
東京地学協会「英国ジオツアー」へのお誘い

今回の旅行の大きな見どころは二つ、英国ナショナルアーカイブに保管されている英国伊能小図と英

国水路部に保管されている伊能小図を用いて作製された英国海図の閲覧ができること、そして英国南

部海岸に分布するジュラ紀と白亜紀の地層の見学です。その他にも、化石ハンターとして名を遺した

メアリー・アニング（1799~1847）の足跡、白亜紀のチョークの崖、更にはダーウィンの生家やグリ

ニッジ天文台見学なども訪れます。異なる専門分野の案内者 2 名が同行いたしますので、知見を広げ

られる内容の濃いプログラムとなっております。

英国訪問のお誘い

案内者 八島 邦夫氏   一般財団法人 日本水路協会 技術アドバイザー

① 伊能図と伊能図関連海図の閲覧

伊能忠敬が作製した伊能小図(日本を 3 図でカバー)のフルセットは、2 セットが現存するのみですが、一つ

は英国にあります。これは幕府が江戸時代末期に英国に提供したもので、英国は世界で初めて伊能図を評

価し、海図を通じて日本の正しい形を世界中に伝えました。これらの伊能図、海図等のオリジナルを直接、

閲覧することは容易ではありませんが、本旅行では所蔵する英国ナショナルアーカイブ、英国水路部にお

いて、特別に閲覧することができ大変貴重な機会となるでしょう。

＊(公社)東京地学協会の伊能忠敬没後 200 年記念事業の一つとして行われます。

案内者 矢島 道子氏   東京地学協会会員、日本大学文理学部講師（地学）

② 英国南部の地質・化石の観察

英国は世界で最初に地質図を作った国です。イギリス海峡に面する英国南部海岸は地層が連続して分布し、

地形、地質学的に大変興味深い地域です。海岸西部はジュラシック海岸として世界遺産に登録され、アン

モナイトなどの化石が多く産出し、特異な形状の海岸地形が見られます。一方、ドーバー海峡に面する海

岸東部には白亜紀の石灰岩の地層が分布し、白亜の海食崖地形が見られます。関連する自然史博物館、メ

アリー・アニングの生家、ダーウィンが『種の起原』を執筆したダウンハウスなども見学します。

画像：ナショナルアーカイブの伊能小図

画像：セブンシスターズ



募集概要

「公益社団法人 東京地学協会平成 29 年度海外見学旅行」

旅行期間 （自）2017 年 9 月 4 日 （月）

（至）2017 年 9 月 11 日（月）

旅行費用 お一人様 427,000 円

個室利用追加料金 98,000 円

*ツアーご参加者が 15 名様以上となりました場合には、お 1 人様 34,000 円の割引をさせて頂きます。

*ツアーご参加者が 20 名様以上となりました場合には、お 1 人様 45,000 円の割引をさせて頂きます。

最少催行人数 10 名

食事条件 朝食 6 回、昼食 3 回、夕食 4 回（詳細は日程表参照）

宿  泊 ロンドン（イ―リング地区）： ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ホテル・ロンドン

バース：  ベイルブルックハウス

トーントン：ホリデイイン・トーントン

ブライトン： レーンズホテル・ブライトン

ロンドン： ホリディイン・ロンドン・ブルームズベリー

各都市又は同等クラスホテル

利用航空会社 英国航空 （成田空港までの国内線お手配をご希望の場合は、ご相談下さいませ。）

同行案内 一般財団法人 日本水路協会 技術アドバイザー  八島 邦夫氏

東京地学協会会員 日本大学文理学部講師（地学） 矢島 道子氏

添乗員 あり（成田空港より同行致します）

申込締切 2017 年 7 月 20 日（木）

参加申込 旅行実施会社 株式会社 ism（イズム）へ直接お申し込みください。

申込先 株式会社 ism（イズム） 観光庁長官登録旅行業第 1749 号

 102-0074 東京都千代田区九段南 3-4-5 フタバ九段ビル 2 階

電話：03-5214-0066、ファックス：03-5214-0062 
 e-mail：info@shogai-kando.com 

東京地学協会担当  岩橋（イワハシ）

申込金 10 万円（申込書受領後請求）

料金に含まれるもの

・日程表に含まれる、成田－ロンドン間エコノミークラス航空運賃（英国航空利用）

・ご宿泊費用(2 名 1 室利用)、
・日程表に記載の専用車送迎・ボート代金、およびチップ

・各食事代（朝：6 回、昼：3 回、夕：4 回）

・日程表に記載の観光地への入場料



料金に含まれないもの

・空港施設使用料、燃油サーチャージ料、航空保安料（4 月 25 現在） お 1 人様 33,090 円

（発券時のレートや航空会社の通達により変動いたします。）

・任意の海外旅行傷害保険（他社でも構いませんので必ずご加入ください）

・その他、個人的費用

・食事の際のお飲み物及びアルコール類

お申込みに際してのご注意事項

・個人での海外旅行保険の加入は必ず行ってください。クレジットカード付帯の保険もございますが、

適用条件、補償内容など事前にご確認ください。

・持病のある方は必ずお薬をお持ち下さい。

取消の場合の取消料について

お客様は、いつでも次に定める取消料を支払って、旅行契約を解除することができます。

旅行契約の解除期日 取消料

①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

る日よりも前

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[③及び④を除く] 
旅行代金の 20% 

③行開始日の前々日以降[④を除く] 旅行代金の 50％
④行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金全額

旅行条件の基準日

この企画書面の起債条件は 2017 年 4 月 25 日現在の運賃、料金を基準としています。

旅行企画・実施 株式会社 ism    観光庁長官登録旅行業第 1749 号

 102-0074 東京都千代田区九段南 3-4-5 フタバ九段ビル２階

電話：03-5214-0066、ファックス 03-5214-0062 
 e-mail：info@shogai-kando.com

企画協力    有限会社 ジオ プランニング

 399-0511  長野県上伊那郡辰野町横川 895



日付 都市名 時刻 交通機関 日程・内容 食事

1 
9/4
（月）

東京（成田）

ロンドン 
イーリング 

12:55

17:30
19:00

 BA006

専用車

ブリティッシュエアウェイズにて、空路ロンドンへ。

着後、イーリング地区のホテルへ。 
ホテル到着。 

ロンドン（イーリング地区）泊 × × ×
2 
9/5
（火）

ロンドン 

バース 

終日 専用車
ホテルにて朝食。 
移動 ホテル→キュー  （5.7km  0 時間 11分）
英国ナショナルアーカイブ訪問、伊能小図閲覧 

昼食は、ナショナルアーカイブにて自由食。 

移動 キュー→エイムズベリー 
               （139km 2 時間 15分）
ストーンヘンジ見学

移動 エイムズベリー→バース 
（58km 1時間15分）

ホテル到着。 
ホテルにて夕食 

バース 泊 朝 × 夕

画像：ナショナルアーカイブ

画像：ストーンヘンジ



日付 都市名 時刻 交通機関 日程・内容 食事

3 
9/6
（水）

バース  

トーントン 

終日 専用車
ホテルにて朝食。 
移動 バース → ブリストル     （21km 45 分）
ブリストルのクリフトン吊り橋見学
移動 ブリストル→トーントン（80km 1時間35分）

英国水路部(UKHO)訪問（約 3時間）、 
伊能図をもとにした関連海図の閲覧 

ホテル到着。 
ホテルにて夕食 

トーントン泊 朝 昼 夕
4 
9/7
（木）

トーントン 

ブライトン

終日 専用車
ホテルにて朝食。 
移動 トーントン→ライムリージス（44km  45 分）
ライムリージス、南部海岸のジュラ紀の地形・ 
地質観察、（海岸、ライムリージス博物館） 

移動 ライムリージス→ドチェスター（24km  30 分）
ドーセットカウンティ博物館見学
移動 ドチェスター→ブライトン （187km  3時間）

ブライトン着 
ホテルにて夕食 

ブライトン 泊 朝 昼 夕

画像：伊能小図を用いた英国海図

画像：アンモナイトの化石



日付 都市名 時刻 交通機関 日程・内容 食事

5 
9/8
（金）

ブライトン  

ロンドン 

終日 専用車
ホテルにて朝食。 
移動 ブライトン→バーリング・ギャップ（30km45分）
セブンシスターズ見学、南部海岸の白亜紀の地形・
地質観察。  

移動 バーリング・ギャップ→ダウン 
（89.2km 1 時間 25分） 

ダウンハウス（ダーウィン生家）見学。
移動 ダウン→ロンドン      （26km  50 分）
ホテル到着。 
ホテルにて夕食。 

ロンドン 泊 朝 昼 夕
6 
9/9
（土）

ロンドン 終日 船

公共 
交通機関 

ホテルにて朝食。 
タワー・ピアからテムズ川クルーズ船に乗船、グリニッジ天
文台へ。 
グリニッジ旧王立天文台見学（本初子牛線など）
見学終了後、各自公共交通機関にてロンドン市内へ
自然史博物館、大英図書館など博物館巡り。 

ホテル到着。 
ロンドン 泊 朝 × ×

画像：セブンシスターズ

画像：ロンドン自然史博物館



日付 都市名 時刻 交通機関 日程・内容 食事

7 
9/10
（日）

ロンドン
昼 

16:00
頃

専用車

 BA005

ホテルにて朝食。 
昼食 各自自由食 
専用車にてロンドンの空港へ。
着後、チェックイン。 
ブリティッシュエアウェイズにて、空路成田へ。

機中泊 朝 × ×
8 
9/11
（月）

東京（成田） 12:00
頃 

成田空港着。 
お疲れ様でした。

× × ×
天候や交通事情等により日程が変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。



※ここに記載した旅行条件は当社旅行条件の一部です。ここに定めなき事項は別途お渡

しする旅行条件書、最終日程表、並びに当社旅行約款によるものとします。

１．募集型企画旅行契約

（１）この旅行は、株式会社 ism［千代田区九段南３丁目４－５フタバ九段ビル２階／

観光庁長官登録旅行業第 1749 号］(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、パンフレット、旅行条件書、出発前にお渡しする最終

日程表及び当旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

２．旅行の申込みと旅行契約の成立

（１）当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お 1 人様につき下記の申込金

をそえてお申込ください。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれに一部又

は全部として取り扱います。

区    分 申込金（お１人様）

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 円以上旅行代金まで

旅行代金が 15 万円未満 旅行代金まで

旅行契約は、当社が締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものとします。 

（２）当社は、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を受

け付けます。 

この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、申込書の提出と申込金のお支払

い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。申

込書と申込金は当社が予約承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内にご提

出ください。この期間内にご提出のない場合、申込みは無かったものとして取扱います。

３．旅行代金のお支払い

旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金

額の旅行代金をお支払いください。

４．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(コースにより等級

が異なります)。
（２）旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港・駅・埠頭と宿泊場所）。

（３）旅行日程に明示した観光料金(バス・ガイド料金、入場料金)。
（４）旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料(パンフレット等に特に記載

がない限り１部屋に２人づ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および税・サービス料金。

（６）手荷物の運搬料金。お１人様スーツケース２個の手荷物運搬料金(お１人様２３

kg 以内が２個迄が原則となっておりますが、クラス・方面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)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運

送機関に運送委託手続きを代行するものです。

※旅行費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいた

しません。

５．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。その一部を以下に例示します。

（１）荷物運搬料金(規定の重量・容量・個数を越える分について)。
（２）クリーニング代、電報・電話料、ホテルの従業員に対する心づけ、その他追加飲

食費など個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料。

（３）航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続取扱い料金)。
（４）客様のご希望により１人部屋を使用される場合の追加代金

（５）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。

（６）本国内の空港施設使用料。

（７）日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費。

（８）旅行日程中の空港税等(日本国内税を含む)。
６．旅行契約の解除

お客様は下記に定める取消料を払うことにより、いつでも旅行契約を解除することがで

きます。

当社の責任とならない渡航手続等の事由による取消の場合も所定の取消料をいただき

ます。

代金のお支払い及び取消料・変更料(取消・変更料は旅行開始の前日から起算します。) 
区     分 取消料

イ．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
日前から 31 日前

旅行代金の 10％

ロ．旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30
日前から３日前

旅行代金の 20％

ハ．旅行開始日の２日前から旅行開始当日 旅行代金の 50％
ニ．旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100%

注：「ピーク時」とは 12 月 20 日から 1 月 10 日発、4 月 27 日から 5 月 6 日発および 7
月 20 日から 8 月 31 日発をいいます。※上記以外のご旅行条件については、当社の主

催旅行契約約款によります。旅行契約成立後、グループ内一部のお客様のご都合で旅行

を取消される場合には、お一人様につき上記の取消料をいただきます。又、ご参加のお

客様からは１室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

７．旅行の取り消し（旅行契約の解除）

次に挙げる場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。

（１）天災地変、戦乱、官公署の命令、その他不可抗力の事由により旅行実施が不可能

になった場合

（２）最少催行人員に満たない場合

※旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日より前までに旅行を中

止する旨を連絡いたします。

（３）旅行代金が期日まで入金のない場合、参加をお断りすることがあります。

（４）当社があらかじめ旅行参加条件を示した場合でお客様がそれを満たさないとき。

８．当社の責任および免責事項

当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お

荷物に関係する賠償限度額は１人１５万円を限度（故意・重過失がある場合を除く）と

いたします

（荷物に関する損害賠償は損害発生後２１日以内にお申し出があった場合に限ります）。

ただし次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿

泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通また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、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行

動中の事故、食中毒、盗難等。

９．特別補償

当社はお客様が当旅行参加中に、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定により、一定の補償金お

よび見舞金を支払います。現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食糧品等

の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はいたしません。特

別補償は事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用

等には一切適用できません。該当補償等をご希望の場合は、任意にて海外旅行保険にご

加入ください。

１０．旅程保証

旅行日程にご旅行条件書２２項の重要な変更が行われた場合は、その約款規定によりそ

の変更の

内容に応じて旅行代金の 1%～5%に相当する額の変更補償金をお支払いします。変更補

償金の額

は、旅行代金の 15%を限度とします。また、1 旅行契約についての変更補償金の額が

1,000 円

未満の場合は、変更補償金は支払いません。

１１．旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は 2015 年 8 月 1 日を基準としています。また、旅行代金は 2015 年 8 月

1 日現在有効な航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

１２．旅券と査証について

アメリカに入国するツアーに参加いただく場合は、遅くとも旅行開始の 72 時間前まで

に、米国のＥＳＴＡ（電子渡航認証システム）に従い認証を受ける必要があります。Ｅ

ＳＴＡの認証は、お客様ご自身で https://esta.cbp.dhs.gov/ のホームページから申請し

てください。なお、認証を拒否された方は米国大使館等から査証（ビザ）を取得する必

要があります。EＳＴＡの認証手続は、弊社がお客様と渡航手続代行契約を締結し、渡

航手続代行料金をいただいて代行することができます。ご希望のお客様はお申出くださ

い。

１３．ご案内とご注意

※お名前はパスポートに記載されているスペル通りでお申込ください。パスポートとご

予約のお名前が異なりますとご出発はできません。

※最終日程表の送付について宿泊ホテル及び利用航空便・現地における当社の連絡先な

どを明示した最終旅行日程表は、旅行代金全額の入金が確認できた後、出発の 10 日前

を目安に送付いたします。なお、最終案内書がお手元に届きましたら、内容をよくご確

認の上予約確認書と異なる点がありましたら必ずご連絡ください。

１４．その他

※保険衛生について

渡航先の衛生状況については、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。

※海外危険情報・他につきまして

渡航先(国又は地域)により、外務省「海外危険情報：十分注意してください。」が発生さ

れている場合は、予めご案内申し上げます。また、海外危険情報の発生いかんに関わら

ず、渡航先の治安・社会情勢などについては、外務省「海外安全ホームページ」

http://www.pubanzen.mofa.go.jp でご確認いただきますようお願い申し上げます。

旅行企画・実施 (観光庁長官登録旅行業第 1749 号)

株式会社ｉｓｍ 
お問い合わせ、お申し込み 

TEL:03-5214-0066 FAX:03-5214-0062 
営業時間 平日 9:30～18:30 (土・日曜・祝祭日は休み) 

住  所 東京：〒102-0074 東京都千代田区九段南 3 丁目 4-5 フタバ九段ビル 2 階 担当：岩橋（イワハシ） 

E-mail:info@shogai-kando.com  http://www.shogai-kando.com 

ご旅行条件書(要約)：お申し込みの際はご旅行条件書(全文)を必ずお読みください。

総合旅行業務取扱管理者 板倉 知一 
※総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営業所での取引責任

者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありまし

たら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。



申込日：     年   月   日

申込書
下記にご記入の上、申込金（10 万円）を添えてお申し込み下さい。

申込金振込先：（株）ism 三菱東京 UFJ銀行 新宿通支店 普通口座：2032320  
生涯感動の旅 株式会社 ism 行 下記注意事項、並びに別紙旅行条件書に記載の旅行条件及び個人情報の利用方法に同意の上、旅行を申し込みます。

ツアー名 公益社団法人 東京地学協会平成 29 年度海外見学旅行 英国

フリガナ ローマ字（姓）※パスポート表記で記載

Last Name: 
名前

ローマ字（名）※パスポート表記で記載

First Name: 

生年月日 明治・大正・昭和・平成    年

西暦       年    月    日（満     歳）
性別 男 ・ 女

フリガナ

現住所 〒

電話：（  ）  －     FAX（ ）  －     携帯電話（  ）  －

ご旅行中の

国内連絡先

ご住所：〒

お名前：                    電話（  ）   －

ご本人様との

ご関係：

E-MAIL @

旅券

（パスポート）

について

▼ 旅券（パスポート）をお持ちの方

旅券番号 / Passport No. 発行年月日 / Date of Issue 

年   月   日

有効期限 / Date of Expiry 

年   月   日

▼ 旅券（パスポート）をお持ちでない方

′申請済みである    ′これから申請する（各自で申請をお済ませ下さい）

お部屋

割り

′        様と同室希望  

′ 一人部屋希望  ※別途追加料金がかかります。（￥      ）

※確約は致しかねますが

出来る限りご要望に

応じます。

′ 喫煙   ′ 禁煙  を希望

航空便

座席希望

′ 窓 側 

′ 通路側  

ビジネス

クラス
′ 希望する（※別途追加料金がかかります。※国際線のみ）

ﾏｲﾚｰｼﾞ番号 航空会社名         番号

★ 海外旅行傷害保険について （弊社、他社に係わらず必ずご加入くださいませ。）

′ 弊社（株式会社 ism）にて海外旅行傷害保険に加入する。

※パンフレット、申込書を送付します。 ※ご家族でお申込の方はお得なファミリープランがございますのでお問合せください。

′ 下記の事由により貴社の勧める海外旅行傷害保険には加入しません。

1. これから他の保険会社で加入 （契約会社名：                     ）

2. 既に他社で加入済み     （契約会社名：                     ）

残金支払 旅行代金残金は、ご出発の約 1 ヶ月前にご請求させていただきます。

備考 ※ご要望、ご質問などございましたらご記入下さい。

＜注意事項＞
■当社は、ご記入いただきましたお客様の個人情報を、お客様との連絡、旅行の手配に必要な範囲内での運送・宿泊機関等及び手配代行者への提供を行います。

詳しくは旅行条件書をご確認下さい。
■当申込書の提出とは別にパスポートのデータ画面のコピーをご提出いただきます。これは、航空会社へ正確な名前を報告するために使用することを目的とし

ており、その他の目的には一切使用いたしませんのでご了承願います。
■参加申込書ご提出後に記載内容に変更が生じた場合は、電話などで必ずご連絡願います。
■この参加申込書は企画旅行契約の成立を証するものではございません。企画旅行契約は弊社がお申込を受諾し、申込金を受領したときに成立いたします。


