自然環境を学び 野生動物に出会う旅 各出発日15名様限定
現地名門大学講師と巡るオーストラリア７日間
本ツアーでは、オーストラリアの大自然の中に生息する野生動物の生態を観察しながら、
「その自然環境がいかに繊細で、
様々な生物の微妙なバランスの上に成り立っているのか」、そして「それを傷つけることにより、どれほど多方面に深く影
響が及ぶのか」を、世界でもトップクラスのクイーンズランド大学講師による科学的根拠を基にした分かりやすい説明のも
とご案内いたします。
さらに通常では入場が許可されない施設（例：クイーンズランド大学モートンベイ海洋研究センター、ケアラー宅）等を訪問し、
この分野の第一線で活躍する現場の職員や研究者などから直に説明やセミナーを受けることができます。
尚、現地の大学で環境や野生動物に関するコースを卒業し、その分野に深い知識のあるオーストラリア日本野生動物保護
教育財団の職員が英語での説明を日本語へ通訳いたします。
訪問先①

2日目「デービッドフレー野生動物公園」

展示されている動物は、クイーンズランド州周辺の固有種のみ！
展示許可を取るのが難しい絶滅危惧種も多く収容されているの
も特徴。展示スタイルは生態系展示となっており、カンガルー、
ワラビー、エミューなどが一緒の囲いに入っているなど、地域に
生息する動物たちが同じように大きな囲いに収容されていま
す。日本の動物園で見ることができないカモノハシやビルビーな
ど、ユニークなオーストラリアの動物を見ることができます。

訪問先②

3日目「カランビン川流域カヤッキング」

通常のカランビン川カヤックツアーで通るルートとは異なり、
一般に公開されていない上流にある私有地からスタート。約
4kmを2時間〜2時間30分かけてカヤックで下りながら自然
環境・野生動物調査を行います。ボートは安全性が高い2名
乗りを利用します。

訪問先③

3・4・5日目「ノースストラッドブローク島」

世界で2番目に大きい砂の島。約30km続く白い砂浜や野生の
コアラやカンガルーが住む森など広大な自然が残っています。
島の北端は世界で有数のジュゴンの生息地であり、イルカ、ウミ
ガメ、マンタエイ、7月〜10月末にかけては、クジラを見ることも
できます（自然条件等により見られない場合もあります）。今回
はこの島にあるクイーンズランド大学のモートンベイ海洋研究
センターで海洋と生物に関するセミナーを受けていただけます。

訪問先④

6日目「野生動物ケアラー宅」

親を事故などで失ったコアラ、カンガルー、ポッサムなどを引
き取って、一定の年齢になるまで育て、自然に戻す仕事をボラ
ンティアで行っているケアラー宅を訪問。時には夜中も2時間
おきにミルクを飲ませる等、献身的に世話をしているご家庭を
訪問してその活動を見学。本ツアーでは直接、体験談を伺う
ことや意見交換を行うことができます。

訪問先⑤

6日目「王立動物虐待防止協会（RSPCA）
」

イギリスで設立された動物福祉を推進するために活動してき
た非営利団体。動物虐待防止を促すための教育活動や法律
改正のための提言活動、飼い主を失ったペットたちに新しい
家庭を探す養子縁組活動などを行っています。運営費の約
99%が企業や個人からの寄付によって賄われています。

『クイーンズランド大学
モートンベイ海洋研究センター』

クイーンズランド大学はオーストラリアのトップ３
に入る名門大学であり、世界150か国以上から2
万人を超す留学生が学ぶ国際化の進んだ大学で
す。
「世界大学ランキングトップ100」で総合40
−60位前後（日本の大学では東京大学が同レベ
ル、京都大学は70〜80位前後）、環境、自然科
学、獣医学などの分野では世界30位くらい（日本
の大学では東京大学の30−40位がトップ）に位
置しています。モートンベイ海洋研究センターは
この大学の直属の研究センターの一つで、国内
外から研究者や学生が訪れ、海洋環境及び生物
における広範囲な調査研究及び教育が行われて
います。
（通常、一般の入場は不可）

『オーストラリア日本野生動物
保護教育財団 〈AJWCEF〉』

オーストラリア日本野生動物保護教育財団は、
オーストラリア連邦政府に正式に認可された非営
利環境団体で、オーストラリアの政府機関、教育
機関等と協力し「より良い共存」をめざし野生動物
保護活動を援助するのと同時に、現場で活動して
いるアニマルケアラーの方々や一般のボランティ
アの方々の活動、すなわち「草の根活動」を支援し
ています。また、オーストラリアの野生動物保護活
動を日本に紹介すると共に、日本及びオーストラリ
アの国民の皆様に対し野生動物保護に関する情
報や教育、さらには海外野生動物保護活動への参
加の機会を提供しています。
設立者：水野 哲男 DVM, PhD
（獣医学博士 クイーンズランド大学）
オーストラリア日本野生動物保護教育財団
理事長
オーストラリア連邦、クイーンズランド州、
レッドランド市名誉国際大使及び国際関係顧問
日本国 岐阜県 可児市 オーストラリア交流顧問
日本獣医生命科学大学 客員教授
元クイーンズランド大学設立HerdVac社 顧問及び主任科学者

このツアー費用の一部はAJWCEFの基金を通じて事故や
怪我をした野生動物の治療や、親を交通事故などで亡くした
野生動物の孤児の養育費用として寄付させていただきます。

ツアー詳細はこちら➡ https://tour.ttravel.jp/det.php?aid=&pc=&id=6698002

詳細はこちら→http://ajwcef.org/
オーストラリア日本野生動物保護教育財団

自然環境を学び 野生動物に出会う旅
現地名門大学講師と巡る
オーストラリア7日間

ツアーコード
出発日

日次

1

【機中泊】C C G

2

【06:55】
ゴールドコースト着 着後、
カランビン野生動物公園へ。
【08:00】
カランビン野生動物公園でレインボーロリキートの餌付け体験。
ビーチカフェにてブランチ
（軽食）
をお楽しみください。
【11:00】
デービッドフレー野生動物公園へご案内。
・夜行性動物ショー ・クイーンズランド大学卒獣医学博士によるセミナー
・アフタヌーンティー
（軽食） ・大型鳥類のフライトショー
・クイーンズランド大学卒獣医学博士による園内ガイドツアー
【15:00】
ゴールドコーストのホテルへ。
【ゴールドコースト泊】F D A

3

【午前】
クイーンズランド大学卒獣医学博士と行うカランビン川流域のカヤッキングによる
自然環境・野生動物調査。
【午後】
クリーブランドフェリーターミナルへ移動。
フェリーにてノースストラッドブローク島へ。
ノースストラッドブローク島着後、徒歩にてクィーンズランド大学モートンベイ海洋研究
センターへ。
【夜】
センター内ダイニングホールにて夕食。
夕食後、
クイーンズランド大学卒獣医学博士と野生夜行性動物散策。
【ノースストラッドブローク島泊】F D A

4

クイーンズランド大学講師によるモートンベイ海洋研究センターサイエンスキャンプ。
【終日】
◆アクティビティ：
・海洋研究センターのボートによる海洋公園指定区域内のジュゴン生息域にて海洋哺乳類動物調査
・マイオラの泉におけるマングローブ調査 ・ブラウンレイク視察
※潮の干満にあわせて、順序を入れ替えてご案内します
◆セミナー：海洋ごみとその海洋生物への影響
【夜】
夕食後、夜間プランクトン採集及び調査へご案内。

【ノースストラッドブローク島泊】F D A

5

【午前】
クイーンズランド大学講師によるモートンベイ海洋研究センターサイエンスキャンプ。
◆アクティビティ：
・アミティポイントでのイルカ・コアラスポッティング
・ポイントルックアウトからイルカなどの海洋生物観察
【午後】
フェリーにてクリーブランドへ。
クリーブランド着後、
ブリスベンのホテルへ。
ホテルチェックイン後、サウスバンク散策へご案内します。
【ブリスベン泊】F D A

上記旅行代金とは別に海外空港諸税（大人1,540円）および日本空港施設使用料等（大人約
8,180円）が別途必要です〈2018年3月現在〉。燃油サーチャージは不要です〈2018年3月現在〉。
旅行契約成立後に燃油サーチャージが設定されても追加徴収はありません。

7

【朝】
ゴールドコースト空港へ。
【10:45】
ゴールドコースト発L〈直行便〉
【18:55】成田空港着

ご旅行条件（要約）

FGC

添乗員

同行いたしません。 現地係員がご案内いたします。

食 事

朝食6回・昼食5回・夕食5回（機内食除く）

最少催行人員 8名

利用航空会社 ジェットスター航空（エコノミークラス）
※お部屋は男女別相部屋になります。
ゴールドコースト：ノボテル サーファーズ パラダイスまたは
ウォーターマークホテル ＆ スパ ゴールドコースト
（2名または3名1室）
ノースストラッドブローク島：
モートンベイ海洋研究センター（4名1室利用／バス・
トイレ共用）
ブリスベン：
ホテル グランド チャンセラー ブリスベン（2名または3名1室）

利用予定
ホテル

ご案内とご注意

◆コース表記載のフライトスケジュールは2018年3月現在の予定時刻です。
スケジュールの変更等により出発便・帰国便の発着時間帯が変更になる場合がありま
す。お申込み時にご確認ください。
◆本ツアーはご出発時、15歳未満の方はご参加いただけません。
◆3日目、カヤックは濡れても良い服装（水着や防水の服等）でご参加いただき、タオル
をご持参いただきますようお願い致します。終了後、着替える時間を取っております。
季節によりますが日光や乾燥対策として日焼け止め、虫よけ、水筒、帽子、サングラス
などご用意いただくことをお勧めいたします。ただし、落下した場合には回収できませ
んので予めご注意いただきますようお願い致します。
◆お部屋は男女別の相部屋になります。
◆3日目・4日目のノースストラッドブローク島での宿泊は、2段ベッドが2台入った4名1室
利用のお部屋となります。またバス・
トイレはお部屋には無く、共用となります。
◆1人部屋をご希望の場合は1人部屋追加代金が必要です。ノースストラッドブローク島
は、お部屋を1名利用の場合も、バス・
トイレは共用になります。
◆4日目・5日目の昼食は、屋外でお召し上がりいただきます。
◆6日目・7日目の朝食は、早朝出発のため、ボックスブレックファストになる場合があり
ます。
◆お食事のアレルギーがある方は、事前にお知らせいただきますようお願い致します。

パスポート残存有効日数

6

【午前】野生動物ケアラー宅訪問。 ※ホテル出発が朝早くなる予定です
【昼】
クイーンズランド大学 ガットンキャンパス メインダイニングにて昼食をお楽しみください。
【午後】王立動物虐待防止協会
（RSPCA）
へご案内。
職員のガイドによる施設視察、
セミナー。
マウントクーサ展望台へ立ち寄りホテルへ戻ります。
【ブリスベン泊】F D A

36,000円

1人部屋追加代金

朝 昼 夕
【宿泊地】aaa

ご旅行日程

298,800円
318,800円
324,800円

6月8日（金）
7月23日（月）
10月19日（金）

各出発日
15名様限定

【21:05】成田空港発L〈直行便〉

BEB000107ZT-01
旅行代金

査

帰国時まで有効なもの

証

ETAS（電子渡航認証）が必要

※上記有効残存日数は変更される場合があります。また。日本国籍以外のパスポートをお持ちの
方はお申込み時に販売店までお問い合わせください（2018年3月現在）
◆時間帯の目安
04：00

早朝

06：00

朝

08：00

午前

12：00

午後

16：00

夕刻

夜

23：00

深夜

◆マークの見方：■
F =朝食 ■
D =昼食 ■
A =夕食 ■
G =機内食 ■
C =食事なし

04：00

L =航空機

お申し込みの際、必ず「海外募集型企画旅行条件書」
を別途お受け取りいただき、
ご確認の上、お申し込みください。尚、
「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ http://www.arc3.co.jpからもご覧になれます。

●募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、㈱アーク・スリー・インターナショナル（以下「当社」
といいます。）が企画・募集し実施する
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。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、本旅行出発前にお
渡しする確定書面（最終旅行日程表）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。
●旅行の申込み
(1)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込みいただきます。申
込金は「旅行代金」
「取消料」
「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

申込金（おひとり）
旅行代金の20％以上旅行代金まで
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による 旅行契約の予約の申込みを受け付けま
す。
この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社ら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、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。
(3)当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、
ご旅行に使用されるパス
ポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、お客様の交
替の場合に準じ、交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められ
ず、旅行契約を解除いただく場合もあります。
この場合には当社所定の取消料をいただきます。
●旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
●旅行代金のお支払い期日
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日目に当たる日（以下「基準日」
といいま
す。）
よりも前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金。尚、運賃・料金はコースにより
等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミー・クラスとなります。
（2）旅行日程に含まれる送
迎バス等の料金（3）旅行日程に明示した観光の料金（バス等の料金・ガイド料金・入場料金等）
（4）旅行
日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金（2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。）
（5）旅行日
程に明示した食事料金（機内食は除きます。）及び税・サービス料金。
（6）お１人様につきスーツケース
等１個の受託手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合お1人様20㎏以内が原則ですが、
クラス・方面に
よって異なります。
（7）添乗員同行コースの添乗員の同行費用（8）運送機関の課す付加運賃・料金
●旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）超過手荷物料金（2）
クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加
飲食等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料（3）傷害、疾病に関する医療費（4）渡航手続
関係諸経費（旅券印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料

金等。）(5)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等 (6)日本国内の空港を利用
する場合の空港施設使用料 (7)日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税 (8)希望者のみ参加さ
れるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金(9)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に
依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意に
よる荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用
●お客様の解除権
お客様は、いつでも以下の表で定める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
とが出来ます。なお、表でいう
「旅行契約の解除期日」
とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業
時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
<表>取消料

旅行契約の解除期日
旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって、
40日目以降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15日目にあたる日まで

取消料
（おひとり）
ピーク時に旅行を開始する場合：
旅行代金の10％
（5万円を上限）
ピーク時以外に旅行を開始する場合：無料
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
旅行代金の20％
以降3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日・前日及び当日 旅行代金の50％
無連絡不参加及び旅行開始後
旅行代金の100％

＊注1：
「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。

●当社の解除権 旅行開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
この場合、既に収
受している旅行代金（あるいは申込金）の 全額を払い戻しいたします
（1）お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって23日目（前項＊注1に規定するピーク時に旅行を開始するものにつ
いては33日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
（2）天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社
の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可
能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。一例/日程に含まれる地域について、外務省か
ら
「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。

●当社の免責事項
お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかねます。ただし、当社又
は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、
この限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機
関等の事故もしくは火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらの
ために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又
は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食
中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、
スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行
日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
●特別補償
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、身体または手荷物に被っ
た一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行
品にかかる損害補償金を支払います。
●旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行条件書第21条別
表）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更保証金をお客様に支払います。
尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・
サービスの提供をすることがあります。
●お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。
この場合、お一人
様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券に関わ
る費用を請求する場合があります。
●個人情報の取扱いについて
当社およびご旅行をお申込みいただいた受諾旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申し込みの際にご提
出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させてい
ただくほか、必要な範囲において当該機関等に提出いたします。お申込みの際には必ず旅行条件書
（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。
●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて
パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾したときに成立
します。国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外旅行部分を含めて募集
型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。尚、お客様が申し込まれたパンフ
レット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保ができず、お客様が該当コースを取り消しす
る場合は、該当コースに関わる所定の取消料をお支払いいただきます。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は2018年3月1日を基準としています。
また、旅行代金は2018年3月1日現在有効なものと
して示されている航空運賃・適用規則又は2018年3月1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ています。

旅行企画実施・お問い合せ先
グループ

19：00

株式会社 アーク・スリー・インターナショナル

観光庁長官登録旅行業第1409号

大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト9F

Tトラベル専用コールセンター

「地球にやさしい旅 人 宣 言」
ー自然や文化遺産を大切にー
社団法人日本旅行業協会
（JATA）の会員です。

総合旅行業務取扱管理者：荒木 克周

旅行業公正取引協議会

0120-331-544

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

FAX：0 6-6347-7946

営業時間：月〜金 10:00〜18:00（土日祝休業）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

下記のTトラベルカウンターでもお申込みいただけます！
！

代官山Ｔトラベル TEL：03-3770-7272 枚方Ｔトラベル TEL：072-807-8677

住所：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山 蔦屋書店3号館1階 FAX：03-3770-6366
営業時間：月〜土 10:00〜20:00／日・祝 10:00〜18:00 総合旅行業務取扱管理者：野々口 延之

住所：〒573-0032 大阪府枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE3階 FAX：072-807-8650
営業時間：11:00〜19:00（年中無休） 総合旅行業務取扱管理者：富田 亜友美

