
TEAM TRAVEL KURAMOTO（チーム トラベル クラモト）
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-2-9 新中央ビル3階●TEL06-6245-0878 FAX06-6245-0858
大阪府知事登録旅行業第3-2601号・株式会社TEAM TRAVEL KURAMOTO　担当：蔵本 倫大（クラモト）

Salon du Chocolat Paris 2019

SALON DU CHOCOLAT School of Sweet Trick Vol.10

小山シェフと行く
北欧デンマーク・コペンハーゲンと
パリ・サロンデュショコラ

1964年京都生まれ。2003年兵庫県三田市に「パティシエ エス コヤマ」をオープン。「上質感のある普通味」を核にプロフェ
ッショナルな味を展開し続けている。近年、特にチョコレートの分野で世界から注目を集めており、フランスの最も権威あるチョ
コレート愛好会「C.C.C.」が毎年行う品評会において、2011年の初出品以来、8年連続で最高位を獲得。2011、12、14年
は「外国人部門最優秀ショコラティエ賞」を受賞。これまで訪れたカカオ生産国は８カ国【エクアドル、マダガスカル、ベトナム、イ
ンドネシア、コロンビア、ハワイ、ペルー、メキシコ】。カカオ生産地域に根付くカカオ文化に直に触れ、その土地の歴史や栽培環
境、カカオの潜在能力を探求し創作へと繋げている。また、2013年12月には、「未来の表現者を育てるため」として、敷地内に
12歳以下のお子様しか入れないパティスリー「未来製作所」を創設。並行して、県内外の教育従事者や子どもたちに向けた講
演活動を積極的に行っている。2017年11月には、敷地内にデコレーションケーキ専門店「夢先案内会社FANTASY 
DIRECTOR」をオープンし、2019年9月にはメインショップをリニューアル。パティシエ・ショコラティエとしてだけでなく、店
づくりも含め、クリエーターとして創作活動を続けている。

円

・ご旅行に関するご相談はツアー担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。
・現地パティシエが体調不良など不可抗力で中止になる場合は約款の定める旅程保証に準じます。

538,000

ご旅行日程

お申込み方法

利 用 航 空 会 社

ご 旅 行 代 金
（お一人様）

〔旅行手配ならびに取扱〕

■ご案内とご注意点■

お申込み後の予定

06-6245-0858

①お申込書をご記入の上、弊社ＦＡＸ又はメールでお送りください。
　お持ちでない方はお送りいたします。

②お申し込み金50,000円を弊社口座までお振込お願いいたします。

※お申込金お振込み後ツアーの予約が完了となります。※残金はご出発の30日前のお振込みとなります。

kuramoto@team-travel.co.jp

お振込口座 三井住友銀行／御堂筋支店／普通7675713／チームトラベルクラモト

2019.10.25.fri　　   11.2.sat

現地空港税など渡航諸費用

2019年8月31日現在、燃油料金変更の場合は
追加徴収またはご返金いたします。

別途必要になる費用
円54,250

燃油チャージ 35,000円
関西国際空港使用料 3,040円
現地空港税　　 16,210円

関西空港発の場合

KLMオランダ航空／エールフランス航空

ご利用予定ホテル

スマホの場合
こちらのQRコードを
読み取ってください。

同等クラスホテル利用

ご質問などはいつでも可能です。
メールまたは、お電話にてお問合
せください。

コペンハーゲン
パ リ

スクエアホテル・アイランドホテル同等の★★★★ランク
ヴィニオン・ウエストミンスター・ボーシャンホテル同等の★★★★ランク

：
：

ご出発の30日前にご旅行に関する希望などを書いていただくアンケート用紙、ご旅行残金のご請求
書、海外旅行保険の申込書（任意）をお送りいたします。ご出発の14日前～10日前に集合場所やご
注意事項、訪問先の情報、ホテル情報を記載した最終のご旅行日程表をお送りいたします。

お一人部屋利用代金：108,000円up
ビジネスクラス利用代金：380,000円up15名様最少催行人員

の場合1 FAXお申込方法 の場合2 メールお申込方法



旅行手配
ならびに取扱い

大阪府知事登録旅行業第3-2601号・株式会社TEAM TRAVEL KURAMOTO
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-2-9 新中央ビル3階 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目12-17 梅田スクエアビル15階旅行企画・実施 （観光庁長官登録旅行業第1637号）　（社）日本旅行業協会会員株式会社プレイガイドツアー

ご旅行日程

4日目へ →

※関西、成田出発の方はアムステルダムにて合流致します。

（金）

関西空港・成田空港→コペンハーゲン1日目
10/25 【ご宿泊都市：コペンハーゲン●ご宿泊ホテル：★★★★】

（土）

コペンハーゲン2日目
10/26 【ご宿泊都市：コペンハーゲン●ご宿泊ホテル：★★★★】

旅行条件書（要旨）お申し込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり充分にお読みください。 ●旅のご案内とご注意

お申し込みいただく前に必ずお読みください。

■募集型企画旅行契約
（1）

（2）

このご旅行は、（株)プレイガイドツアー（以下「当社」といいます。）があらかじめ、旅行の目的地および日程、
お客様が提供を受けることのできる運航又は宿泊のサービスの内容、並びにお客様が当社に支払うべき旅行
代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これを実行する旅行をいいます。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締結することになります。
ご旅行契約の内容は、当社がお渡しするパンフレット、ご旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面（最終日
程表）および当社の旅行条件約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

■旅行のお申込み
当社所定のご旅行お伺い書（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いただきます。

■旅行代金に含まれるもの

（1）

（2）

（3）
（4）

航空運賃（エコノミークラス）利用交通機関の運賃、送迎バス等の料金、観光料金、宿泊料金（2人部屋にお2
人様利用）、食事料金（朝6 昼2 夜3）、工場見学費用
お1人様スーツケース等1個に手荷物の運搬料金（お1人様20kg以内ですが、運送機関によって異なります
ので詳しくは係員におたずねください。）
添乗員経費、現地コーディネーター経費
団体行動中の心付、税金サービス料。

旅行日程に明示された以下のもの

■旅行内容・旅行代金の変更
天変地変、運送・宿泊機関のサービスの提供の中止など当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・料
金の大幅な改定により、旅行内容・旅行代金を変更する場合があります。なお、お客様のお申し出により旅行内
容の変更がある場合は別途所要経費を頂きます。又、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる場
合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更することがあります。

■海外危険情報・衛星情報について
渡航先の国・地域によっては、現地の法令、習慣により、日本とは違った行動規則がある場合があります。日本では
些細なことでも国によって厳罰されることもありますので、現地係員の案内、指示にご注意ください。
旅券は旅行中の身分を証明する大切なものです。お客様ご自身の責任で管理いただくようお願いします。当社、ま
たは当社の係員、添乗員は理由なくお客様の旅券をお預かりすることはできません。
海外では日本国内に比べ盗難事故等が多い為、所持する現金は最小限にしてクレジットカード、トラベラーズチェッ
クの利用をお勧めいたします。
海外では病気、けがをした場合、かなりの治療費がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償請求
や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。お客様ご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入することをお勧
めします。

●

●

●

●

■記載内容について
当パンフレットについて記載内容は2018年8月1日を基準にしております。ただし旅行代金、スケジュール及びそ
の他の料金記載内容が予告なしに変更される場合がありますので、お申し込みの際は必ず当社担当者までご確認く
ださい。
宿泊ホテル及び利用航空便等のスケジュール内容については、出発日10日前～7日前（遅くとも前日までに）お渡
しする確定書面、「最終旅行日程表」にてご確認ください。

●

●

■お客様の責任
旅行開始後において、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、現地において
速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出てください。その場でお申し
出がなく、後日お申しでいただいても対処できない場合がございます。

●

■旅程保証
旅行日程に重要な変更があった場合は、その内容に応じて旅行代金お15％を限度として変更補償金を支払い
ます。対象となる変更の内容及び変更補償金の額は、当社旅行条件書によります。
このご旅行条件書は、2018年3月を基準としております。また、旅行代金は、2018年3月現在有効なものと
して公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

（1）

（2）
（3）

（4）

■個人情報の取り扱い
収穫目的：当社は、ご旅行お伺い書（申込書）等に記載いただいたお客様の個人情報を旅行契約及び旅行手続
き、旅行に関するお客様への資料送付のためにお預かりいたします。
提供：当社は、旅行手続きのために航空会社・ホテル等にお客様の個人情報を提供させていただきます。
開示及び訂正、削除：当社は、お預かりしている個人情報をお客様のご本人のお申し出によりその内容を開示
させていただきます。また、内容の訂正及び削除のお申し出があった場合は、速やかにこれに応じます。なお、
開示・訂正・削除についてのお申し出は、当社担当営業員もしくは個人情報管理事務所までお申し出ください
ますようお願いいたします。
当社個人情報保護規定：当社の個人情報保護規定はホームページ　　　　　　　　　　　  
http://www.playguidetour.co.jp/ に掲載させていただきます。

（1）
（2）

■当社の責任
当社は当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、損害を賠償します。
当社は次に例示する事由では責任を負うものではありません。
　天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故・火災、遅延・不通による旅行内容の変更・短縮又は中止
　官公署の命令、伝染病、食虫毒など
●
●

■旅行代金に含まれないもの
超過手荷物料金、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料、障害・疾
病に関する医療費、渡航手続き諸費用（旅券印紙代、予防接種料金、渡航　手続取扱料金、査証代金）、お1人
部屋を使用する場合の追加代金、希望者のみ参加するオプショナルツアー費用、日本国内外の空港施設使用
料。旅行日程中の日本国外の空港税・出国税およびこれに類する諸税。

（その一部を例示します。）

■特別補償
当社は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約）の特別補償規定によりお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な
外来の事故により被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の保証金及び見舞金を支払いますが、障
害、疾病治療費については補償いたしません。
賠償債務者が外国の運輸・宿泊機関等の場合充分な補償が得られないこともありますので、お客様自身で
海外旅行障害保険に加入されることをおすすめいたします。

◎海外権情報について
●渡航先の国または地域により外務省が「海外危険情報」を出す場合があります。詳しくはお申し込み旅行会社に
　ご確認ください。また、インターネットでもご確認いただけます。現地の治安及び病気の情報は、外務省海外安
　全相談センターなどでもご確認いただけます。
　（TEL: 03-5501-8162 受付:外務省の閉庁日を除く。<9:00～17:00>)
　[FAX（電話）サービス:0570-023300]
●渡航先の衛生情報については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご連絡ください。(2009年6月
　現在の情報をもとに掲載しています。）　
　外務省海外安全ホームページ　　http://www.anzen.mofa.go.jp/  
　厚生労働省検疫感染症情報　http://www.forth.go.jp

■お申し込み金（おひとり様）
●
●
●

旅行代金が30万円以上･･･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
旅行代金が15万円未満･･･20,000円
旅行契約は当社が契約締結を承諾し申込金を受理した時に成立するものといたします。

■取消料（日本出国時又は帰国時に航空機を利用するコース
お申込の後、お客様のご都合にて旅行を取り消しされる場合には旅行代金に対しておひとりにつき次の取消料をいただきます。

※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

＜特別航空運賃を適用するコース＞
旅行契約の解除日

旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって40日前にあたる日以降31日目にあたる日まで
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
旅行開始日の前々日以降出発日当日の旅行開始まで
旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料（おひとり）
旅行代金の10％

旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

■時間帯の目安

（お申し込みいただく前に必ずお読みください。)

担当：蔵本 倫大（クラモト）

（月）

コペンハーゲン→パリ4日目
10/28 【ご宿泊都市：パリ●ご宿泊ホテル：★★★★】

（日）

コペンハーゲン3日目
10/27 【ご宿泊都市：コペンハーゲン●ご宿泊ホテル：★★★★】

（火）

パリ5日目
10/29 【ご宿泊都市：パリ●ご宿泊ホテル：★★★★】

◆ホテルをチェックアウトの後おとぎの国デンマークを
　象徴する【人魚像】を見学
◆デンマークのショコラティエ【ピーターバイヤー】お店訪問
◆小山シェフお気に入りのTORVEHALLEME市場の
　カフェやCHOCOLATE店へご案内
◆【アマリエンボー宮殿】にてクマの毛皮の帽子を
　かぶった衛兵交代式を見学

午前中：パリ市内散策
著名シェフ御用達の世界中のスパイスが集まる【NISHIKIDORI】や、
製菓、調理道具店【MORA】、【SHIMON】
今年流行りのパティスリー、ショコラトリーなどへご案内。
夕方は関係者のみ入場できる【サロンデュショコラ・前夜祭】へご入場。
●サロンデュショコラ入場券付
前夜祭の日はゆっくりお買い物が楽しめます。
【サロンデュショコラ　前夜祭】　19時～23時　前夜祭

（水）
パリ6日目

10/30 【ご宿泊都市：パリ●ご宿泊ホテル：★★★★】

パリ　フリータイム【サロンデュショコラ】
インターナショナル　ココアアワード　表彰式　19:30～

（木）

パリ7日目
10/31 【ご宿泊都市：パリ●ご宿泊ホテル：★★★★】

パリ　フリータイム【サロンデュショコラ】
●11時～11時45分　小山シェフデモ
●13時～13時45分　小山シェフセミナー

（金）
パリ→直行便8日目

11/1
【関西空港行き】パリ（13：10発）→直行便
【成田空港行き】パリ（13：15発）→直行便

（土）
関西空港・成田空港到着9日目

11/2

お疲れ様でした。

スケジュールや観光地は変更になる場合もございます。

TEL06-6245-0878 FAX06-6245-0858
TEAM TRAVEL KURAMOTO
（チーム トラベル クラモト）

◆

◆

◆

◆

朝、ホテルを出発しバスにて世界一美しいお城
【フレデリクスボー城】にて上質なお庭、調度品を
ご堪能下さい
1835年創業翁必御用達のティーショップサロン
【ＡＣパークス紅茶店】にてランチをかねた
アフタヌーンティー。スコーン、お菓子、サンドイ
ッチをお召し上がりください
ロイヤルコペンハーゲン、ジョージエンセンの本
店が並ぶ歩行者天国の賑やかな通り【ストロイエ
通り】へご案内
デンマーク随一の雑貨、インテリアが集まる
【イルムス・ボーリフース】

関西空港（10：25発）→アムステルダム（17：00発）→コペンハーゲン（18：20着）
成田空港（10：25発）→アムステルダム（17：00発）→コペンハーゲン（18：20着）

※小山シェフと添乗員は関西空港からの航空機に搭乗します。

大阪組
東京組

小山シェフと行く Salon du Chocolat Paris 2019

北欧デンマーク・コペンハーゲンとパリ・サロンデュショコラ

関西空港（08：55着）
成田空港（09：10着）

大阪組
東京組

食事／ 昼 機内  夕 機内

Friis-Holm Chocolate代表。
元料理人でガストロノミーの世界とも親交が深く、人
気レストランのトップシェフたちが彼のチョコレートを
デザートに採用。2014年、ロンドンで開催されたイン
ターナショナルチョコレートアワードミルクチョコレー
トプレーンバー部門金賞、ダークチョコレート部門２品
銅賞、ダイレクトトレード賞（特別賞）受賞。

ミッケル・フリスホルム氏
https://www.friisholmchokolade.dk/

小山シェフとデンマークのショコラティエ【ミッケル・フリスホルム氏】とのコラボイベント。
小山シェフお勧めのビストロにてフェアウェルパーティーを開催します

天候、気候により食材を事前に準備または市場に買いに行く事もございます

コペンハーゲン（１５：１０発）よりパリ（１７：１０着）へ移動します

●朝、皆さんでコペンハーゲンの森を散策し林檎、洋ナシ、ベリーなどチョコレートの食材を
　収穫しに行きます
●ミッケルさんのFRIS-HOLM　CHOCOLATE工場見学をして頂きます
●小山シェフとミッケルさんの今年の新作チョコレート発表会、今年の新作のコンセプト等
　ご説明して頂きます（試食付き）
●ランチはデンマークの料理人マッツさんがデンマークナイズされた和食とデザートは森で
　収穫した物を小山シェフに即興で作って頂きます

食事／ 朝 ホテル 昼 紅茶店 夕 ー

食事／ 朝 ホテル 昼 イベント 夕 ー

食事／ 朝 ホテル 昼 ー 夕 ー

食事／ 朝 ホテル 昼 ー 夕 ー

食事／ 朝 ホテル 昼 ー 夕 ビストロ

食事／ 朝 ホテル 昼 ー 夕 ー

食事／ 朝 ホテル 昼 機内 夕 ー

食事／ 朝 機内


