
2018年 6月4日（月） ～ 6月9日（土）／6日間

ドイツの主要都市を訪ね、
ヨーロッパの歴史と人と

哲学を学び、
有史以来の薬学の歴史、
薬剤師の魂にふれよう。
そして「いきつけ薬局」の国
ドイツの薬局を知ろう。

＜視察先＞
ドイツ薬事博物館、

ハイデルベルク大学薬学部、
薬局、病院、高齢者施設、

WELEDA社
＜旅行代金＞

旅行代金：498,000円（2名1室利用）
JACP会員：468,000円（2名1室利用）
＊会員割引価格はJACP会員の方に限ります。

＜募集人数＞
25名（最少催行人員17名）

ドイツ薬学視察旅行2018

ハイデルベルク ロッテンブルクシュヴェービッシュ・グミュント チュービンゲン

旅行企画・実施  観光庁長官登録旅行業第

後 援  ドイツ観光局



ロッテンブルク●

ドイツ視察地

＜日程＞
　2018年6月4日（月）～9日（土）4泊6日
＜旅行代金＞
　旅行代金： 498,000円（2名1室利用）
　 JACP会員割引価格：468,000円（2名1室利用）
　　＊会員割引価格はJACP会員の方に限ります。
　　＊JACP賛助会員企業様の場合は1口につき1名JACP会員価格といたします。

 　●お一人部屋追加代金（65,000円）
 　●燃油サーチャージ代金（21,000円/2018年2月現在）
　　 は、別途必要となります。
　　＊燃油サーチャージは、航空会社が申請し国土交通省が認可
　　　 した場合、金額が変動する場合がございます。その場合、
　　　  差額分に関して徴収または返金させていただきます。

 　●成田空港施設使用料（2,090円）
　　 成田空港旅客保安サービス料（520円）
　　 現地空港税（12,000円） は、別途必要となります。

＜募集人員＞
　25名（最少催行人員17名）
＜申込締切日＞
　2018年 3月 30日（金）
　（但し、定員になり次第締め切らせていただきます）

＜利用航空会社＞
　日本航空
＜利用宿泊施設＞
 　Crown Plaza（ハイデルベルク）
　 Krone（チュービンゲン）
＜食事条件＞
　朝食４回、昼食1回、夕食２回（機内食を除く）
＜注意＞
 ＊今回の旅行ではパスポートの有効期限が
　ドイツ出国時3ヶ月以上まで必要です。
＜添乗員＞
　成田空港より１名同行させていただきます。

●チュービンゲン

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社東京法人東事業部〔東

京都中央区日本橋茅場町 2-10-5・観光庁長官登録旅行業第 38

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。旅行契約の

内容、条件は、当パンフレットの記載内容および別途お渡しする

旅行条件書、確定書面 ( クーポン類または最終日程表 ) ならび

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)当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につ

き右記のお申込金を添えてお申込みください。お申込金は旅行

代金、取消料または違約料の一部または全部として取扱います。

(2)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1人様につき)
お申込金：  ５０，０００ 円

3、旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等の運賃、宿泊料

金、食事料金、観光料金(ガイド料金、入場料)、手荷物運搬料金、

団体行動中のチップ。行程に含まれない交通費、空港税、運送機

関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージなど）等ならびに個

人的性質の諸費用は含まれていません。　

4、旅行契約の解除
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、お客様が当社ま

た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。

＊「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、7月20日から8月31日までをいいます。

5、この旅行条件・旅行代金は2018年2月1日現在を
基準としております。

（H23.6月）

取　消　日

旅行開始日がピーク時の時、旅行開始日前
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

旅行開始日の前日からさかのぼって30日目
にあたる日から3日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日から当日まで

旅行開始後または無連絡不参加の場合

取　消　料

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100%

研修企画／一般社団法人 日本コミュニティファーマシー協会
　　　　 電話：03-3354-0288
後　　援／ドイツ観光局

客旅18－004

旅 行 条 件（ 要 約 ）
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。旅行業法第12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第12条の５に定める
契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項は、 当社旅行業約款（募集型企画旅行の部）によります。  当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。     
当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。

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の責任者です。このご旅行の契約に関し、
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たずねください。

総合旅行業務取扱管理者：尾崎利行　営業時間/平日09:00-18:00（土日祝日休業）
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
東京都中央区日本橋茅場町2-10-5住友生命茅場町ビル2階　電話：03-6667-0534　FAX：03-6667-0564
ツアー担当：第4営業部　櫻井・加藤

●お申込み、お問合せは
　 旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第38号

東京法人東事業部

●フランクフルト

＊この旅程表は最も新しい資料に基づき作成しておりますが、交通機関や現地事情等により、出発到着時刻が変更になる場合があります。
＊交通機関や視察先事情等により、時刻・訪問順序が変更になる場合があります。（出発時間・見学時間等は目安です。）

成田空港第２ターミナル集合（チェックイン）
出国手続後、空路、フランクフルトへ

到着

＜ハイデルベルクへ＞ 
ホテルチェックイン
　●夜間当番薬局視察（希望者）

ハイデルベルク泊 ～ Crown Plaza

＜事前薬学セミナー＞
　講師：吉岡ゆうこ氏 
　　　  『ドイツの薬事事情について』

　●薬局視察（Atos Apotheke, Schwan Apotheke）
　●ハイデルベルク城視察 
　●ドイツ薬事博物館視察
　●ウェルカムディナー　

ハイデルベルク泊 ～ Crown Plaza

　●薬局視察 （STERN APOTHEKE）
　●ハイデルベルグ大学関連視察
　   （大学病院薬局、薬学部）
　●高齢者福祉施設視察
　●薬局自由視察

ハイデルベルク泊 ～ Crown Plaza

＜シュヴェービッシュ・グミュントへ＞
　●医薬品メーカーWeleda社農園視察

＜ロッテンブルクへ＞
　●ロッテンブルグ市内 日本人経営薬局にて
　　「ドイツ薬局の日」視察

＜チュービンゲンへ＞
ホテルチェックイン

＜セミナー＞
　講師：アッセンマイマー慶子氏
　　 　『なぜドイツにはかかりつけ薬局があるのか』

●夕食会

チュービンゲン泊～Krone

＜ロッテンブルクへ＞
　●ロッテンブルク市内 日本人経営薬局視察

　●まとめのセミナー（1時間）
　●昼食

＜フランクフルト空港へ＞
フランクフルト到着 （空港チェックイン・出国・搭乗手続）
空路、帰国の途へ

＊機内泊

成田空港着　通関手続後、解散
～お疲れ様でした～

09：15
11：25

16：30
17:30頃

夜

終  日

終  日

終  日

終日

19:20

13：40

成田国際空港
（第2ターミナル）

フランクフルト空港

ハイデルベルク

ハイデルベルク

ハイデルベルク

ハイデルベルク
シュヴェービッシュ・グミュント

ロッテンブルク

チュービンゲン

チュービンゲン
ロッテンブルク

フランクフルト空港

成田国際空港
（第2ターミナル）

昼：機内
夜：×

朝：○
昼：×
夜：○

朝：○
昼：×
夜：×

朝：○
昼：×
夜：○

朝：○
昼：○
夜：機内

朝：機内

ご 旅 程 表

JL-407

専用車

徒  歩

徒  歩

専用車

専用車

専用車

JL-408

●ハイデルベルク
●シュヴェービッシュ・グミュント

ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル交通機関現地時刻地　名月 日日次   食  事
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6月4日
（月）

6月5日
（火）

6月6日
（水）

6月7日
（木）

6月8日
（金）

6月9日
（土）


