グリーグの愛した

ハルダンゲル地⽅を訪ねて 8 ⽇間
2012 年 5 ⽉ 30 ⽇(⽔)〜6 ⽉ 6 ⽇(⽔)

348,000 円

/ お⼀⼈様( 2 名様 1 室利⽤時)

ご旅⾏代⾦には、空港税・航空保安料・航空燃油料も含まれておりません。
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ヴァイオリニストでハルダンゲル ヴァイオリン奏者の

⼭瀬理桜さんが現地にてご⼀緒します！
第 2 回 ⽇本･ハルダンゲル友好記念フェスティバル
開催

⽇本・ノルウェーのプロ・アマチュア⾳楽家に
よる 13 世紀の由緒あるウレンスヴァン教会で
の演奏会や、⺠族ダンス、ハルダンゲル
ヴァイオリンレッスンなどハルダンゲル地⽅
ならではの⽂化交流付き！
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荘厳なハダンゲルフィヨルド地区では、

地域最⾼級のウレンスヴァン・ホテルに４連泊

ベルゲンでは世界遺産のブリッゲン地区⾒学、オスロではあの
有名なムンクの絵画を⾒学するなど、充実の観光内容

5

全部で１６回の
⾷事付き
(朝 6/昼 5/⼣ 5)

スカンジナビア航空利⽤確約ツアー

最少催⾏ 10 名様以上

本パンフレットの内容は 2011 年 11 ⽉ 21 ⽇現在のものです

都市名

時間

スケジュール

5/30
(⽔)

成⽥
コペンハーゲン
オスロ

午前

空路、スカンジナビア航空にてコペンハーゲン
にて乗り継ぎオスロへ。
到着後、ホテルへ。
オスロ泊

りお）

オスロ

午前

出発地

成⽥

出発⽇

2012 年 5 ⽉ 30 ⽇(⽔)

旅⾏代⾦(予定)
(おひとり様)

午後

第２回⽇本・ハルダンゲル友好記念フェス
ティバル開催

ウレンスヴァン教会でのコンサート、カクテル
パーティー、地元名⼠との⾷事会などでお楽し
み下さい。
ロフトフース泊/ウレンスヴァン指定
専⽤⾞にて、グリーグがインスピレーション
を得た、牧歌的でなだらかな⼭々に囲まれた美

ロフトフース

348,000 円（2 名様 1 室利⽤時）

ご旅⾏代⾦には、空港税・航空保安料・航空燃油料も含まれておりません。

⾃由⾏動

6/04
(⽉)

しいハルダンゲルフィヨルドを眺めなが
らベルゲンへ向かいます。
ベルゲン市内観光

ベルゲン

別途約 59,000 円(2011 年 11/21 現在)をご請求させて頂きます。

6/05
(⽕)

午前

成⽥

午前

午後

~成⽥以外の空港から参加の場合〜【追加航空券費⽤】
別途お問い合わせ下さい。
6/06
(⽔)

【観光箇所マークの説明】
*⼊場観光 / #下⾞観光 / ( )⾞窓観光

機内

ベルゲン
コペンハーゲン

機内

55,000 円

#⿂市場、*ハンザ博物館、世界遺産#ブリッゲ
ン地区、*グリーグの家など。
ベルゲン泊
ご出発まで、⾃由散策のお時間もご⽤意します。
空路、スカンジナビア航空直⾏便にて帰国の途
へ。
(機内泊)
帰国後に解散

|

お⼀⼈様 1 室ご利⽤追加代⾦

○

6/03
(⽇)

ロフトフース泊/ウレンスヴァン指定

午前

○

Ⓒ Ullensvang Hotel

終⽇

ロフトフース泊/ウレンスヴァン指定
⾃由⾏動
各種オプショナルツアーでお楽しみ下さい。
・ヴァイオリンレッスン
・ハルダンゲルフィヨルド観光

○

ロフトフース

終⽇

○

6/02
(⼟)

ロフトフース

○

6/01
(⾦)

ホテルにてビュッフェ朝⾷

1846 年創業の、ノルウェー⻄部フィ
ヨルド地区で最⾼級クラスのホテ
ル・ウレンスヴァンはウトネ⼀族に
よって受け継がれてきました。ノル
ウェーの偉⼤な作曲家エドワード･
グリーグは、1877 年に友⼈であった
創業者ハンス・ウトネのホテル敷地
内に作曲⼩屋を建て、毎夏に⼀家で
訪れたようです。グリーグはハダン
ゲルフィヨルドの美しい⾵景と⽂化
にインスパイアされながら、数々の
作品を作曲しました。

⾃由⾏動
各種オプショナルツアーでお楽しみ下さい。
・ヴァイオリンレッスン
・ソグネフィヨルド観光

○

グリーグゆかりの⾼級ホテル
“ウレンスヴァン” [指定]

○

ロフトフース

○

午後

オスロ市内観光

*国⽴美術館にてムンクやノルウェーを代表す
る名画を鑑賞、 #フログネル公園、(王宮)、(市
庁舎)なども⽴ち寄ります。
グリーグも愛し、作曲のインスピレーション
が⽣まれたヴォーリングフォスの滝やハルダン
ゲルヴィッダ国⽴公園の美しい⾵景を眺めなが
ら、ハルダンゲルフィヨルド
に⾯した村ロフトフースへ。
ロフトフース泊/ウレンスヴァン指定

○

5/31
(⽊)

⼣刻

○

ヴァイオリニスト＆ハルダンゲル ヴァイオリ
ニスト、作曲＆編曲。1998 年から⽇本 と北欧
を中⼼にコンサートツアーを開始。 2003 年以
降はハルダンゲルヴァイオリンの活動も多く
取り⼊れ、各マスメディアに多数出演。スタジ
オジブリ宮崎駿監督短編アニメ「⽔グモもんも
ん」の⾳楽監督（作曲＆演奏）他、スタジオジ
ブリ「ゲド戦記」には、ハルダンゲル ヴァイ
オリンにて演奏参加。 現在は多⽅⾯でのコン
サートやイベントにて演奏や、北欧を題材とし
た新聞社フォーラムやレクチャーでの講演活
動、またスカンジナビア政府観光局制作の北欧
プロモーションビデオの⾳楽制作、ハルダンゲ
ルヴァイオリン指導等も積極的に⾏っている。

⾷事
朝 昼 ⼣
|
機内

⼭瀬理桜（やませ

⽇付

ご旅⾏条件（要約）
■募集型企画旅⾏
この旅⾏は、株式会社ツムラーレコーポレーション（東京都港区芝浦 3-8-10 MA 芝浦ビル 7F 観光庁⻑官登
録旅⾏業第 1580 号、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。
当社
はお客様が当社の定める旅⾏⽇程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅⾏に関するサ
ービス（以下「旅⾏サービス」といいます。）の提供を受けることができるように、⼿配し、旅程管理する
ことを引き受けます。
旅⾏契約の内容・条件は、ホームページ、本旅⾏条件書、出発前にお渡しする最
終旅⾏⽇程表と称する確定書⾯（以下「最終旅⾏⽇程表」といいます。）及び、当社旅⾏業約款募集型企画
旅⾏契約の部（以下「当社約款」といいます。）によります。
■旅⾏のお申し込みと契約の成⽴時期
(1)
当社⼜は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて当社所定の旅⾏申込書に所定の事項
を記⼊のうえ、ホームページに記載した申込⾦を添えてお申 込みいただきます。申込⾦は旅⾏代⾦をお⽀
払いいただくときに、その⼀部として繰り⼊れます。また、旅⾏契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込
⾦を受領 したときに成⽴するものといたします。 (2)
当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の
通信⼿段による旅⾏契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成⽴し
ておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した⽇の翌⽇から起算して 3 ⽇以内に申込書の提出と申込⾦の⽀
払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込 ⾦の⽀払いがなされない場合、当社らはお申
込みはなかったものとして取り扱います。 (3)
旅⾏契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により
申込⾦を当社らが受領したときに、また、郵便⼜はファクシミリでお申し込みの場合は、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。また、電話、郵便、
ファクシミリその他の通信⼿段でお申込の場合で あっても、通信契約によって契約を成⽴させるときは、
第 24 項(3)の定めにより契約が成⽴します。
申込⾦（お⼀⼈様）
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３０万円以下・・・・

利⽤航空会社
利⽤ホテル

スカンジナビア航空(エコノミークラス) 【指定】
スカンディックホテル KNA/オスロ【予定】
ホテル・ウレンスヴァン/ロフトフース 【指定】
トーン ローゼンクランツ/ベルゲン 【予定】
⾷事
朝⾷ 6 回、昼⾷５回、⼣⾷５回
添乗員
同⾏しません
旅⾏主催
ネットトラベルサービス (株)ツムラーレコーポレーション
観光庁⻑官登録旅⾏業 第 1580 号
総合旅⾏業務取扱管理者 稲井 聡⼦
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-8-10 MA 芝浦ビル 7F
電話 : 03-6809-4324 / FAX : 03-6809-4321
担当: 河村 信吾
お申込み前に、必ず「ご旅⾏条件」をご⼀読ください

３０，０００円以上旅⾏代⾦まで

■契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料をお⽀払いいただくことにより、いつでも旅⾏契約を解除することができます。
ただし｢契約解除⽇｣とは、お客様が当社の営業⽇・営業時間内に解除する胸をお申し出いただいたときを
基準とします。
・旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって３０⽇⽬に当たる⽇以降１５⽇前に当たる⽇まで・・
旅⾏代⾦が３０万円以上５０万円未満・・・・・・５０，０００円
旅⾏代⾦が１５万円以上３０万円未満・・・・・・３０，０００円
・旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって１４⽇⽬に当たる⽇以降３⽇前に当たる⽇まで・・
旅⾏代⾦の２０％
・旅⾏開始⽇の前々⽇〜当⽇・・・・・・・・・・旅⾏代⾦の５０％
・旅⾏開始後または当⽇の無連絡不参加・・・・旅⾏代⾦の１００％

お申し込み・お問い合わせは
Tel.

03-6809-4324

Fax.

03-6809-4321

E メール： netttravel-jp@tumlare.com
最終締め切り⽇ 2012 年 4 ⽉ 13 ⽇(⾦)まで
ネットトラベルサービス

担当： 河村 信吾 (かわむら しんご)

