
ノル ウ ェー 案 内 人 青 木 順 子 さん と行 く

食の祭典と雑貨 &カ フェめぐり・オス回 6日 FEE

1ヒ 欧燎行ブ…ヱ、が続いてtヽ ますが、 アルツューす́tま だ本体験 という

いので1ま
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ム :)|:実 施 |´ て人好評だⅢたプルツニーを訪なるツアー

は食と雑資をメイン:こ 「大人の街歩 き」 を企画 こ́てみました。
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食 ,〕 祭典 1で ノルクェー各地4)食 や飲み物 ll 111

会ったり、魅力あ式、れるオスロの街歩きをお楽しみくださいっ

木 順 子 ノル ウェー語講 師、 通訳 翻訳、 講 演講 自口など多方面に活 lT● .

ノルシェーと日本 をつな ぐコミュニティーサイト

「 ノルウェー夢 ネットJ httP,/'www nOrwavド umenet com代 表

プログや Twitterを 通 じて、 ノルクェーに関する情 報 を発信 してヽヽ ます。

20代 の時 にオーロラツアーで北 ノル ウェーを訪れ ノル ウェー大好 き !に 。 そ

の後、 オスロ大学 など長期 短期 4回 留学 し 2000年 帰 国。「ノルウェー夢 ネ

ットJを 管 理 人 と共 に立ち上 げ、 ノル クェー語 レジスンを交 えた「 ノル クェ

ーについて学ぶサ ロンJ というイベン トを 70回 以 11開 催 。 ノルクェー語 の

語学書や共訳など著 書多数 .

今 でも毎 年 ノルクェーを訪れ、 まだ まだ神秘 のノルクェーとノルウェー人の

国民性 にツソコミを入れつつクケています。 得意技 は「北欧 自虐ネタ」 !
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オスロヘ。               〈オスロ泊〉□困□

オスロ滞在 <カフェ巡り&オスロ中心地散策>
オスロには日本でも紹介されている人気のカフェがたくさん 1本場のカフェ

を訪れてみましょう。

9/10 Z革耳g`全7菖
｀
、:真蓋界ぎ象乱急弾異彗屋,ζ発見彙ロズぶ月亀挙:亥

―パーマーケットなどのお勧めスポット巡りを。ご希望の方は私と一緒にオ

スロの中心地を歩きながら、見どころをご紹介します。〈オスロ泊〉□LJ□

オスロ滞在 <食の祭典&雑貨屋さん巡り>
オスロ市庁舎前で年に 1回 開催される「食の祭典」を訪れます。全国各地

―  からの□―カル食やノルウェー自慢の食材を見て、味わいましょう♪
9/11 ぉ腹がぃっぱいになつたら、北欧デザインが楽しめるオスロの雑貨店を私
1金) 

と_緒に巡つて、可愛いお土産や自分へのご褒美を見つけませんか?

(オスロ泊〉匝|[ヨ [J

オスロ滞在 <終日フリータイム&フェアウェルディナー>
「オスロパスJを使つてフリータイムを満喫しましょう。「民族博物館」では、

映画「アナと雪の女王」がインスパイアされたという、スタープ教会や衣装

℃′7艦藤篤11こ暴ミ■銹翼
でず眠朦州 のあるビュグド

そして帰国前夜は、皆さんでフェアウェルディナーを楽しみましょう 1

(オスロ泊〉日 lJ 101

1  オスロ‡午前麟たは等機|)乗り継ぎテ

9/131日 l*青木さんは、オスロ空港チェックインまで同行します。 〈機内泊〉□□困

)成田着 ま午繭|

9/141月 |

※上記スケジュールは、現地事情や荒天、航空機等の事由により変更となる場合がございます。
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1人部屋違力口代金

399′000円
46′ 000F弓 (4)自 )

到冨 Norway/ノ ルウェー
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=食
事/朝 4回 、昼0回 、夕1回 (機 内食除く)● 最少催行人員/6名様

t利用予定航空会社  日本航空、スカンジナビア航空、フィンランド航空

C座席クラス/エコノミークラス =添 乗員/同行 しませんが、青木順子さ

んか1日 目成田発から5日 ロオスロ空港まで同行します  ●延泊/不可

0禾」用予定ホテル//く オスロ>ト ーン ヨーロッパ

《代金に含まれるもの》

日程表内航空運賃 (エ コノミークラス/変更不可 )、 宿泊代金4泊 12人1部

屋利用/朝食付き)、 日程表内記載の送迎、移動、食事、青木さん同行費用

《ご注意とご案内》
。現地および運送機関の事情などにより、やむを得す日程を変更する場合が

こざいます

ツアー代金とともに、日本の空港施設使用料および現地出国税、空港税な

どを代行受領さえていただきます

デン
マーク

旅客サービスII

(国 際線 乗継 ,

110デンマーククローネ 2′ 310円

旅客サービス料

(国 際線 出発 |

175デンマーククローネ 3′675円

旅客サービス料

1国内線 出発

'

111デ ンマーククローネ 2′ 331円

日本発着長距離国際線お座席アップクレー ド

1  350′ 000円

フィン

ラント

FI 旅客サーヒス十
'1国

際tT I 88ユーロ 1′ 320円

VVL
旅客サービス料

'国

lT線・乗継,

501ユーロ 750円

旅客サービス料 IEIl内線, 551ユーロ 830円

俣安,1国 際lT E内 線 469ユ ーロ 700円

通行料 (国内線 ) 414ユーロ 620円

空路交通管理料 12ユーロ 180円

YF 国内線付加価値税 券面の 10%

日本EttT・1乗り継ぎ便こ千:用 追口代金1日 本発着24]寺 間以内●片道あたり

10.000円 15.000円 17.000円 おF・・ い合わせ下さt

ントノルウェー語ミニ講座」

海外旅行に行かれて「少しでも現地語が話してみたい 1」

と感じたことはありませんか?本ツアーにお申し込みを

頂いた方を対象に、ツアー内容についての説明会にプラ

スして 旅で役立つ簡単なノルウェー語の単語やフレー

ズを学ぶミニ講座を実施いたします Iぜ ひオスロでノル

ウェー語を使つて、地元の人とちよつとしたコミュニケー

ションにトライしてみましょう :

個人情報の取扱いについて

※当社は将来、以上の方針を改定する事がありますもその場合

は、当社ホームベージ (http″ wwwnordic cojp/)上 でご案

内いたしま蔦 また、プライバシーポリシーや個人情報取扱管

理者につきましても、当社ホームページをご覧ください。

森百合子 北欧のおいしい時間_よ り

年1回、オス回の海沿いのショッビングエリアで開催され

るノルウェー最大規模の「食の祭典J.約 200の テントに

は、良質な素材を生かしたノルウェー各地のローカル食、

新鮮なシーフー ド、野菜や果物、ヒールやジュースなど盛

りだくさん I他 にもオスロの有名レストランが「食の祭典J

とコラボをして特別メニューを用意 しています

■

●その他 :(1)旅行代金はおひとり分を表示していま丸 (2)当 社はいか

なる場合も旅行の再実施はいたしません。(3)当社所定の申込書にお客

様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポー

トに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入

された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必

要になりま魂 この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第 14

●旅行代金のお支払い :旅行代金は、旅行開始日の前日からきかのぼって

21日 目にあたる日より前に (お 申し込みが間際の場合は当社が指定する

期日までに)お支払いください。

●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、以

下の取消料を中し受けま魂 表でいう「契約解除の日Jとはお客様が当

社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準と

しま魂 (お ひとり様)

契約解除の日

■:「 ～51` 120～

8131 12121～ ●11〔

|′テ同始する●′テ

左記以外の日に旅行

開始する旅行

旅行開始日の前日から起算
してきかのばつて40日 目に
あたる日以降～ 31日 目にあ
たる日まで

年|ユ

旅行開始日の前日から起算
してさかのぼつて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%

北欧旅行はフィンツアーにお任せください。
フィンツアーは北欧専門の旅行会社で丸 豊かな経験と幅広い知識を持つスタッフが安心と質の高いサービスをお約束します。

謀客■ザu77-
003‐3456‐3933
Fax//03‐3456‐3922 E‐ mal1//rsv@nordic.co.jp

漏 疑 瀧 JHD http://www口 nordic.co口
jp/

旅行企画 実施  観光庁長官登録旅行業第1394号

株式会社 フィンコーボレーション
〒1080014東 京都港区芝5‐ 13´ 18い ちご三田ビル9F

(社 )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 遠藤 有5子

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の取引の責任者です.この旅行の契約にF_3し 担当者からの

説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください.

ボンド保証会員とはボント保証制度に加入している旅行会社.旅 行業協会の弁済業務保証金にブラスしてホンド保証金が

旅行者へ保証されます.

日本

S lv 空港使用料

”
エ 2,090円

羽田空港 290円

関西国際空港 2′ フ30円

中部国際空港 (国 際線) 2,570円

(国 内線 ) 310円

旅客保安

サービス料

成田国際空港 520円

関西空港 310円

ノル
ウェー

保安税 1国 際線 出発 l5 r l)r-\a-i 23A08
保安■1国 内

'こ
発栞継 rc8./ t)a-ha i 2,160 E

国内線付力[価値税 券面の 8%

契約解除の日

4′ 27～ 5′6、 ″20～

8′ 3k12′20～ 1/7に

旅行l■l始する旅行

左記以外の日に旅行

開始する旅行

旅行開始の2日前 (前 日々)～当日 旅行代金の 50%

旅行開始後または無連絡不参加 旅イテ代金の 100・ t・

区 分 申込金 1お一人様 |

ま 代金が50万円以上 10万円以上旅行代金まで

F 代金が30万円以上50万円未満 5万 円以上旅行代金まで

旅 代金が 30万円未満 3万 円以上旅行代金まで

http://twitter.com/finntour/ @ trttpVfwww.facebook.com/finntour

ffiqi*fr [y7_f _F:rP0300)

晰

お申し込みの際には、必ず旅行条件書 (全 文)をお受け取りお読みください。

●募集型企画旅行 :こ のご旅行は、(株 )フィンコーポレーション (東 京都

港区芝 513-18いちご三田ビル 9F観光庁長官登録旅行業第 1394号、

以下、「当社Jといいます0が 募集する旅行であり、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Jといいま丸 )

を締結することになりま視 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旅行日程表と称する

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丸

●お中し込み方法と契約の成立時期 :当 社所定の申込書に下記の申込金を

添えてお申し込みください。申込金は旅行代金のお支払いの際差し引か

せていただきま丸 電話、郵便、FAXそ の他通信手段でお申し込みの場

合、当社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丸 旅行契約は、当社

が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立いたしま丸

●申込金

旅行代金の10ツ

6万円を上限)

●旅行代金に含まれるものは次のとおりで魂
*旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃 (特 に表

示がないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利

用します)。 *旅行日程に含まれる送迎バス等の代金 (空 港・駅・埠頭と

宿泊場所 /旅行日程に「お客様ご負担Jと 表記してある場合を除きます)。

*旅行日程に明示した観光の代金 (バス料金・ガイド料金・入場料)。

*旅行日程に明示した宿泊の代金及び税、サービス料金 (パ ンフレット

等に特別の記載がない限り2人部屋に 2名様の宿泊を基準とします)。

*旅行日程に明示した食事の代金及び税、サービス料金。 *航空機によ

る手荷物の運搬料金 (お 1人様スーツケース 1個.航空機で運搬の場合

はお 1人様 20k8が 原則となっておりますが、ご利用の等級によって異

なりますので詳しくは係員にお尋ねください。なお、手荷物の運送は当

該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委.I手続きを代行す

るものです)。 *添乗員同行コースの添乗員費用。 *添乗員同行コースの

場合の団体行動中のチッス これらの費用はお客様のご都合により、

部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●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。

*超過手荷物料金 (特 定の重量、容量、個数を超える分について)。 *ク

リーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対する,こ 付ヽけ

その他の追加飲食等、個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス

料。 *渡航手続関係諸費用 (旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡

航手続代イ子沐斗金)。 *ご希望者のみご参カロされるオプショナルツアー (別

途料金の小旅行)の代金。*お 1人部屋を使用される場合の追加代金。

*空港・ホテル・駅・港等でのポーター料。 *任意の旅行傷害保険料

*日 本国内の空港施設使用料。*日本国内における自宅から発着空港等

集合、解散地点までの交通費、及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日

等の宿泊費。*旅行日程中の空港税等 (日本国内通行税を含む)。

●旅行条件・旅行代金の基準 :こ の旅行条件は 2014年 12月 20日を基準

としていま魂

お申し込み。お問い合わせ

|‐■


