
◆ご旅行期間：２００９年３月9日（月）～14日（土）　【6日間】
◆ご旅行代金：2９０，０００円（大人お１人様・２名1室利用）
燃油サーチャージ目安額：11/1現在　56,000円

※上記旅行代金、燃油サーチャージのほかに、国内空港施設使用料、現地空港税、航空保険料が別途必要となります。
　燃油サーチャージは運送機関の申請・認可状況により金額が変更になる場合がございます。
※１人部屋追加代金、30,000円。

◆募 集 人 員：３０名（最少催行人員：１５名）
◆申 込 締 切：２００９年2月6日（金）
◆申 込 方 法：参加申込書に必要な事項をご記入の上、
 下記の申し込み先まで郵送してください。
◆食 事：朝３回・昼２回付（機内食除く）
◆添 乗 員：現地係員がお世話いたします。
◆利用予定航空会社：カンタス航空
◆利用予定ホテル：〈パース〉シティゲート

2009年3月９日（月）～3月14日（土）【6日間】

バルナオ博士から学ぶ

西オーストラリア
フラワーエッセンス研修ご旅行条件（要約）

お申込み・お問い合わせ

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB法人東京（東京都港区芝浦3-4-1 観光庁長官登録旅行業1767号。
以下「当社」という）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」という）を締結することになります。また、旅行条
件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表
と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1) 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申
込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。

(2) 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨
通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。

(3) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
(4) お申込金（おひとり）
●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあたる日より前（お申し込みが間
際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード
会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などを
お支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、
お客様の承諾日といたします。
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受
けます。（お１人様）

契約解除の日 4/27～ 5/6,7/20～ 8/31,
12/20～1/7に開始する旅行 左記以外に開始する旅行

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって４０日目
にあたる日以降３１日目にあたる日まで 旅行代金の１０％ 無料

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日目にあたる日まで 旅行代金の２０％

旅行開始日の前々日～当日 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％
＊貸切航空機を利用する旅行、日本出国時及び帰国時に船舶を利用する旅行及び旅行日程中
に３泊以上のクルーズ船泊を伴う旅行に関しては、上記の表によらずコースページ内に記載
する取消料に拠ります。
●旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）＊旅行
日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料金）＊旅行日程に明示した宿泊
の料金及び税・サービス料金（２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします。）＊旅行日程に明
示した食事の料金及び税・サービス料金＊航空機による手荷物運搬料金＊現地での手荷物運
搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部の空港・ホテルではお客様自身で運
搬していただく場合があります。）＊添乗員同行コースの同行費用
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
●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。その一部を例示いたします。
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、
その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊渡航手続関係費用＊オ
プショナルツアー料金＊成田空港施設使用料 (2,040円 )、オーストラリア空港税 (5,700円 )、
航空保険料 (600円 )＊日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費・
宿泊費
●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企
画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外
来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の
範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：２５００万円
・入院見舞金：４～４０万円
・通院見舞金：２～１０万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を
限度とします。）
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名
なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条
件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者によ

り当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により
異なります。）
(1) 契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail
等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様の到達したとき）とします。また申
込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。

(2)「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅
行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。（但し、成立日が旅行開始前日から
22日目にあたる日より前の場合は「22日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」としま
す。）また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼
日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引い
た額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。

(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当
社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別
途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではあ
りません。

●旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。）
1. 旅券（パスポート）：この旅行には、有効期間が帰国時まで有効な旅券が必要です。
2. 査証（ビザ）：この旅行には、電子入国許可（ETA）が必要です。
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で
行ってください。これらの手続等の代行については、販売店（当社）が渡航手続代行料金を
いただいてお受けします。
●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。
●海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情
報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書
面」をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ページ：http://www.pubanzen.mofa.
go.jp/」でもご確認ください。
●海外旅行保険への加入について
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、
事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これ
らの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海
外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については、販売店の係員にお問
合せください。
●空港諸税について
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出
入国税、空港施設使用料、税関審査料等）などの支払が義務付けられています。各コースに
表示されている旅行代金には、空港税等は含まれておりませんので、別途お支払いが必要です。
（当社が日本円で収受する場合は、ご出発の３５日前に、水～土曜日発は５週間前の月曜日午
前中の終値、日～火曜日発は６週間前の月曜日午前中の終値（いずれも東京三菱銀行売渡レー
ト）により換算し、確定いたします。）
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または、最終日程表で
お知らせする連絡先にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情が
なくなり次第ご通知ください。
●個人情報の取扱について
(1) 当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅
行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のた
めに手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

(2) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報
を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭
乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提
供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出
発前までにお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2008年 11月 1日を基準としています。又、旅行代金は2008年 11月
1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

観光庁長官登録旅行業第1767号　　（社）日本旅行業協会正会員

㈱JTB法人東京  教育旅行東京東支店
〒101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町3-3  大木ビル8階
TEL：０３（３２５７）８５８１　　FAX：０３（５２９８）７１７２
担当：高野　めぐみ・宗本　豊明　　営業時間：09:30～ 17:30（土日祝日は休業）
総合旅行業取扱管理者：武井　健一

■ 後　　　　　援 ： 西 オ ー ス ト ラ リ ア 州 政 府 観 光 局
■ 旅行企画・実施 ： ㈱ J T B 法 人 東 京   教 育 旅 行 東 京 東 支 店
　　　　　　　　　　　　　観光庁長官登録旅行業第1767号　（社）日本旅行業協会正会員
　　　　　　　　　　　　　〒 101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町 3-3  大木ビル 8階
　　　　　　　　　　　　　TEL：０３（３２５７）８５８１    FAX：０３（５２９８）７１７２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取引に関する責任者です。この旅行契約に

関し、担当者からの説明にご不審な点があればご遠慮なく上記取扱管理者にご質問下さい。

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第 1767 号
（ 社 ） 日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員
〒108-0023　東京都港区芝浦3-4-1

フラワーエッセンス認定ファシリテーター・定政千恵 同行

書籍「西オーストラリア花物語」のモデル 
バルナオ博士夫妻自らがガイド、レクチャーを行う貴重な 
ワイルドフラワーエッセンス特別レクチャーツアー 

ワイルドフラワー (イメージ )ワイルドフラワー (イメージ )

ワイルドフラワー (イメージ )ワイルドフラワー (イメージ )

パース ( イメージ )



LiFE  アカデミー
(LiFE Academy)

本アカデミーは、フラワーエッセンスの世界的権威であり自
然医学博士であるカダンビ＆ヴァスデヴァ・バルナオ夫妻に
よって設立され、世界で初めてオーストラリア政府から認定
されたフラワーエッセンス講座を開講しています。また、世
界に向けて通信教育を行っていてフラワーエッセンスの普及
に努め、多数の優れたセラピストを世の中に送り出していま
す。プログラムのカリキュラムは、バルナオ博士のコースを
日本人のために短縮して分かりやすい内容になっており、アッ
トホームな雰囲気で授業を受けることができます。
(LiFE : Living Flower Essence Academy)

ワイルドフラワーエッセンスの生まれ故郷・西オーストラリア州の花の都パースでワイルドフラワーエッセンスのプロデュサー、
バルナオ博士が自ら教鞭をとってレクチャーを行います。今回限りのカリュキュラムコースを特別受講して頂けるほか、 バルナオ博士
自らが、野に咲く生きたお花の癒しをガイドする貴重な癒しと学びの体験型レッスンです。あこがれの青空教室にもご参加頂けます。 
パースでバルナオ博士と共に過ごすフラワーエッセンス・ドリームタイムはあなたにとって 一生忘れられない素敵な経験となるでしょう。

＊バルナオ博士より
メッセージ＊

Hello and a warm welcome 
from sunny Perth in Western 
Australia and its LiFE Academy! 

We at the LiFE Academy look 
forward to showing you the 
healing power of the wildfl owers 
from this part of the world. It is 
good to know that stress, pain 
and low energy can be healed 
naturally in your own home. All 
around the world students have 
enjoyed getting to know how 
to help themselves and their 
families to have a better quality 
of life. Happiness is the most 
important ingredient in daily 
living, we all need to de-stress 
and enjoy being alive. Nature 
has given us many gifts to 
ensure life is good, and at LiFE 
Academy we will show you how 
to tap into nature's treasures 
in a way that will change your 
life. 

See you soon 

Kadambii and Vasudeva 
Directors of LiFE Academy 

みなさまに、この貴重で大変素晴らしい機会をご案内できることを大変嬉しく思います。 

私共は、バルナオ博士夫妻、 製造元、日本総代理店と協力し、1998年よりこの素晴ら
しいワイルドフラワーエッセンスの癒しを、インターネットや製品、 教育を通じて多くの
皆様にお届けして参りました。 

「オーストラリアワイルドフラワーエッセンス」は、オーストラリア大陸の野生のワイル
ドフラワーの持つ自然治癒力に着目し、ボディ・マインド・スピリットのバランスを整え、
あらゆるストレスをホリスティックにケアするために広く利用されております。 

エッセンスクリームをはじめとする製品は、オーストラリアで補助医薬品として病院・
老人ホーム・ホスピスなどの医療機関で広く使用され、世界各国の自然医学の分野でも認め
られています。日本ではクリニックをはじめ鍼灸院、整体院、マッサージサロン等で導入、
ご利用頂いております。 

私共、フラワーレメディ .com では、ワイルドフラワーエッセンスの販売ショップをはじめ、セラピーサロン花のセラピー
ルーム、日本フラワーエッセンスアカデミーによる講座運営、サロン経営のコンサルティングなどを通じて、このワイ
ルドフラワーエッセンスの素晴らしさを永きに渡り日本の皆様にご紹介させて頂いております。 

今後も、ワイルドフラワーエッセンスが、広く皆様の心身の健康と幸福のお役に立てますことを、心より願っておりま
すと共に、今回、皆様とご一緒に、 ワイルドフラワーエッセンスの聖地パースで、バルナオ博士から直接学ぶ機会をご
案内、ご一緒できる機会に恵まれましたことに心から感謝しています。
みなさんのご参加を心よりお待ち致しております。 

http://fl owerRemedy.com 
フラワーレメディ .com 

日次 月日（曜） 地　名 現地時間 交通機関 スケジュール 食事

1
2009年
3月9日
（月）

東京 (成田 )発 19:00～
21:00

QF080 空路、西オーストラリアのパースへ
＜機内泊＞ 夕：機　内

2 3月10日
（火）

パ ー ス 着 06:00～
08:00

午前

午後

専用バス 着後：LiFE Academyへ
　　　休憩の後アカデミーにて研修

① バルナオ博士よりライフアカデミーと
　 フラワーエッセンスコースのカリキュラムを説明
② フラワーエッセンスセラピストとは
③ アカデミーのスタッフ紹介
④ 交流会

バルナオ博士からフラワーエッセンスの体験ワークショップ 
●花カード診断法の体験
●経穴の百会を使った診断法の体験
●先住民と現代人の生活スタイルと観点の違い
　(内服液をお土産としてお持ち帰りいただきます )

  
研修後パース市内のホテルへ

＜パース泊＞

朝：機　内

昼：研修先

夕：各　自

3 3月11日
（水）

パ ー ス 午前

午後

徒歩 キングスパークにてバルナオ博士との青空教室 
●ワイルドフラワー観察と体験
●自然との接し方 
　＊ピクニックランチをご用意いたします。

 
自由行動

＜パース泊＞

朝：ホテル

昼：弁　当

夕：各　自

4 3月12日
（木）

パ ー ス 午前

午後

専用バス 現地の病院で活躍している
フラワーエッセンスセラピストの見学

昼食後：バルナオ博士より人間関係についてのレクチャー
＊さまざまな人間関係に起こりがちな問題にどう
　フラワーエッセンスが役立つかに関するレクチャー
●パートナーとの関係
●親との関係（義理も含む）
●子どもとの関係
●職場の人間関係

オーストラリア人家庭訪問
●フラワーエッセンスに携わっている家庭を訪れ
　交流を深めます。

＜パース泊＞

朝：ホテル

昼：各　自

夕：各　自

5 3月13日
（金）

パ ー ス

パ ー ス 発

終日

22:00～
24:00

QF079

出発まで自由行動

空路、成田へ
＜機内泊＞

朝：ホテル
昼：各　自
夕：各　自

6 3月14日
（土）

東京 (成田 )着 08:00～
10:00

入国手続き後、解散 朝：機内
ご注意：発着時刻、交通機関等は変更になることがございます。
研修中の講義はバルナオ博士ご夫妻のどちらかによって行われます。
QF：カンタス航空

定政　千恵  氏

☆時間の目安
早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00

旅のポイント旅のポイント 定政千恵 (同行アドバイザー )よりご挨拶

ご日程

＊バルナオ博士夫妻のプロフィール＊
＊1977年 
西オーストラリアの原生林に咲くワイルドフラワーから
エッセンスの抽出を開始。 

＊1983年 
フラワー・エッセンス専門の教育機関である 「オースト
ラリアン・フラワー・エッセンス・アカデミー」を設立。
オーストラリア政府公認の自然医療の学位免状を取得。
これは、オーストラリアのいくつもの大学で科学の学位
として認められる。 

＊1990年 
第一回国際フラワーエッセンス会議にて講演 (フランス・
オートラン ) 
痛みに関する国際会議にて講演 ( オーストラリア・パー
スフリーマントル病院） 
バルナオ夫妻は最優秀ゴールドメダルを授賞し、その後、 
オープン・インターナショナル・ユニバーシティー（西
暦２０００年までに 全人類に健康という目的で国連によ
り設立された）により補助医薬品の分野で博士号を授与。 

＊1991年 
第二回フラワーエッセンス国際会議にて講演 ( カナダ・

ビクトリア） 
レイ・マーチンの高視聴率ミッドデイショウに招待され、 
痛み止めエッセンスを生中継でスタジオの聴衆に実演し 
100％の結果を得る。

＊1993年 
第四回フラワーエッセンス国際会議にて講演 ( アルゼン
チン・ブエノスアイレス）。
フラワーエッセンス世界会議にて全体療法について講演
（インドネシア・バリ島）。
痛みとストレスに関するフラワーエッセンス療法につい
て講演（ドイツ・イギリス・ブラジル）。

＊1994年 
第五回フラワーエッセンス国際会議にて講演（ブラジル） 
フラワーエッセンス療法について講演（イギリス）。

＊1995年 
第六回フラワーエッセンス国際会議にて講演（ニュージー
ランド・オークランド）。
フラワーエッセンス療法について講演（ロンドン・ベニス・
ローマ・ウェリントン）。
研究開発と地域社会に於ける博愛的な健康促進への貢献
に対して、 夫妻はそれぞれ聖ヨハネ騎士団のナイト爵の
デイムとサーに叙せられる。これは900年前より国際

的な騎士団であるホス
ピタル騎士団として知
られており、病気の
人々の救護や弱者およ
び迫害された人々の保
護を信奉している。 

＊1996年
第七回フラワーエッセンス国際会議にて講演（ローマ）。
フラワーエッセンス療法について講演（ミラノ・ベニス）。

＊1997年
第八回フラワーエッセンス国際会議にて講演（ロンドン、
スコットランド、フィンドフォーン ) 。

＊1998年
英国（イングランド）への講演旅行。

＊1999年 
英国（イングランド）、アイルランド、日本、ブラジルへ
の講演旅行。

＊2000年
ブラジルでの国際会議にて講演。

＊2001年 
日本 ( 横浜）でのフラワーエッセンス国際会議にて講演。

世界初のオーストラリア政府認定
フラワーセラピスト養成専門学校

プロフィール

西オーストラリア州の州都でスワン川河口に位
置する緑豊かな美しい都市。温暖で時には暑く
なる夏と、冷涼で雨の多い冬が特徴の地中海性
気候。一年を通して温暖で陽光に恵まれ、オー
ストラリア一のお天気都市。「世界で最も住ん
でみたい街」として常に上位にランクされる都
市です。
3日目に訪れるキングスパークは広さ400ha
の自然公園。美しいパースの街並みと広大な
スワン川が一望でき、園内にはワイルドフラワー
が咲く植物園や野鳥が多く生息しています。

＊＊＊西オーストラリアの州都・パース都市情報＊＊＊

ワイルドフラワー (イメージ )

LiFE アカデミー (イメージ )

LiFE アカデミー (イメージ ) 研修風景 (イメージ )

キングスパークより市街を望む (イメージ )

日本フラワーエッセンスアカデミー 
代表　定政  千恵


