グリンデルワルドで貸し別荘暮らし体験

グリンデルワルド概略図

スイス・アルプス短期滞在計画

利用航空会社：キャセイ･パシフィック航空

ご旅行期間とご旅行代金

2017年6月23日（金）発〜7月1日（土）着…￥398,000（2名1別荘ご利用の場合）

フィルストへ
ブスアルブへ

グリンデルワルド・
スポーツ

都市名

■スケジュール

お食事と宿泊地

スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港

千歳
羽田
香港
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■昼、千歳空港より日本航空国内線にて、羽田へ［12:00発］。
■午後、羽田空港より、
キャセイ・パシフィック航空にて香港へ［16:35発］。
■夜、香港にてキャセイ航空を乗継ぎ、
スイスのチューリッヒへ［20:40着
／23:50発］。
［機中泊］××Ｋ
─
■朝、
チューリッヒ到着［06:30着］。
チューリッヒ
■入国後、専用バスにて、ベルナーオーバーラントの山里・グリンデルワル
ド へ。
グリンデルワルド ■ローカル・レストランにて昼食時に、別荘のチェックイン手続きを行い、現
地日本人スタッフより別荘の利用方法や注意ポイントなど滞在中のレク
チャーを受けます
（村の地図をお渡しします）。
■午後、各別荘にチェックインします。
■まずは添乗員とスーパーマーケットに買出しへ出かけます。さらに翌日
以降の打ち合わせも行います。
■６日間有効のリージョナルパス
（２等）
をご用意しております。多くの乗り
物が半額になります。
■添乗員は、村のB&Bに宿泊いたします。 ［グリンデルワルド泊］ＫＬ×
─
グリンデルワルド滞在の貸し別荘暮らしです。治安の良
グリンデルワルド ■5日間にわたり、
いスイスですので安心して過ごせます。
■２名での貸切スペースです。大家さんが同じ建物に暮らしているところ
も多くありますが、入り口が別で誰も入ってきません（そのため掃除にも
入りませんので、
ご了承ください）。
■自炊です。自分たちでお好きな料理が作れます。日本からの食材の持ち
込みもOKです。
（匂いの関係でお醤油の使いすぎにはご注意ください。
グリンデルワルド
クサヤやキムチは不可です。）基本的な設備は揃っていますが、電子レン
ジは右ページ内で記載の別荘のみです。もちろん添乗員と一緒に外食
もOK。現在グリンデルワルドにはホテル内の店も含めて約50軒のカフ
ェ、
レストランがあります。
■お買い物は、村のコープやスーパーで。歩いても行けますが、村内バス
（パスが使えます）
にも早めに慣れましょう。
グリンデルワルド
■夕刻、添乗員が各別荘を回り、明日の添乗員同行の予定をご案内いたし
ます。ロープウェイで展望台に登ったり、簡単なハイキングなどにご希望
の方をご案内いたします
（訪問予定候補地：クライネ・シャイデック、
メンリ
ッヒェン、
アルメントフーベル、
シーニゲプラッテ、
ブリエンツ・ロートホル
ン、
フィルスト）。
■現地発着の日本人ハイキング・ガイドによる高山植物ツアー（実費）など
グリンデルワルド
もご紹介いたします。
■何と言っても時間がたっぷり。天気を見ながら行動できるのが魅力で
す。行き着けのカフェも出来そうです。
■緊急時には添乗員以外に、現地在住の日本人スタッフも対応いたしま
す。
グリンデルワルドの病院は24時間体制です。
■日常生活に必要な設備は整っています
［冷蔵庫、ＩＨ ヒーター形式のコ
ンロ台、鍋（おたま）、
フライパン
（フライ返し）、包丁とまな板、皿、
カップ、
グリンデルワルド
グラス、ナイフ・フォーク、ふきん、
バスタオル、
タオル、足拭きマット、
ハン
ガー、掃除機、
ほうき、
トイレットペーパー（１〜２ロールまで）等］。洗濯機
の有無は右ページをご確認ください。村には、
コインランドリー（有料）
も
あります。
［グリンデルワルド5泊］×××
─
グリンデルワルド ■朝、別荘をチェックアウトし、専用バスにて、
チューリッヒ空港へ。
チューリッヒ
■午後、
キャセイ・パシフィック航空にて香港へ［13:30発］。
［機中泊］×Ｋ−
─
■ 朝 、香 港 到 着 後 、キャセイ・パシフィック航 空を乗 継ぎ、帰 国 の 途 へ
香港
［07:05着／09:25発］。
■午後、千歳空港到着［15:25着］。税関検査終了後、解散。
千歳

3
4
5
6
7
8
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スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

ＫＫ×

※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がございます。その場合でも極力日程に従って旅行サービスがお受けに
なられるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
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貸し別荘は右ページの
リストの中からお選びください
お申込みの早い方から順に
（ご入金順に）、利
用別荘のリクエストをお受けいたします。お
申込み時に第一希望から第三希望までお伝
えください。必ずしもご希望に添えるとは限
りませんのでご了承ください。
＊スイスのスキーロッジや貸し別荘は全て、
土曜日チェックインの一週間支払いになっ
ています。そのため各別荘とも年間、15
〜25組ほどしか滞在客を受けないので、
詳しい資料は特に用意はされておりませ
ん。
＊別のデラックスクラスの別荘をご希望の方
はお問合せください（物件により料金は異
なります）。
※1名で別荘を利用されたい場合もお問合
せください。別荘数に余裕がある場合には
追加料金にて可能です。
貸し別荘にないもの
箸、菜箸、
トースター、炊飯器、ヤカン、電気
ポット、調味料、
ラップ・ホイル、食器洗い洗剤・
スポンジ、
ドライヤー（アダプター、変圧器）、
目覚まし時計、
シャンプー・リンス・石鹸、
スリッ
パ、アイロン、洗剤、洗濯物干し、裁縫セット、
モップ、パソコン（接続可能かは右ページ参
照）、
ＣＤプレーヤー、
ラジオ
＊塩、砂糖、胡椒、調理油（オリーブオイル
等）、ラップ・ホイル、追加のトイレットペー
パーなどは現地スーパーで購入できます。
醤油、味噌、米酢は日本から持参で。洗剤
やシャンプーなども日本製の方がよいで
しょう。
＊テレビ、洗濯機、電子レンジの有無は、右
ページをご覧ください。
※村のスーパーで販売されているお米は、
イ
タリア米になります。

ご旅行条件
■募集人員／18名様限定
■最少催行人数／8名様
■お食事／朝食0回・昼食1回・夕食0回
■羽田空港使用料／￥2,570（別途必要）
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
しません。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金：￥220,000
（国際線区間のみ）
※羽田・関空・中部・福岡の各空港から出国して、
香港で合流するプランも同料金にて承ります
（日本の国内空港使用料が別途必要です）。

駅方向へ
オーバーグレッチャー
クローセ・シャイテックへ

COOP

（スーパー）

No.10

村役場

郵便局

MIGROS

（スーパー）

フィルスト乗り場

No.6

基本的には、日本での生活と同じと考えてください。異なるのは、目の前にアイガーやヴェッターホルンなど
4000m級のアルプスがそびえていることです。
日次

No.1

日本語観光案内所

■貸し別荘の３名様利用や4名様利用の割引料金はお問い合わせください。
■多人数でご参加の場合には、大型の貸し別荘もご用意できます。料金は物件によって異なります。
■一人参加で同行して、別荘ではなく自分も添乗員と同じＢ&Ｂに泊まりたいという方もお問い合わせください。
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）

千歳発着9日間 ㈱世界紀行

鉄道駅
バス乗り場
アイススケート場
インターラーケンへ

メンリッヒェン
ゴンドラ乗り場

No.3
No.5

No.2
グルント駅

教会
郷土博物館

UBS銀行
観光局
スポーツセンター
ベルン州立銀行

No.8

フィングシュテッグ
乗り場

フィングシュテッグへ

No.7

メンリッヒェンへ

No.9

表記説明
■ 距離：分 ＝グリンデルワルド駅からの徒歩
での所要時間。
■特に記載が無い場合は、貸し別荘スペース
は建物の１階部分になります。
■TV=テレビあり
（NHK国際放送は入りませ
ん）。
■TEL=固定電話あり。
■PＣ=パソコン接続あり。
■ 大家 ＝大家さんが同じ建物に居住
（２階等
の別スペースなので入ってはきません）
。特
に記載が無い別荘は英語が良く通じます。
■特に記載が無い場合は禁煙です。
■全てバスタブ付です。

No.4

グレッチャー・シュトルフトへ

No.1
距離:10分 2室（ベッド2台）。45㎡
TV ,TEL, PＣ
高台にある。居間からアイガー北壁が一望。

ユングフラウヨッホへ

No.2
距離:10分
3室（一部屋は１ツイン、もう一部屋は二段ベッド）。
TV, PＣ 洗濯機。 大家 75㎡
内装が新しい。喫煙可。

No.3
距離:3分 2室（ベッド2台［追加1台可］）。
バルコニーあり。TV , TEL, PＣ
洗濯機の利用は滞在中一回。 大家 45㎡
テラスからアイガーの眺めが素晴らしい。

No.4
距離:7分 1.5室（ベッド2台、追加1台可）。60㎡
バルコニーあり。TV, PＣ 電子レンジ。2階利用 大家
内装が綺麗。天窓から星が楽しめる。
バルコニーからアイガー北壁の眺めが良い。

No.5
距離:5分
3室（ベッド4台）。65㎡
TV 電子レンジ。洗濯機。
テラスが広い。

No.6
距離:15分 2室（ベッド2台）。45㎡
TV, PＣ 電子レンジ。食器洗い機。洗濯機。
大家（英語は片言） アイガーだけでなく氷河や
ヴェッターホルンも近くに見えます。喫煙可。

No.7
距離:15分 2室（ベッド２台）。60㎡
TV,PＣ 洗濯機 大家
広いリビング。テラスからアイガーが迫力満点。

No.8
距離:15分 3室（4ベッド） 2階利用 65㎡
バルコニーあり TV,PC,TEL 洗濯機、電子レンジ
大家
Wi-ﬁあり
バルコニーからアイガー北壁が眺められる

No.9
距離:15分 2室（ベッド2台）。バルコニーあり。
TV,PC 電子レンジ。洗濯機。ワイヤレスLAN。45㎡
バルコニーからアイガーが見える。
パン屋さんや教会に近い。

No.10
距離:6分 3室（1ツイン、1シングル）。70㎡
バルコニーあり。TV 電子レンジ。洗濯機。
大家（英語は片言）
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