が必要。
※旅券の未使用査証欄：2 ページ以上
査証（ビザ）
イギリス：6 ヵ月未満の滞在は原則査証不要。
スペイン：180 日間で 90 日以内の滞在は不要(観光目的)。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかのご確認、ならびに旅券・査証取得等はお客様ご自
身の責任で行っていただきます。(日本国籍以外の方は自国・渡航先国の領事館、入国管理事務所
にお問合せ下さい)。
※パスポート番号、発行年月日は別に控えて、予備のパスポート用写真をお持ちになることをおす
すめします。

■海外旅行保険への加入について
海外において、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事
故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療
費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加
入することをお勧めします。海外旅行保険については、販売店の係員にお問合せ下さい。

■事故等のお申出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または最終日程表でお知らせす
る連絡先へご通知下さい。（もし、ご通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第、
ご通知ください。）

■個人情報の取扱いについて

■取消料（お 1 人様）

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であっ
て、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。

■航空機その他交通機関について
・発着時刻は 2017 年 2 月 14 日現在の情報をもとに記載しています。記載されている発着時刻は目
安です。日本出発前にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。
・出発/帰国便は経由便となる場合があります。
・利用航空会社により他の航空会社との共同運航便または共同運送便となる場合がございます。
・この場合他航空会社の機材及び客室乗務員となることもございますので予めご了承下さい。

取消料(お一人様)
旅行代金の 10%(最高 10 万円まで)
ピーク期とは 4/27～5/6, 7/20～8/31
12/20～1/7 までに開始する旅行。
上記以外の日に開始する旅行：無料

2

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。

5 万円

3

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％

4

旅行開始日の前々日～当日

旅行代金の 50％

5

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

当社は、旅行申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、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供する
サービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。

■海外危険情報/衛生情報について
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。お申込みの際に旅行取扱店にご確認ください。
または、外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/ 外務省海外安全相談センタ
ー TEL：03-5501-8162/受付時間：外務省閉庁日を除く 10：00～16：00、または、03-3580-3311(内
線:2902/2903)/受付時間:外務省閉庁日を除く 09:00～12:30/13:30～17:00 でもご確認頂けます。
渡航先の衛生情報について：厚生労働省検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp で
ご確認ください。
上記情報は 2017 年 2 月 14 日現在の情報をもとに掲載しています。予告なく変更になる場合があり
ます。

■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は 2017 年 1 月 30 日現在を基準としています。また旅行代金は 2017 年 1 月 30 日現在
有効なものとして公示されている運賃・規則、または 2017 年 1 月 30 日現在認可申請中の航空運賃・
適用規則を基準として算出しています。

◆◆ 参加申込書【Ｃ】11 月 21 日出発◆◆

国際旅行社 受付 FAX 番号

03-3214-4867 大澤

2017 NPhA ヨーロッパ薬剤師研修 ≪ロンドン・バルセロナ≫
フリガナ

性別
姓

名

□ 男性
□ 女性

お名前
生年月日

昭 ・ 平

ローマ字(パスポート記載通り活字で記載して下さい)

年（西暦

年）

月

日（

出生地(市・県)

才）

フリガナ

現住所
渡航中の
国内連絡先

電話：
〒

携帯電話：

氏名
住所

続柄(

)

フリガナ

会社名

勤務先店舗名

フリガナ

電話
〒

：

ＦＡＸ：
E-MAIL：

貴社ご連絡 氏名：
担当者
住所：
案内書
送付先
ご請求書
送付先

電話：

〒

フリガナ

勤務先住所

国籍

□自宅

所属部署：

電話：

□勤務先

□貴社ご連絡担当者

国内線の乗継希望
弊社からの
連絡先について

役職：

□その他(
□参加ご本人

)
□その他(

)

東京(成田)発着以外は追加運賃がかかります。詳しくは別途お問合せ下さい。

□札幌
□大阪(伊丹)
□福岡
□名古屋
□その他(
空港)
□勤務先 □携帯電話 □メールアドレス：
□その他 TEL：
※電話連絡の場合 09:30～19:30 の連絡可能な連絡先

ＪＡＬマイレージバンク会員番号(お持ちの方)

【お一人部屋(シングルルーム)ご利用について】

□希望しない (同室希望者：
□希望する

様)

(別途利用追加代金が必要です)

【ビジネスクラス/プレミアムエコノミーご利用について】

□希望しない (エコノミークラス利用)
□ビジネスクラスを希望する
(□窓側席／□通路側席)別途追加代金が必要です。
□プレミアムエコノミークラスを希望する
(□窓側席／□通路側席)別途追加代金が必要です。
※機材により座席の配列が異なります。
※窓側席・通路側席はご希望に添えない場合もあります。

旅 券
PASSPORT

型
P
姓
NIPPON
名
TARO
国籍
JAPAN
M

日 本 国
ＪＰＮ

JAPAN
旅券番号

生年月日
01JAN1997

■旅券有効期限：スペイン出国時 3 ヵ月以上有効な旅券が必要。
(イギリス入国時 6 ヵ月以上有効な旅券が望ましい)

【任意の海外旅行傷害保険について】

□申込む

旅券(パスポート)コピー貼付欄

■旅券の未使用査証欄：2 ページ以上

□申込まない

※お申込み頂く場合は、後日送付いたします保険申込書に
ご記入の上、弊社までご返送下さい。

■氏名など訂正された方は必ずそのページコピーも一緒にお送り下さい。

【お煙草について】

■申請中の方は、パスポートコピーは後日で結構ですので、この
参加申込書を先にお送り下さい。

航空機は全席禁煙、ホテルは全室禁煙です。

■現在パスポート申請中の方 【受領予定日：

月

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル B1F
TEL:03-3214-4821 / FAX:03-3214-4867 / 担当：大澤
E-MAIL:kojiosawa@otsjpn.com

日】

