
早稲田大学エクステンションセンター トラベルスタディプログラム 

■同行講師：菊池 徹夫 （早稲田大学名誉教授／縄文遺跡群世界遺産登録推進専門家委員会委員長） 

■旅行期間 ：2017年8月22日(火)～24日(木)  2泊3日 

■旅行代金 ：123,000円 

■申込締切日：2017年6月16日(金) ※定員（26名様）になり次第締切ります。 

■募集人員：26名様  【最少催行人員：15名様】 

■利用予定ホテル：１泊目：ルートイングランティア知床斜里駅前 北海道斜里郡斜里町港町16-10 TEL:0152-22-1700 

             ２泊目：ホテルクラウンヒルズ釧路 北海道釧路市北大通13-1-14 TEL:0154-22-0109  

■利用予定バス会社：右記掲載の貸切バス会社バス会社になります → 阿寒バス、くしろバス、根室交通、北紋バス、網走バス 

               網走観光交通、斜里バス、北海道北見バス、十勝バス、北海道拓殖バス   

■食事条件：朝食２回、昼食2回、夕食１回        

■添乗員：全行程同行致します。             

～道東に北日本民族文化の跡を訪ねる～ 
  
今夏のトラベルスタディは、春学期の講座「北日本の考古学とアイヌ文化」でお話ししたように、
ふだんあまり訪れる機会のない北海道東部を巡り、代表的な遺跡や博物館を訪ねます。皆さんはそ
こで、縄文・続縄文文化はもとより、謎の流氷民オホーツク人の文化、渡嶋蝦夷の擦文文化、そし
てチャシ（砦跡）など北日本の先住民アイヌの文化に触れます。世界遺産知床半島や釧路湿原では、
彼らの活躍した北の天地を目の当たりにすることでしょう。 
                                     講師 菊池徹夫 

北海道松法川北岸遺跡出土品(写真提供：羅臼町郷土資料館 ) 

北斗遺跡展示館 地表面から観察できる竪穴住居跡のくぼみ 
                (写真提供：釧路市立博物館) 

モヨロ貝塚館 内観(写真提供：あばしり画像素材） 標津遺跡群 復元竪穴住居(写真提供：標津町ポー川史跡自然公園) 

※両日、全室シングル利用 



日
次 

行    程 食事 

① 

         11:20      エアドゥ077        13:00       13:20              13:50            14:40            15:00        15:50      

羽田空港  北方民族博物館(入) モヨロ貝塚館(入)  
 
 
                                                                                                           17:00       17:30            17:50 

                                                       小清水原生花園(車) 朱円周提墓(下)  
                                                               
 

朝：× 
昼：× 
夕：× 

② 

  8:00        8:40           9:00                                  10:00              10:40 

オシンコシンの滝(下) チャシコツ岬(車) 羅臼ビジターセンター(入)  
                                  
 
      11:00             12:00      12:30            13:20       14:00                           15:50             18:30     

  羅臼町郷土資料館(入) 羅臼の宿まるみ(昼食) 標津遺跡群/ポー川史跡自然公園(入)     
                                                                            途中トイレ休憩 

 

朝：〇 
昼：〇 
夕：〇 

③ 

  9:00      9:30          10:10      10:30                  11:10      11:20           12:20 

モシリヤチャシ跡(下) ハルトルチャランケチャシ跡(下) 釧路市立博物館(入)  
                                      
 
        12:30                                                13:50        14:20                        17:20         
     釧路フィッシャーマンズワークMOO/釧路霧のビール園(昼食＆買物) 史跡北斗遺跡展示館/釧路湿原(入)  
 
 
                                                        17:50         19:10   エアドゥ074    20:55 

                                                      羽田空港 

朝：〇 
昼：〇 
夕：× 

※天候・交通事情・利用機関等の都合により、時程、利用施設等が変更になる場合がございます。 

※記号について  バス      ※食事の表記 朝･･･朝食／昼･･･昼食／夕･･･夕食  ※記号の表記 （入）・・・入場観光／（下）・・・下車観光／(車)・・・車窓観光 

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社 東京教育旅行支店（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．お申し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、弊社までＦＡＸ又はご郵送にてお送りください。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。この場合、申込書提出の時点では旅行契約は成立しておらず、お一人
様につき下記のお申込金又は旅行代金全額を当社指定の日までにお支払いいただきます。                                                
（２）旅行契約は、当社が締結を承諾し、申込金又は旅行代金を受領した時に成立するものとします。 

（３） 障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客様など、お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない
特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきます
ので、必ず事前にお申し出ください。  

２．お申込金（お一人様につき）：２３，０００円 

３．旅行代金のお支払い                                                           
旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって15日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 

４．旅行代金に含まれるもの、含まれないもの                                               
当パンフレットに記載した旅行の交通費、宿泊費、食事代等およびその消費税等諸税相当額が含まれています。これらの諸費用
は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。行程に含まれない交通費、飲食費等ならびに個人的性質
の諸費用は含まれていません。 

５．取消料                                                                   
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・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。本旅行条件書は、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（募集型企画旅行契約の部）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。 
 

●お客様のご都合で既にお申込みのｺｰｽや出発日を取消され、新たに別のコースや出発日をお申込になる場合、また、お申込人
数から一部の人数を取消される場合も、旅行代金に対してお一人様につき上記の取消料の対象となりますので、予めご了承くださ
い。 

６．旅行代金の変更                                                              
お申込いただいた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更となります。実際にご参加いただくお客様の旅行代金が変更と
なる場合がございますので、予めご了承ください。  

７．旅行の取り止め                                                              
お申込人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないときは、旅行の実施を取止めることがあります。この場合、旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって13日前 （日帰り旅行にあっては3日目）にあたる日より前までに、旅行を中止する旨を通知し
ます。  

８．特別補償                                                                  
当社は、特別補償規程に定めるところにより、お客様がご旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によりその生命、身体または荷物に
被られた一定の損害について、保証金および見舞金をお支払いいたします。 

９．旅程保証                                                                  
当社は、パンフレットに記載した契約内容のうち、次のような重要な変更が生じた場合は、旅行 代金に1%～5%の所定の率を
乗じた額の変更補償金をお支払いいたします。ただし、1企画旅行につき合計15%を上限とし、また補償金の額が１，０００円
未満のときはお支払いいたしません。なお、当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同時また
はそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって保証を行うことがあります。                                      
①旅行開始日または旅行終了日 ②入場する観光地または観光施設、レストラン、その他の旅行目的地 ③運送機関の等級また
は設備のより低い料金のものへの変更 ④運送機関の種類または会社名 ⑤本邦内の出発空港または帰着空港の異なる便への
変更 ⑥直行便から乗継便または経由便への変更 ⑦宿泊機関の種類または名称 ⑧宿泊機関の客室の種類、設備、景観その
他の客室の条件 ⑨前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項 

10．個人情報の取扱い                                                            
当社は、旅行のお申し込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまして、お客様との連絡、お申し込み頂いた旅行手配と
旅行サービスの提供、当社の旅行契約上の責任や事故時の 費用等を担保する保険手続のために利用させて頂くほか、お客様
への商品やキャンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願いなどのために利用させて頂きます。当社と早稲田大学エク
ステンションセンターはお客様の個人情報を共同して利用いたします。また、必要に応じて当社又は早稲田大学から警察等の第三
者に提供することもあります。 

11．その他                                                                 
（１）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。                                                                 
（２）このパンフレットは、平成29年5月8日現在を基準としております。   

  

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱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、ご遠慮なく下記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 

【企画協力】早稲田大学エクステンションセンター 

【旅行企画・実施／お申し込み・お問い合わせ】 

東京教育旅行支店 

観光庁長官登録旅行業第38号  一般社団法人日本旅行業協会正会員  ボンド保証会員  総合旅行業務取扱管理者／深山 健一  

〒102-0075 東京都千代田区三番町5－7 精糖会館4階  TEL:03-5212－7150／FAX:03-5212－7154  

営業時間  月～金曜日9：00～18：00/土曜日9：00～13：00 

承認番号 東17-097   

取消日 取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあっては10日目）
にあたる日以降  

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7日目にあたる日から2日目にあたる日まで  旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後、又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％ 

「日本の滝100選」にも選ばれている 
迫力のある滝です。 

オホーツク、擦文、トビニタイ文化期の遺跡
出土品、模型などを展示しています。 

2つの周提墓が確認され様々な
副葬品が出土した縄文遺跡です。 

オホーツク文化を代表する遺跡 
モヨロ貝塚について展示しています。 

日本で唯一の北方民族の文化を
専門に紹介する博物館です。 

オホーツク海と濤沸湖に挟まれた
約8kmの細長い原生花園です。 

かつてウトロチャシが 
築かれていた岬です。 

知床の自然・歴史・文化に関する展示品があり、
環境省が設置している施設です。 

総面積約630ha、知床周辺の歴史、文化、自然
が融合した野外博物館としての機能をもつ公園です。 

南部の内郭と北部の外郭に 
分かれている楕円形の遺跡です。 

釧路川流域チャシ跡群のひとつで、二重の
壕跡や竪穴式住居跡が見られます。 

釧路の自然と歴史に関連した約4100点の 
展示物を取り扱っています。 

旧石器時代から擦文時代に及ぶ、国指定史跡北斗遺跡の 
ガイダンス施設です。当日は湿原の散策も行う予定です。 



旅行申込書  【菊池先生と行く 北日本の考古学とアイヌ文化】 

東武トップツアーズ㈱ 御中                                                              担当：小原みなみ 

パンフレットに記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲内での運送･宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申
し込みます。早稲田大学エクステンションセンターにたいして情報共有のため、個人情報を提供することに同意します。 

ふりがな 性別 年齢 

名前 男・女 

自宅番号 （    ）     － 

携帯番号 （    ）     － 

現住所 

〒 
 
 
                   

〈 キリトリ 〉 

お申込のご案内 

１、お申込み 
 

お申込用紙に必要事項をご記入の上、下記担当者宛にＦＡＸ又はご郵送にてお申込みください。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
２、お申込金のお支払い 
 

お申込金を下記口座にお振込みください。 

 銀行名     ： 三菱東京ＵＦＪ銀行 
 支店名     ： 千代田支店 
 口座番号   ： 普通  ６１８２３００ 
 名義      ： 東武トップツアーズ（株）東京教育旅行支店 
 お振込金額   ： お申込金  ２３，０００円  

 東武トップツアーズ株式会社 東京教育旅行支店 
   〒102－0075 東京都千代田区三番町5-7 精糖会館４階  
   ＴＥＬ：03－5212－7150／ＦＡＸ：03－5212－7154  
   営業時間  月～金曜日9:00～18:00/土曜日9:00～13:00       
   担当：小原 みなみ 
 
 

※催行の有無は、6月30日(金)までに郵送又は電話にて 
  ご連絡させていただきます。 

お申込期限：2017年6月16（金） 

 ※お振込手数料はご負担くださいますようお願い申し上げます。 
 ※お振込金受取書をもって当社の領収証に代えさせて頂きます。 
 ※残金のお支払いは、後日、請求書を郵送致します。 
 ※催行中止の際は、お申込金は返金致します。 

お支払期限：2017年6月20日（火） 

アンケートにご協力ください。 
 
◆早稲田大学エクステンションセンターの  □会員である    □会員ではない 
 
◆本ツアーを知ったきっかけ          □募集チラシ    □WEB        □友人・家族の紹介   
                           □講師の紹介   □その他（       ） 

申込日：2017年   月    日 


