
ＮＰＯ 木の建築フォラム 特別企画 【羽田発着】

ｲﾒｰｼﾞ

ドイツ・スイス・フランス

木造建築・学生視察研修
●ドイツ南部に点在する中世以来の都市と木造建築を視察

●スイス北部に点在する中世以来の都市と木造建築を視察

●現代建築の宝庫ヴィットラ社とロンシャンの教会を視察

●現代木造建築CLT7階建タメディア本社ビル等々を視察

【ﾄﾞｲﾂ】ｼｭｳﾞｪｰﾋﾞｯｼｭﾊﾙ（ｲﾒｰｼﾞ）企画監修

ヨーロッパの洗練された気品と
素朴な温もりが漂う

木造建築に出逢う



ご挨拶

【フランス／ロンシャン】
ロンシャン礼拝堂
ル・コルビュジエによって
設計され1955年に竣工し

た、フランス東部フランシ
ュ・コンテ地方のロンシャ

ンにある礼拝堂。正式名
称はノートルダム・デュ・オ
ー礼拝堂

ロンシャン礼拝堂

NPO木の建築フォラムでは社会教育の一環として講習会や海外視察研修などの事
業を展開しております。この度は、「建築系学生のための木造建築学」として開設され
ている入門編の実習型講座、及び、木造建築の魅力を一般の方々に広く知って頂く
ために開設された基礎編の「海外木造建築紹介」などの講座の「実習版」として海外
視察を企画しました。

建物は地域の素材と時代の技術を使って、地域の風土に育まれて造形されて来まし
た。そして、それは建物に実際に触れてみることで、より深く理解することができます。

歴史に育まれたヨーロッパの木造建築の今を知るためにも、皆さまの積極的参加を期
待しております。

財満やえ子（海外視察事業幹事、東京造形大学教授）

大橋好光（実習型木造建築学幹事、東京都市大学教授）

視察先

■ 旅行条件

●旅行期間：２０１５年３月４日(水) ～ １１日（水） ＜８日間／６泊８日 羽田空港発着＞

●旅行代金： 大人お一人様 ３３３，０００円 ※社会人の方のご参加も歓迎致します。

（ＮＰＯ木の建築フォラム正会員・学生／３２１，０００円）
●一人部屋利用追加代金：50,000円 ◎羽田空港施設使用料、現地空港諸税・燃油サーチャージが別途（目安62,000円：2014年9月8日現在）かかります。

●募集人員：４０名 （最少催行人員：２５名）●添乗員：同行してお世話します。●食事：朝6回、昼0回、夕5回（機内食
を除く）●利用予定航空会社：全日空(ANA)（羽田⇔ﾐｭﾝﾍﾝ）、ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞ航空（ﾁｭｰﾘｯﾋ→ﾐｭﾝﾍﾝ）

●利用予定ホテル：
【ﾐｭﾝﾍﾝ】：ｹﾞﾙﾏﾆｱ、【ｼｭｳﾞｪｰﾋﾞｯｼｭﾊﾙ郊外】：0000000、【ｻﾞﾝｸﾄｶﾞﾚﾝ】：ﾗｼﾞｿﾝﾌﾞﾙｰ、【ﾊﾞｰｾﾞﾙ】：ｺｰﾄﾔｰﾄﾞﾊﾞｲﾏｲｵｯﾄ、【ﾁｭｰﾘｯﾋ】ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ
●お申込締切：２０１５年１月９日（金） ※定員になり次第、締切らせていただきます。

◀ 【スイス／ベルン旧市街】

中世の都市の景観を残した美しい街並みが広がります。
街並みの発展も数多く見受けられますが、こういった風
景も壊されず、綺麗に調和が取れたものとなっています。

【スイス／チューリヒ

日本建築家の木造建築作品】

都心、シール川のほとりに木造の７階建てビル
「タメディア新本社」が誕生しました。
木造でこれほどのオフィスビルは世界でも初めて。
日本の建築家、坂茂（ばんしげる）の作品です。



■ 日程表

都市 航空
機関

時間 スケジュール 食事

1

3/4

（水）

羽田空港発

ﾐｭﾝﾍﾝ着
NH 12:50

17:00

一路、ドイツ・バイエルン州々都 ミュンヘンへ
（所要時間：12時間20分）

【ドイツ／ミュンヘン泊】

昼：機
夕：機

2

3/5

（木）

ﾐｭﾝﾍﾝ
ﾄﾞﾅｳｳﾞｪﾙﾄ
ﾈﾙﾄﾘﾝｹﾞﾝ
ﾃﾞｨﾝｹﾙｽﾋﾞｭｰﾙ

ﾛｰﾃﾝﾌﾞﾙｸ

ｼｭｳﾞｪｰﾋﾞｯｼｭ
ﾊﾙ

専用車 終日 ■ロマンティック街道とドナウ川が交差する街
ドナウヴェルト視察

■ネルトリンゲン視察
■ディンケルスビユール視察
■ローテンブルク視察

【ｼｭｳﾞｪｰﾋﾞｯｼｭﾊﾙ郊外泊】

朝：○
昼：×
夕：○

3

3/6

（金）

ｼｭｳﾞｪｰﾋﾞｯ
ｼｭﾊﾙ
ｳﾙﾑ
ﾘﾝﾀﾞｳ
ｻﾞﾝｸﾄｶﾞﾚﾝ

専用車 終日 ■木造街並みが美しい シュヴェービッシュ・ハル視察
■ウルム視察
■リンダウ視察

【ザンクトガレン泊】

朝：○
昼：×
夕：○

4

3/7

（土）

ｱﾙﾎﾞﾝ近郊

ｻﾞﾝｸﾄｶﾞﾚﾝ

ｼｭﾀｲﾝ・ｱ
ﾑ・ﾗｲﾝ
ﾊﾞｰｾﾞﾙ

専用車 終日 ■ボーデン湖の街アルボン視察
■ザンクトガレン旧市街視察
■スイスで最も中世の面影を残す街
シュタイン・アム・ライン視察

【バーゼル泊】

朝：○
昼：×
夕：○

5

3/8

（日）

ﾊﾞｰｾﾞﾙ

ｳﾞｧｲﾙ・ｱﾑ
ﾗｲﾝ
ﾛﾝｼｬﾝ
ﾊﾞｰｾﾞﾙ

専用車 終日 ■ヴィトラ・デザイン・ミューゼアム視察
（フランク・O/ゲーリー設計）

■ル・コルビジェ代表作 ロンシャン礼拝堂視察
■ソロトゥルン旧市街視察

【バーゼル泊】

朝：○
昼：×
夕：○

6

3/9

（月）

ﾊﾞｰｾﾞﾙ
ﾍﾞﾙﾝ
ﾙｯﾂｴﾙﾝ
ﾁｭｰﾘｯﾋ

専用車 終日 ■世界遺産・スイスの首都・ベルン旧市街視察
■ルッツェルン旧市街、カペル木造橋、ルッツェルン・カ
ルチャー・コングレスセンター視察
■チューリッヒ車窓見学

【チューリッヒ泊】

朝：○
昼：×
夕：○

7

3/10

（火）

ﾁｭｰﾘｯﾋ

ﾁｭｰﾘｯﾋ発
ﾐｭﾝﾍﾝ経由

専用車

ＬＨ

終日

17:00

19:00

19:55

■シール川湖畔のタメディア新本社ビル
（世界初の木造7Fビル視察 坂茂氏設計）

■チューリヒ郊外のル・コルビジュハウス視察
○ミュンヘン空港経由にて羽田空港へ

【機内泊】

朝：○
昼：×
夕：機

8

3/11

（水）

羽田着 ＮＨ 15:40 羽田空港到着後解散 朝：機

ド
イ
ツ

ス
イ
ス

フ
ラ
ン
ス

ス
イ
ス

※行程は予定であり変更になる場合がございます。予めご了承の上お申込み下さい。

□お申込み方法
裏面の申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又は郵送にてお申込み下さい。
→その後１０日以内に申込金50,000円を以下口座にお振込み下さい。
弊社にて入金確認後、７営業日以内に予約確認および手続きのご案内を送付いたします。
万が一、届かない場合は弊社までご連絡下さい。

★銀行名★
三井住友銀行 しらゆり支店 普通預金口座：１２０６９１１ カ）セブンカルチャーネットワーク

ＮＨ＝全日空、ＬＨ＝ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞ航空



〔最終日程表の交付時期〕

確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最

終日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅

行開始日の7日前以降にお申込みいただいた場合には旅行

開始日当日に交付することがあります。

なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況

についてご説明いたします。

〔個人情報の取り扱いについて〕

当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお

客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために利

用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行の手

配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行

者に提供させていただきます。

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕

この旅行条件は、下記の日付を基準としています。

２０１４年７月２７日

また旅行代金は２０１４年７月２７日現在有効なものとして公示

されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

旅行企画・実施：

株式会社セブンカルチャーネットワーク

観光庁長官登録旅行業第1870号

東京都千代田区二番町8-8

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱
う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約
に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご
遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

〔募集型企画旅行契約〕

（１）この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（東京

都千代田区二番町8-8、観光庁長官登録旅行業第1870号） (以

下当社と言います。) が旅行企画・募集・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｣という〕を締結することとなります。

（２）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途

お渡しする募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及

び当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕

当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えて

お申込みいただきます。

申込金 （お一人様につき）

５０，０００円以上、旅行代金まで

申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。

お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金

の受理をもって成立するものといたします。

〔旅行代金のお支払い〕

残金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって21日目にあ

たる日より前にお支払いいただきます。

〔旅行代金に含まれるもの〕

旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、バス料金観

光料金（バス料金、ガイド料金、入場料） ・旅行日程に明示した

宿泊料金及び税、サービス料金(部屋条件は別途明記します) ・

旅行日程に明示した食事料金（機内食を除く）・団体行動に必要

な心付・添乗員付ｺｰｽの添乗員同行費用

〔旅行代金に含まれないもの〕

定員以下での部屋利用の場合の追加代金（各コースごとに異な

ります）・超過手荷物料金・飲み物代、クリーニング代、電報電話

料、ホテルのボーイ、メイド等に対する心付・追加飲食代その他

個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、サービス料・・日本

国内における自宅から集合／解散場所までの交通費、宿泊料・

希望者のみ参加するオプショナルツアーの代金・お客様の傷害・

疾病に対する医療費、日本国内の空港施設使用料

〔旅行契約内容・代金の変更〕

当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することが
あります。詳しくは、「条件書」によります。

〔取消料〕

お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することが
できます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取
消の場合も下記取消料をいただきます。

〔当社の責任〕

当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を賠

償いたします。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または重大

な過失がある場合を除きお１人15万円までとし、損害発生の翌日から

起算して１４日以内に通知された場合）その他は「条件書」によります。

〔特別補償〕

当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然

な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害につ

いて補償金及び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔旅程保証〕

旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更の内容

に応じて変更保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。

〔お客様の責任〕

当社はお客様の故意または過失、法令もしくは功序良俗に反する行為

により当社が 損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。

〔最少催行人員〕

日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあり

ます。ただし、この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２

１日目(日帰り旅行の場合は２日目)にあたる日より前に通知いたします。

〔現地手配代行者との連絡方法〕

添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最終

日程表に明示します。

旅行条件（要約）

解除時期など 取消料

旅行開始日の前日
からさかのぼって

３１日目以前 無 料

３０～１５日目 ５０，０００円

１４～ ３日目 旅行代金の ２０%

旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の ５０%

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の１００%

■お問い合わせ・お申し込みは

㈱セブンカルチャーネットワーク 担当：関上・百瀬・野田

【１０月１２日までのお申込み】 電話：０３－６２３８－３０８５ ファクス ： ０３－６２３８－６９９４

【１０月１３日以降のお申込み】 電話：０３－５９４９－３８４５ ファクス ： ０３－５９４９－３８７５

〒171-8569 東京都豊島区南池袋１－２８－１ ＜営業時間 9：30～17：00 土・日曜日＝休業＞
観光庁長官登録旅行業第1870号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 ：倉西芳次
旅行業公正取引協議会会員

の旅行会社です。

お申込み用紙 【10月12日迄：ＦＡＸ ０３ｰ６２３８ｰ６９９４／10月13日以降 ＦＡＸ ０３ｰ５９４９ｰ３８７５】


