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る。東京で建築士事務所を開設後、ケルン工科大学建築学科「建築保存と再
生」課程修了。
ドイツでの経験を生かし、建築環境デザインの設計・助言等を行なう他、
欧州への建築視察、調査研究、通訳・翻訳、執筆などを行っている。札幌市出身。
www.enexrain.com

大航海時代の移民の履歴と
北ドイツの大自然に触れながら
ハンブルクへ向かう初夏の旅
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北ドイツ建築視察ツアー
2017

動物たちから結束力を学ぶ
[ブレーメン]

自然光に溢れた最新の
集合住宅を視察する
[ヴェルフトハウス]

 地球が持つ気候の多様性を体験する
 [クリマハウス]

ハンザ都市の繁栄に想いを馳せる 
[シュターデ]

欧州最大の再開発地区を体験する
 [ハーフェンシティ]

創業140年の
建設会社を訪問する
[ハーケハウス]

木組みの街並みに佇む
　　　　[ツェレ]

異彩を放つ異次元建築に触れる
[エルベフィルハーモニー]

北海に浮かぶ孤島を巡る
 [ヘルゴランド]

歴史を携えた社会資産と現代が躍動するハンザ都市を巡る

ツアーの日程は裏面をご覧下さい
6.20 6.27
現地6泊  8日間の旅

（火） （火）

〒104－0061 東京都中央区銀座7－8－2
（担当：山﨑・萩原）　受付時間：月～金曜日 9時～17時30分　土曜・日曜・祭日休み
電話：03-3572-0527 FAX：03-3571-7447

名鉄観光サービス株式会社 銀座支店

観光庁長官登録旅行業第55号 JATA正会員、旅行業務取扱主任者：山崎 一級建築士事務所 エネクスレインenexrain

電話：03-3527-2627

東京営業所

（担当：佐藤ゆき）

http://www.aimori.net  E-Mail  info@aimori.net

〒103－0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目16－12 力丸ビル3F

旅行手配
お申し込み

企　　画
お問合せ

協　　力

¥460,000 
¥495,000

参加人数20名様以上の場合

※参加人数19名様以下の場合

旅行代金
お一人様

　中世後期に、北ドイツを中心に、欧州北部の貿易と経済を

支配したハンザ同盟。今年の視察では、繁栄の歴史がいまも

色濃く残る北ドイツのハンザ都市を巡ります。

　まず、グリム童話の音楽隊で有名なブレーメンを皮切りに、

大航海時代を支えた歴史を持つブレーマーハーフェンへ向

い、建築エンジニア事務所を訪問後、同事務所が設計した自

然光に溢れる最新の集合住宅建設現場を視察します。

　次に、北海に浮かぶヘルゴランド島へ船で渡り、周囲を海
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　次に、北海に浮かぶヘルゴランド島へ船で渡り、周囲を海

に囲まれた孤島の大自然を体験する希有な機会を設けまし

た。その後、船とバスを乗継ぎ、ハンザ同盟の古都シュターデ

を訪れ、繁栄を謳歌した歴史が残る街並みを散策します。

　視察の後半は、ドイツ第二の都市ハンブルクに三泊し、躍

動感溢れる再開発地区を中心に視察します。また、北ドイツ

の真珠とも呼ばれる木組みの街並みが残るツェレにも足を延

ばすと同時に、創業140年のハーケハウスも訪問予定です。
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歴史を携えた社会資産と現代が躍動するハンザ都市を巡る   北ドイツ建築視察ツアー2017

視 察 行 程 （予 定）

企画 ： あいもり株式会社　作成 ： 一級建築士事務所 エネクスレイン　　　【凡例】　■ 公式訪問/視察等　□ 一般観光視察等　◇ 宿泊地

日 月日 訪問都市等 時刻 行程/移動経路 食事

1
6/20
（火）

東　京
羽田空港発
フランクフルト着
フランクフルト発
ブレーメン着

12:00
14:05
18:45
21:20
22:15

羽田空港国際線ターミナル集合
羽田空港発｜ルフトハンザ LH717
フランクフルト空港着
フランクフルト空港発｜ルフトハンザ LH360
ブレーメン空港着
ブレーメン空港着後、専用車にてホテルへ｜10km/30分

◇宿泊地：ブレーメン/Best Western Zur Postホテルクラス

昼：機内
夕：　× 

2
6/21
（水）

ブレーメン
　↓
ブレーマーハーフェン

08:30
10:00
11:30
13:30

□ブレーメン旧市街視察：徒歩
その後、専用車にてブレーマーハーフェンへ｜70km/1.5時間
■JPS建築エンジニア設計事務所訪問
■ヴェルフトハウス集合住宅視察
その後、
□ブレーマーハーフェン市内視察
□ブレーマーハーフェン市内博物館等自由視察
「クリマハウス東経8°」 もしくは 「ドイツ移民博物館」　

◇宿泊地：ブレーマーハーフェン/Best Western Plus Bremerhafenホテルクラス

朝：○
昼：×
夕：×

3
6/22
（木）

ブレーマーハーフェン
　↓
ヘルゴランド
　｜
　↓
クックスハーフェン
シュターデ

08:45
09:30
12:30
13:00
17:00
18:15
20:30

ゼーベーダーカイェ桟橋着｜フェリー乗船
フェリーにてブレーマーハーフェン⇒ヘルゴランド島へ｜100km/3.0時間
ヘルゴランド島着
■ヘルゴランド島散策視察
その後、フェリーにてクックスハーフェンへ｜70km/1.5時間
着後、専用車にてシュターデへ｜80km/1.5時間
宿泊先着

◇宿泊地：シュターデ/Parkhotel Stadehofホテルクラス

朝：○
昼：×
夕：×

4
6/23
（金）

シュターデ
　↓
ハンブルク

08:30
10:00
12:00

14:30
夕方

□シュターデ市内視察
その後、専用車にてハンブルクへ｜80km/2.0時間
□ハンブルク市内車窓視察
　ハンブルク港/アルスター湖/ザンクトパウリ桟橋等｜予定
その後、
■ハーフェンシティ/エルベ川河川港大規模再開発視察
宿泊先着
＊ご希望の方は：□ハンブルク徒歩市内視察
　ハンゼフィアテル/ゲンゼマルクト/市庁舎/市庁舎広場等

◇宿泊地：ハンブルク/Renaissance Hamburgホテルクラス

朝：○
昼：×
夕：×

5
6/24
（土）

ハンブルク 終日 □自由行動｜予定
＊オプショナルツアー：世界遺産　古都リューベック視察

◇宿泊地：ハンブルク/Renaissance Hamburgホテルクラス

朝：○
昼：×
夕：×

6
6/25
（日）

ハンブルク
　↓
ツェレ
　｜
　｜
　↓
ハンブルク

08:00

10:00

夕方
夜

早朝、専用車にてハンブルク⇒ツェレへ｜120km/2.0時間
着後、
■ハーケハウス住宅展示場視察
その後、
□ツェレ市内視察
午後、専用車にてハンブルグへ
宿泊先着
市内レストランにて夕食懇親会

◇宿泊地：ハンブルク/Renaissance Hamburgホテルクラス

朝：○
昼：×
夕：○

7
6/26
（月）

ハンブルク
　｜
　↓
ハンブルク発
ミュンヘン着
ミュンヘン発

08:30
午前

10:30
13:00
14:15
16:15

宿泊先チェックアウト
□ハンブルク市内視察｜視察先調整中
その後、ハンブルク空港へ｜15km/30分
ハンブルク空港発｜ルフトハンザ LH2069
ミュンヘン空港着
ミュンヘン空港発｜ルフトハンザ LH714

◇宿泊地：機内

朝：○
昼：×
夕：×

8
6/27
（火）

東京/羽田空港着 10:50 羽田空港着
各自帰路/接続便へ乗換え等｜お疲れ様でした… 朝：機内

この日程表の内容は最も新しい資料に基づいて作成されておりますが、現地視察先事情及び交通機関等の都合により変更される場合もございますことを予めご了承お願いいたします。



性別

勤務先

FAX.03-3571-7447

電話：03-3572-0527

募集締切：平成29年5月10日

お申込日：　　　年　　　月　　　日

名鉄観光サービス㈱銀座支店

氏　名

□ 大正　□ 昭和　□ 平成　　　年　　　月　　　日
　　　　　　（西暦　　　　　　年）

　　　　　　　　　　　　　　年齢　　　　　　　歳

都 道
府 県

市 群
区 町

□ 男　性

□ 女　性

□ 会社員　　□ 会社役員　　□ 医　師

□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 学　生

□ 自営業　　□ 団体役員

□ 主　婦　　□ 無　職

□ 教　員　　□ アルバイト

□ その他（　　　　　　　　　　　　）

名　　　称

所属・役職

住　　　所

パスポート番号

受領予定日　　　　年　　　　月　　　　日

発行年月日　　　　年　　　　月　　　　日　発行

□ 5年　　　　□ 10年

現住所

職　業

旅　券

一人部屋希望（有料）

国内線航空機  手配希望（有料）

航空機ビジネスクラス 希望（有料）

連絡先

フリガナ

フリガナ

自宅電話 携帯

〒　　　　ー

（　　　　　　）　　　　　　　ー ー　　　　　　　ー

参 加 申 込 書
歴史を携えた社会資産と現代が躍動するハンザ都市を巡る  北ドイツ建築視察ツアー2017

生年
月日

電　　　話　　（勤務先への連絡は　　□ 可能　　□ 不可　　□ 個人名）

　　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　　内線

□ 一人部屋を希望する（6泊分85,000円）　　　□ 一人部屋を希望しない（　　　　　　と同室希望）

□ 希望区間（　　　　）空港　⇔　羽田空港　※料金別途お知らせします。

□ 希望する（追加差額料金54万円）

１）旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との間の、連絡の為に利用させて頂く他、お客様がお申込み頂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、それらサービスを受ける為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。 （　　同　意　　・　　しない　　）

２）又この他、当社では、①当社商品やサービス、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統計資料の作成等にお客様の個人情報を利用させて頂く事があります。 （　　同　意　　・　　しない　　）

パスポートと同じローマ字　氏名

現在旅券を申請中の方

※ 一人部屋希望なしで、最終的にご同室相手がいない場合、一人部屋手配となる場合がございます。
　 その場合、一人部屋追加費用が必要となりますこと予めご了承願います。

※パスポートコピー（写真記載欄）もあわせて送付願います。

お手数ですが、下記の項目すべてをご記入いただき、下記担当までファクシミリにて、ご返送お願い申し上げます。

（受付時間：月～金曜日 9時～17時）

Ｆ　Ａ　Ｘ　　　　（　　　　　　）　　　　　　　ー

E - M A I L　　　　　　　　　　　　＠

※予約時期により満席の場合もありますことを予めご了承願います。

※お申込時のビジネスクラス予約状況により差額料金が変動しますので、予めご了承願います。

（担当： 山﨑・萩原）
送り先



募 集 概 要
歴史を携えた社会資産と現代が躍動するハンザ都市を巡る  北ドイツ建築視察ツアー2017

○ 旅行代金に含まれるもの

　イ.  航空運賃 航空運賃（エコノミークラス）
　ロ.  宿泊料金 宿泊料金（2人1室利用）
　ハ.  食事料金 別紙行程表記載の食事料金
　ニ.  利用交通機関の料金 団体行動中の専用車料金
　ホ.  手荷物料金表 お1人様1個（規定範囲内）
　へ.  添乗員経費 羽田空港より同行します
　ト.  燃油サーチャージ・各地の空港施設使用料・現地空港税

○ 旅行代金に含まれないものの一例

　イ.  パスポート取得のための印紙代（10年間16,000円）
　ロ.  日程表に明記のない食事代
　ハ.  食事の際の飲物代
　ニ.  超過手荷物運搬料金（規定範囲を超える分について）
　ホ.  クリーニング代、電話代、飲食代等個人的性格の費用
　へ.  ご自宅～空港間の交通費
　ト.  その他　左記含まれる費用に記載のないすべて

※ 航空機　国際線ビジネスクラスご希望場合、上記旅行代金より54万円の追加となります。
　 尚、正式申込時点での航空機予約状況により、追加料金が変動しますので、予めご了承願います。
※ お一人部屋利用ご希望の場合、上記旅行代金より8.5万円の追加となります。
※ 任意の海外旅行傷害保険料につきましては、後日別途ご案内します。

○ 旅行契約の解除について（取消料）
　 お客様のご都合で、以下の期日にお申し込みのご旅行参加取消をご連絡頂いた場合、下記の取消料が必要となります。

　 お申込前に、必ずご一読の上お申し込み下さいますようお願いいたします。

　　・ 旅行開始日の45日目に当たる日以降　30日目に当たる日まで 旅行代金の10％
　　・ 旅行開始日の30日目に当たる日以降　3日目に当たる日まで 旅行代金の20％
　　・ 旅行開始日の前々日及び前日まで 旅行代金の30％
　　・ 旅行開始日の当日 旅行代金の50％
　　・ 旅行開始後、及び無連絡不参加 旅行代金全額

○ お申し込み
　同封の「参加申込書」に必要事項を記載の上、お手数ですが

　FAXにて名鉄観光サービス㈱銀座支店宛てお申込み下さい。（お一人様1枚）

○ 申込金のお支払
　参加申込書の送付と同時に申込金50,000円を下記宛にお振込ください。

　【銀行名】 三菱東京UFJ銀行・新東京支店　　【口座番号】 普通3318331　【口座名】 名鉄観光サービス株式会社

○ 行　程　表 別紙参照 ※現地の状況により変更になる場合がございます。

〒104－0061 東京都中央区銀座7－8－2

電話：03-3572-0527 FAX：03-3571-7447

名鉄観光サービス株式会社 銀座支店

旅行手配 ・ お申し込み

　（観光庁長官登録旅行業第55号 JATA正会員、旅行業務取扱主任者：山崎)

企 画

協 力 一級建築士事務所 エネクスレインenexrain

○ 旅行期間 平成29年6月20日（火）～6月27日（火）  8日間

○ 旅行代金 お1人様　460,000円 （参加人数 20名様以上の場合）

 お1人様　495,000円 （参加人数 19名様以下の場合）

○ 添 乗 員 同行いたします 

○ 利用予定航空会社 ルフトハンザドイツ航空

○ 利用ホテル 別紙日程記載 ホテルクラス

○ 募 集 人 数 25名様  ＊最少催行人数15名

○ お申込締切日 平成29年5月10日（水）

電話：03-3527-2627

東京営業所

（担当：佐藤ゆき）

http://www.aimori.net  E-Mail  info@aimori.net
〒103－0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目16－12 力丸ビル3F

（担当：山﨑・萩原）　受付時間：月～金曜日 9時～17時30分　土曜・日曜・祭日休み


