千歳発着10日間 ㈱世界紀行

初夏のノルウェー・フィヨルドクルーズの旅
追加設定

2019年

ご旅行期間とご旅行代金
￥78,000
￥99,000
￥135,000

スケジュールと見どころ／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
成田
トロンハイム

■朝、千歳空港より全日空国内線にて成田へ。
■成田空港よりスカンジナビア航空にて、
コペンハーゲンとオスロで乗継
ぎ、
ノルウェー大司教の町・
トロンハイムへ［11:10発／20:30着］。
■着後、専用バスにてホテルへ。
［トロンハイム泊］×Ｋ×
─
■午前、
自由行動。
プルマントゥール【ゼニス Zenith】
◆乗員数：1440名／総トン数：47255トン／
■昼、
ホテルをチェックアウト後、
ノルウェー王国最初の都・
トロンハイム市
全長：207m 全幅：29m ／1992年改装
内観光（ニーダロス大聖堂や古い橋など）。
◆設備：レストラン、
カフェ、バー、
フィットネスセ
トロンハイム ■夕刻、
『プルマン・ゼニス号』
に乗船します。
ンター、スパ、
カジノ、プール、シアター、ディ
■夜、
トロンハイムを出航［20:00発］。7泊8日のフィヨルドクルーズの出
スコ、
ショップ
発です。
［クルーズ船キャビン泊］Ｂ×Ｄ
◆アルコール飲料、及びソーダ類が船内無料で
─
す
（ミネラルウォーター及びフレッシュジュー
オーレスン
■午前、
アールヌーボー様式の美しい街・オーレスンに入港［10:00着］。
スは有料）。
◆アールデコの香りと現代的なデザインが融合
■アクスラ山展望台や、水辺の美しい町並みなどオーレスンの市内観光に
した、優美な造りのカジュアル船です。
ご案内いたします
［混載］。
◆ドレスコード：フォーマルという名のインフォー
■夕刻、
オーレスンを出航［19:00発］。 ［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
マルが一回。あとは全てカジュアルです。
─
■朝、世界遺産 ガイランゲル・フィヨルド に入港［07:30着］。途中、
セブ
ンシスターズの滝など、
お楽しみください。
ガイランゲル・フィヨルド
ガイランゲルから、ヘレシルトの滝までのパノラマツアーへご案内
ガイランゲル ■着後、
いたします
［混載］。
■夕刻、ヘレシルトを出航［18:00発］。 ［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
ヘレシルト
─
ソグネ・フィヨルド ■午前、
ソグネ・フィヨルドの分岐のひとつであるアウルランド・フィヨルドの
最奥部に位置する人口約500人の美しい村・フロムに入港［11:30
着］。
■午後、世界遺産 ネーロイ・フィヨルド を見渡すスタルハイム見晴し台や
フロム
水飛沫をあげる滝などを観光いたします
［混載］。注１
（ネーロイ・フィヨルド）
■夜、
フロムを出航［21:30発］。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
─
■募集定員／18名様限定
ベルゲン
■午前、
ハンザ都市ベルゲンに入港［10:00着］。
■最少催行人数／10名様
■着後、
自由行動。
ご希望の方は添乗員が 世界遺産 ブリッケン地区 など、
■お食事／朝食8回・昼食6回・夕食7回
中世都市ベルゲンやフィッシュマーケットの散策へご案内いたします。
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
■夕刻、ベルゲンを出航［19:00発］。 ［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
■旅券残存有効期間／入国時6ヶ月必要
─
■ポートチャージ［港湾税］は旅行代金に含まれ
スタヴァンゲル ■朝、
スタヴァンゲル半島の古都スタヴァンゲルに入港［09:00着］。
ております（悪天候などで港に入れない場合
■ボートに乗り換えて、
リーセ・フィヨルドの観光へ［混載］。
『教会の説教
でも返金はございません）。
壇』
という異名をとるプレーケストーレンは、高さ600mの断崖絶壁に
（リーセ・フィヨルド）
■船内チップ：77ユーロ（別途必要／現地支払い）
目が眩む、
フィヨルド海に突き出す一枚岩で迫力満点です。
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
■夕刻、
スタヴァンゲルを出航［19:00発］。

3

Ⓐ海側 バルコニーなし 16㎡ シャワーのみ
Ⓑ海側 バルコニーあり 16㎡ シャワーのみ
Ⓒ海側 バルコニー付き 23㎡ バスタブあり

都市名

2

6月7日（金）発〜6月16日（日）着
Ⓐ￥394,000 一人部屋利用追加料金
Ⓑ￥439,000 一人部屋利用追加料金
Ⓒ￥499,000 一人部屋利用追加料金

日次

1
4
5

ご旅行条件

6

）

世界紀行25周年謝恩企画〜ノルウェー3大フィヨルドの旅

ゲイランゲル・フィヨルドとゼニス号（イメージ）

ツアーのポイント

㈱世界紀行 創立25周年謝恩特別企画
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■謝恩企画の今回限りの特別料金での設定です。お早めにお申込
みください。
■一年で最も気候の良い季節の設定です。白夜に近いくらい日も長
くなります。
■ノルウェーのみならず、世界を代表する美しい三大フィヨルド
『ガ
イラゲル・フィヨルド』
『 ネーロイ・フィヨルド』
『リーセ・フィヨルド』
を巡ります。
■アールヌーボーの街・オーレスンを訪問します。ユーゲント・シュ
ティール建築が見事です。
■スウェーデンの「ニルスの不思議な旅」の舞台『スコーネ地方』の
中心地・マルメも観光します。
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保安税が含まれております。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
■弊社では燃油サーチャージ、DSチャージを
─
別途徴収いたしません。
［終日クルーズ］ ■終日、北海、スカゲラク海峡、
カテガット海峡を、終日クルージングし、ス
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
ウェーデンへ。
［クルーズ船キャビン泊］ＢＬＤ
■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はお問合せください。
■朝、エーレスンド海峡を通過し、スウェーデン・スコーネ地方の町・マルメ
※大阪・中部・福岡発着：千歳発着と同一料金
に入港［08:00着］。
マルメ
※成田発着：￥15,000引き

ヨーテポリ

コペンハーゲン

バルト海
マルメ

デンマーク

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

旅行代金の20％
旅行代金の50％

※右記の時間は、
すべて現地時間で表示されております。

旅行代金の全額

※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご

※ここでいう旅行代金にはシングル利用料、
ビジネスクラス追加代金など、全ての追加料金を含みます。

相部屋希望の場合
本ツアーでは、
Ⓐプランでのみ、
お一人参加の相部屋希望を承ります。必ず出発
日の４６日前までにお申し込みください。ただし最終的に相部屋希望の方がいら
っしゃらない場合は、
シングル追加料金の半額を承ります。
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ご利用予定ホテル
■トロンハイム／スカンディック、
ラディソン・ブルー、
コンフォート
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

旅行キャンセル料
出発46日前から32日前まで
解除時期
出発31日前から16日前まで
（キャンセル日）
出発15日前以降

スタヴァンゲル

北海

オーレスン

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。

注１ フロム鉄道乗車ご希望の方は別途手配し
たします
（実費）。

■下船手続き後、簡単なマルメ市内観光（ストールトリィ広場、
「ブレーメン
の音楽隊」の像が並ぶセーデルガータン通り、
スカンジナビア半島最古
の城塞・マルメ城［外観］
など）。
『 愛の橋』
オーレスン橋を走り、
デンマークに入国し、
コペンハー
［オーレスン橋］ ■その後、
ゲン空港へ。
コペンハーゲンより、
スカンジナビア航空にて帰国の途へ
［15:45発］
。
コペンハーゲン ■午後、
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ツアーマップ
トロンハイム
オーレスン
ガイランゲル
ヘルシント
スウェーデン
フロム
ベルゲン

ノルウェー

［機中泊］Ｂ×Ｋ
─
成田
■午前、成田空港到着［09:45着］。
千歳
■入国手続き後、
リムジンバスにて、羽田空港へ。
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■午後、羽田より全日空国内線にて千歳へ。千歳空港到着後、解散。
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

0

Ｋ××

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

（1）★

