
インターコワフュール・ジャパン

海外研修ツアー2019 パリ 

 ご案内 2019.2.7  

５月３０日（木）～６月５日（水）５泊７日間 

  

５月のバラ Rose de Mai(ローズ・ドゥ・メ) 南仏の摘みたてのローズの香り。    

この冬、南フランスの最高級のローズのエッセンスを使ったスペシャルなヘアケアセットが誕生。香水の聖地である南フランスのグラースには、

たくさんの花農家がある。緑の木々で囲んで、一般の人から見えないように花畑を作っている農家も多い。初夏、南仏ニースのコートダジュール

空港に降り立つと、透き通るような青い空とやわらかな光に包まれる。空港からほど近く、海側から少し内陸に入ったグラースは香りの聖地と

呼ばれ、フランスの有名ブランドのフレグランス用の花を栽培する農家が集まる場所。香水のクリエイターである調香師の多くがグラース出身と

いうほど、古くから香水文化が培われている土地だ。まさに香りの最高峰の原材料の「出生地」。 ローズ・ド・メイは 5 月に花開き、収穫される

バラ。幾重もの花びらを持つ芳しい香りを放つ品種で、「バラの女王」とも呼ばれている。 

 
 

 

 

【日帰りスケジュール案】 パリ・オルリー空港 9:40 発、国内線にて南フランスへ。ニース・コート

ダジュール空港 11:05 到着後、香水の町グラースへ。カンヌやアンティーブ、サポール・ド・ヴァン

スなど魅力的なまちが点在。 17:40 ニース発→19:05 パリ・オルリー空港着。 

イメージ イメージ 

５月のオプショナルツアー案 （日帰り）  ＊後日ご案内いたします。 

パリ近郊 ジェルブロワ 

フランスで最も美しい村のひとつ。画家アンリ・ル・

シダネルが村ごとバラや花で覆いつくそうと呼びか

けた「バラの村」として有名。6 月はベストシーズン。

  

おすすめ 

グラース 

イメージ 

https://www.myushop.net/uploads/image/72/20171206221818.jpg


掲載記事よりコピー 本田翼、パリでギフト探し。フリータイムにパリ散策 

パリの左岸から右岸へ。ポン・ヌフ橋を渡って、小さくて可愛いお店が集まるサン・ポール界隈へ行く。いつもお世話になっ

ている人たちへギフトを探しに向かうのだ。レトロなノートやレターセットが揃う紙の専門店、ヴィンテージ雑貨のお店を巡る。 

     

パリの新しい魅力発見☆サン・マルタン運河クルーズ 

サン・マルタン運河のクルーズ！いつもとはひと味違うパリの風景を満喫できるとっておきツアーです。再開発の進む広～

いヴィレット地区や情緒あふれる 10区の下町の風景、そして普段見ることができない地下水路などなど、 

   

世界最古のフレンチ キャバレー「パラディ ラタン」で、きらびやかで華やかだった時代へタイムスリップします。 

ギュスターヴ エッフェルが設計した伝説的なシアターで* 『パラディ ア ラ フォリ』 * のパフォーマンスを楽しみます。 

 

 

  

 

 

                                              

 

 

夜のオプショナルツアーキャバレー 

～ラ・バレー・アウトレット～ 

                

イメージ イメージ 

イメージ 

パリ郊外へ行こう！         ～フォンテーヌブロー～ フランス屈指の広さと美しさを誇り歴代の

王に愛されたという宮殿。正門から外観を眺めるだけでもその美しさを想像できます。お城の裏側には広大な公園も。 

イメージ 

イメージ 

サロン見学 ＩＣＤ特別企画 Ｉ.C.D.フランス・チーム等を通じてサロン見学を計画中です。 



 

　平成31年 2月5日

月日 都市 現地時刻 交通機関 日　程　内　容 関係会議　　　＜宿泊地＞
食

事

1 5月30日 羽田空港 9:00 羽田空港国際線ターミナルご集合

（木） （9:15～9:45 結団式予定）

　　　日本航空でご参加の場合

　　　10:40 JL-45 にて空路、パリへ 機

　　　16:45 到着後、第１ターミナルへ移動

東京(羽田)発 11:45 NH-215 空路、全日空にてパリへ 機

パリ(CDG1)着 17:10 （予定） 到着、ＪＬ組と合流

専用バス 専用バスにてホテルへ WORKING COMMITTEE

夕

徒歩 夕食はホテル近くのレストランにて

＜パリ泊＞

2 5月31日 パリ滞在 朝食はホテルにておすきな時間におとりください。 朝

（金） 終日、フリータイム Ｃ．Ｃ．Ｍ．会議

※オプショナルツアー (10:00～17:00) －

－

＜パリ泊＞

3 6月1日 パリ滞在 朝食はホテルにておすきな時間におとりください。 朝

（土）

－

 Night of The Stars（ガラ・ショー）予定 夕

＜パリ泊＞

4 6月2日 パリ滞在 朝食はホテルにておすきな時間におとりください。 朝

（日）

－

－

＜パリ泊＞

5 6月3日 パリ滞在 朝食はホテルにておすきな時間におとりください。 朝

（月） 終日、フリータイム 代表者会議

※オプショナルツアー (10:45～17:00)

－

18:30 ★ICDジャパン夕食会 夕

＜パリ泊＞

6 6月4日 パリ 朝食はホテルにておすきな時間におとりください。 朝

（火） 夕刻までフリータイム

※チェックアウトは午前中にお願いします。 －

専用バス 専用バスにて空港へ

パリ(CDG1)発 20:00 NH-216 空路、帰国の途へ 機

　　　日本航空でご参加の場合

　　　第2ターミナルへ移動

　　　20:30 JL-46 にて空路、帰国の途へ

＜機中泊＞

7 6月5日 機

（水） 羽田着 14:45

〔ＩＣＤジャパン海外研修ツアー2019パリ〕

インターコワフュール・モンディアル　 予定スケジュール

★インターコワフュール・モンディアル・イベント

★インターコワフュール・モンディアル・イベント



旅行代金 

 

  

★旅行代金に含まれるもの；往復航空運賃、ホテル宿泊費、日程表に記載の送迎バス代・ガイド代、夕食代（2 回）、 

インターコワフュール・モンディアル・イベントのご案内、大会登録代行費用、添乗員１名同行費用。 

★早期割引は３／１２ （火）までにお申込みの場合です。早期確定運賃になりますので表示代金より割引いたします。 

  但、申込後に変更される場合は払戻手数料・取消料が必要になりますのでご了承のうえお申込み下さい。 

★燃油サーチャージ・空港税等は別途お支払いいただきます。（2/5 現在の目安額 45,500 円） 

★食事の際の飲物代は別途お支払いいただきます。 

★大会登録料は別途お支払いいただきます。（参考：2018 年は 66,500 円） 

【申込締切】： ４／１１（木）       【取消料】： 申込後～４／２６（金）まで・・・・・・・・・・旅行代金の 10％ 

                                   ４／２７（土）～５／９（木）まで・・・・・旅行代金の 20％ 

                                   ５／１０（金）～出発まで・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 50％ 

                                   出発以降・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（インターコンチネンタル・パリ ル・グラン、ホテル・スクリーブは、リノベーション改装工事を進行中です。） 

★５/２６（日）～６/９（日）はテニスのグランドスラムのひとつ全仏オープンの開催期間でパリの街も賑わいます。 

 

 

 

 

＊この旅行は ICD 会員の受注型企画旅行です。代金のお支払いは ICD ジャパン様に代わりまして東武トップツアーズ㈱が収受します。 

お1人様当り（参加合計３０名以上の場合） ２名１室利用 １名１室利用

全日空 エコノミークラス(10名以上の団体運賃) ¥456,000 ¥636,000 左記の代金より      5,000円割引

ＮＨ利用 プレミアムエコノミークラス ¥815,000 ¥995,000 左記の代金より 100,000円割引

ビジネスクラス ¥915,000 ¥1,095,000 左記の代金より   30,000円割引

早期割引(3/12迄に申込の場合)

日本航空 エコノミークラス（6名以上の場合） ¥470,000 ¥650,000 左記の代金より   10,000円割引

ＪＬ利用 プレミアムエコノミークラス ¥815,000 ¥995,000 左記の代金より 130,000円割引

の場合 ビジネスクラス（6名以上の場合） ¥945,000 ¥1,125,000 左記の代金より   30,000円割引

【宿泊予定ホテル】  ウエスティン・パリ・ヴァンドーム THE WESTIN PARIS – VENDOME 

       

 

 

 

 

 

東武トップツアーズ（株）東京法人東事業部 第４営業部        e-mail: yasuhiko_hiramoto@tobutoptours.co.jp 

〒103-0025 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  TEL: 03-6667-0534 FAX: 03-6667-0564 担当： 平本靖彦 


