リーチ工房と英国陶芸作家を訪ねる旅
２０１８年１０月８日（月）～１６日（火）９日間
イギリスの陶芸家バーナード・リーチ（1887～1979）の工房（←写真）、
そして、リーチに縁のある現代陶芸家の工房を訪ねます。「芸術家の町」で知
られる風光明媚なセントアイヴスでは、テート美術館のほか、随所にあるギャ
ラリーも必見です。陶芸家の工房では、制作の実演や作品だけでなく、陶芸家
のご自宅でおもてなしに触れられるのも魅力です。
「ギャラリー・セントアイヴス」オーナー、井坂浩一郎氏が同行してご案内致
しますので、陶芸や民藝に関心のある方から、コレクター、陶芸家まで、イギ
リスの陶芸の魅力が満喫できるツアーです。
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地名

スケジュール

食事

サマーセット

朝
午前
午後
夕刻

羽田空港集合
直行便にて空路、ロンドンへ
昼：機
到着後、専用バスにてサマーセットへ
夕：機
サマーセット到着 【サマーセット泊】

サマーセット
コーンウォール

午前
午後

『ジョン･リーチ工房』見学
ランズ・エンド訪問。セント・マイケル
ズ・マウントを対岸から見学
【コーンウォール泊】

朝：○
昼：－
夕：○

東京(羽田)発
ロンドン着

セントアイヴス

午前
午後

『リーチ工房』見学
自由行動：テート美術館見学など
【コーンウォール泊】

朝：○
昼：－
夕：－

セントアイヴス
コーンウォール

午前
午後

デボン

夕刻

自由行動
バーナード・リーチの墓を訪問
『ジャック・ドハティ工房』見学
タヴィストック到着
【タヴィストック泊】

朝：○
昼：－
夕：〇

デボン

午前
午後

『クライヴ・ボウエン工房』見学
朝：○
スリップウェア縁の地、ビディフォード 昼：－
を訪問
【タヴィストック泊】 夕：－

デボン

午前

ロンドン

午後

柳宗悦、濱田庄司が１９５２年に訪ねた 朝：○
ダーティントンを訪問
昼：－
専用バスにてロンドンへ 【ロンドン泊】 夕：－

７

１０／１４
(日)

ロンドン

終日

８

１０／１５
(月)

ロンドン発

午前
午後

９

１０／１６
(火)

東京(羽田)着

午後

朝：○
昼：－
夕：－
出発まで自由行動
朝：○
ヒースロー空港へ。直行便にて空路、帰 昼：－
国の途へ
【機内泊】 夕：機
自由行動：V&A 美術館見学やお買物など
【ロンドン泊】

羽田空港に到着
お疲れ様でございました。

朝：機

セントアイヴス

◆リーチ工房

海辺の美しい町は多くの芸術家に愛
されてきました。２００８年に再建
されたリーチ工房やテート美術館等
は必見。路地には小さなギャラリーやシ
ョップも並んでいます。

バーナード・リーチが１９２０年、濱田庄司と一緒
にセントアイヴスに築いた陶房。リーチファンには
よく知られた暖炉や３室からなる登り窯などがご覧
いただけます。２００８年の再建後、現在も数名の
陶芸家・弟子が制作を続けていて、その作品はショ
ップで販売されています。

旅行代金 (２名１室／お１人様)

¥５３８,０００―
※別途約４９,６００円（７月１０日現在）の
燃油サーチャージ等がかかります。

一人部屋追加料金：￥１２９,０００―
※ご注意：相部屋をご希望の方は他に
希望者がいない場合は一人部屋追加料金
が必要です。

利用予定航空会社
・日本航空
利用予定ホテル（下記又は同クラス）
＜サマーセット＞
ホリディイン・エクスプレス
又は プレミア・イン、又は その他
＜コーンウォール＞
ハーバー、トレゲナ・キャッスル、
ガラック、チィ＆アルバニー、その他
＜タヴィストック＞
ベッドフォード、又は その他
＜ロンドン＞
ホリディイン・ケンジントン、
シスル、コプソーン、又は その他
最少催行人員：１０名
お食事：朝食７回、夕食２回
※延長滞在（ロンドン延泊）
、観光などの
手配や地方発着も承ります。その場合
の追加料金等はお問合せ下さい。
※日本から添乗員は同行しません。
※ご注意：交通機関、発着時間、利用ホ
テル等は変更になることがありますの
でご了解下さい。

コーンウォール南岸の小村マウゾールに在住、
ソーダ釉焼成の磁器を制作しています。

◆ジョン･リーチ

◆クライヴ・ボウエン
英国を代表するスリップウェア作家。地元の赤土を
イギリス伝統の縦型（ボトル型）の薪窯で焼成して
います。

◆ジャック・ドハティ
リーチ工房再建後、２０１３年まで同工房の作陶主
任。１０年以上にわたり英国陶芸家協会の会長を務
めるなど、同国を代表する陶芸家。現在は

バーナード･リーチの孫。祖父バーナード・リー
チ、父デイヴィッド・リーチのもとで修業の後、
１９６４年にサマーセットに工房を築き、現在
も同地で活躍。バーナード･リーチ同様の３室の
登り窯で制作しています。

★井坂浩一郎氏と著書のご紹介★ 現代イギリス陶芸専門店「ギャラリー・セントアイヴス」オーナー。通算７年間の英国滞在中に陶芸
に出合い、作品の収集や陶芸家訪問を始める。「家庭画報」ほか、雑誌等のイギリス取材コーディネーターとしても活躍する一方、セン
トアイヴスと栃木県益子町の交流活動を支援。毎年秋、益子町の中学生のセントアイヴス訪問に同行するほか、２０１２年にはセントア
イヴスで開催された両町の友好都市締結調印式に立ち会った。２０１４年、世界文化社より『英国ポタリーへようこそ～カントリースタイ
ルの器と暮らし～』を執筆・発刊（１,６００円＋税 →）。イギリスの美しい風景の中にある陶芸工房を訪ね、伝統的なスリップェアを
はじめ、土の温もり溢れる焼き物を紹介しています。ホームページ http://www.gallery-st-ives.co.jp

ご旅 行 条 件 （ 要 約 ）

※詳しい旅行条件を記載した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申込み下さい。

この旅行は、株式会社オーバーシーズトラベル(東京都中央区銀座１－１６－７銀座大栄ビル２Ｆ、観光庁長官登録旅行業３６６号、以下当
社)が企画・実施するもので、この旅行に参加されるお客様と当社が、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、条件はこのパンフレットの記載内容及び別途お渡しする旅行条件書、確定書面並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。

●航空券中間クラス追加料金： 2 6 8 , 0 0 0 円 ～ 3 1 9 , 0 0 0 円
● 同 ビジネス クラス追 加 料 金 ：7 4 7 , 0 0 0 円 ～ 9 9 7 , 0 0 0 円
※ご注意：上記クラスをご利用の場合、現地空港諸税等の合計額が
約１３，０００円高くなりますので、ご了解下さい。

●お申込み方法と旅行契約の成立
所定の申込書とお申込金（５０，０００円）を添えてお申し込み下さ
い。申込金は旅行代金、取消料又は違約料の一部または全部として
取り扱います。電話、ＦＡＸ、郵便等でお申し込みの場合、ご予約日か
ら３日以内に申込金のお振り込みと、申込書のご返送をお願い致し
ます。旅行契約は当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」（以
下、当社らといいます）が予約を承諾し、申込金を受領した時に成立
致します。

●旅行代金に含まれるもの
*
*
*
*
*
*
*
*

航空運賃…日程表に基づくエコノミークラス往復航空運賃
交通費…日程表に基づく専用バス代金
空港送迎時の日本語アシスタント費用
食事代･･･日程表に基づく朝７回、夕２回
ホテル代…ホテルの宿泊料、税金、サービス料
ホテル代…(原則として２人部屋に２名様宿泊、朝食付き)
団体行動中のチップ
エコノミークラス規定の手荷物運搬料（お 1 人様２３ｋｇ以内）

●旅行代金に含まれないもの

⑥お客様から所定の期日迄に旅行代金の支払いがなかった場合
⑦お客様が所定の集合時間に間に合わず搭乗できなかった場合

●旅行代金の変更
当社は旅行締結後には次の場合を除き旅行代金の変更は致しません。
１．利用する運送機関の運賃、料金が改定されたときは、その改定額だ
け旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１５日目にあたる日よ
り前にお客様へ通知いたします。
２．旅行内容の変更により、旅行実施に要する費用が増加又は、減少し
たときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更いたします。

●特別補償
お客様が旅行中、生命身体又は手荷物の上に被った一定の損害につ
いて、旅行業法により補償金および見舞金をお支払いいたします。

●旅程保証
当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、ご旅行代
金に一定の率を乗じた変更保証金をお支払いたします。

●その他
当社は如何なる場合も旅行の再実施はいたしません。

●旅券（パスポート）の保管についてのご注意
旅券は旅行中の身分を証明する大切なものです。お客様自身の責任
で管理をお願い致します。当社はお客様の旅券をお預かりすることは
ありません。

●事故等のお申出について

前項以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
電話代・飲み物代などの個人的性質の費用、超過手荷物代金、燃油
サーチャージ／羽田空港施設使用料／現地空港税／航空保険料
等、羽田空港までの交通費、海外旅行保険（個人でお掛けになる保
険）、滞在延長(延泊)費用／各種変更手配手数料・通信費等

●旅行契約の解除・払い戻し
1．お客様は下記取消料をお支払いただく事により旅行契約を解除す
ることができます。なお、旅行契約の解除日とは、お客様が当社の
営業日（月～金曜日１０：００～１８：００）に解除する旨をお申出いた
だいた日とします。
※取消該当期間に入っての出発の変更、性別や名前・年齢等の変
更は取消扱いとなり、下記取消料も申し受けます。
取消料 (旅行開始日の前日から起算して)
９月８日（土）～１０月５日（金）

旅行代金の２０％

１０月６日（土）～１０月７日（日）

旅行代金の５０％

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の１００％

２．当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して旅行
契約を解除することがあります。
①お客様からのお申し出があった場合
②お客様が病気その他の事由により当該旅行に耐えられないと認め
られたとき
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実
施を妨げる恐れがあると認められたとき
④お客様の数が最少催行人員に達しなかった場合
（この場合は旅行開始日の前日から起算して２３日目にあたる日よ
り前に通知し、すでに収受している旅行代金を申込金を含め全額
払い戻し致しま。）
⑤天災、戦乱、暴動、運送機関の運航取消、その他やむを得ない理
由により旅行実施が著しく困難、もしくは不可能になった場合

旅行中に事故などが生じた場合、直ちに最終日程表に記載の連絡先
にご通知下さい。

●最終旅行日程表の交付時期について
集合場所や時刻に関する情報、宿泊ホテル、最低限の運送機関の名
称と便名などの情報については、ご出発の２週間前～遅くとも前日まで
にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認下さい。但し、出発前日か
ら７日前以降のお申込に関しましては、出発当日にお渡しする場合が
ございます。また、予めお客様の承諾を得て、情報通信技術を利用す
る方法（Ｅメール等）により最終旅行日程表を提供する場合があります。

☆海外旅行保険加入のお願い☆
ご旅行中のケガ・病気や事故、盗難等に備えて、海外旅行保
険には必ずお入り下さい。募集型企画旅行契約約款特別補償
規程には傷害疾病治療費の補償は含まれておりません。

【個人情報の取り扱いについて】
当社及び受託旅行業者は、旅行お申込の際にご記入いただいたお客
様の個人情報(氏名・住所、電話番号、メールアドレスなど)について、
お客様との間の連絡、お申込いただいたご旅行における運送・宿泊機
関等の提供するサービス手配のための手続きに必要な範囲で利用さ
せていただきます。
そのほか、当社及び旅行取扱店では１)会社及び会社と提携する企業
の商品サービス、キャンペーンのご案内。２)旅行参加後のご意見やご
感想の提供のお願い。３)アンケートのお願い。４)特典サービスの提
供。５)統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくこと
があります。

※旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件書は２０１８年７月１日を基準とし、旅行代金は２０１８年７月
１日現在有効なものとして公示されている運賃・規則を基準として算出
しています。

旅行企画・実施：
〒104-0061 東京都中央区銀座１－１６－７ 銀座大栄ビル２階
観光庁長官登録旅行業第３６６号
(一社)日本旅行業協会（JATA）正会員
お問合せ・お申込み

ワールドブリッジ・デスク

ＴＥＬ：（０３）３５６２-７８７８

ＦＡＸ：（０３）３５６３-２３２０
Ｅメール：info@world-bridge.co.jp

