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心の豊かさを感じられる上質な旅づくり 

 

時間に追われ観光地を駆け巡るツアーは忙しすぎます。

ゆったりとした気持ちで旅を楽しみましょう。ベルテン

ポが得意とする旅は、少人数、臨機応変、美味しいもの

をちょっとずつ、笑いが絶えない、お互い様の気持ちを

旅をする…。そんな当たり前のことが当たり前に叶う旅

です。大手旅行会社では作れない、人肌を感じられる温

かみのある旅を、お客様の顔を思い浮かべながらひとつ

ひとつ丁寧に作ります。 

  旅を諦めている人の背中をポンと押す 

 

障害がある方や高齢の方が旅を諦めているとしたら、

その理由は３つあります。一つ目は「きっかけがな

い」二つ目は「必要な情報がない」三つ目は「必要な

配慮をサポートできるエージェントがいない」です。 

私たちベルテンポは、旅を諦めている人にきっかけと

勇気を与えられるような情報発信を行い、「旅の駆け

込み寺」としてご相談をお受けします。 

   長年、あなたが温めていた夢を叶える 

 

日々忙しくて温めていた夢をそのままにしていません

か。「こんな旅をしたかった」「ホームステイをいつか

したい」「小さいころからの憧れの国に行きたい」な

ど。夢を実現するために必要なことは二つ。ひとつは

「夢を叶える」と決めること。もうひとつは「それを口

にする」ことです。どうぞ、私たちにあなたの夢を教え

てください。最初の一歩からお手伝い致します。 

       未来への種を蒔く 
 

私たちはなぜ旅をするのでしょうか。自分が楽しみた

いから？想い出を創りたいから？ 

私たちベルテンポから提案があります。旅をすること

で未来にひとつ種を蒔きませんか？未来の日本を担う

子供たちに旅を通じて何かを感じて貰う。日本が恵ま

れていること、そして日本に足りないことを。私たち

は子供たちと旅を繋ぎ、合わせて社会への提言を行い

ます。そんな企画をぜひ応援してください。 
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お問い合わせは ＴＥＬ ０３-６２３１－１６９０ ＦＡＸ ０３－６２３１－１６９８ までお気軽に。 
 事務所不在時は留守電にメッセージをお願い致します。折り返しご連絡させて頂きます。 

カタログでご案内している旅は、くらぶベルテンポ会員様に向けてご提案する募集型企画旅行（主催会社はツアーにより異なります）及び受注型

企画旅行です。旅がお客様にとって最善の形になるよう、必要な配慮やご要望などをお伺いしながら心を込めてお作り致します。ご要望はなん

なりとお申し付けください。 

ベルテンポの旅にご一緒してくださる、新しい仲間をご紹介します。 

関野利恵（せきのとしえ）さん   

 

くらぶベルテンポの会員の皆さま、初めまして。関野利恵と申します。ベルテンポの高萩さんが日本

旅行勤務時代にアジア中国地域を担当されていたご縁で、添乗員として高萩さんが企画したツアー

のお客様をご案内させて頂いておりました。この度、ご縁があり、ベルテンポの旅の企画添乗をお手伝

いさせて頂くことになりました。私は今、既存のツアーの添乗業務も行っておりますが、とにかく忙しくて

駆け回るという表現しか思いつきません。ご高齢の方やお足元のご不自由な方でも、安心して疲れず

に旅ができる社会環境を作りたいとのベルテンポさんの考えに共感し、全力でお手伝いをさせて頂き

ます。先日、高知モネの庭のツアーにご一緒させて頂きました。（写真）「そうそう、私たち、こんな旅が

したかった」と頷きながらお客様と共に旅を楽しむことができました。ゆとりある時間配分、現地での天

候や体調による臨機応変な対応、初めてお逢いしたのに、まるで家族のように旅をする姿。思い描い

ていた旅の形、理想の姿がここにありました。私も微力ながら、このような素敵なツアーのすそ野がもっ

ともっと世の中に広がるようにお手伝いしたいと存じます。旅でご一緒させて頂きますことを、とても楽し

みにしております。どうぞ、よろしくお願い致します。 

関野利恵さん プロフィール チェ・ゲバラと同じ６月１４日生まれ ふたご座 血液型（B型） 

好きな国 イタリア、フランス、オーストリア（カンガルーがいないほう）、ニュージーランド 

行ってみたいところ チベット自治区  趣味 水晶の楽器、クリスタルボウルの演奏 

お客さまと感動や想い出を共有できるこの仕事が大好きです。どうぞ、よろしくお願い致します。 
（写真は高知モネの庭にて。左端が関野さんです。ちなみに右端の男性はモネの庭師さん） 

ベルテンポ    ２０１７年1月～6月 冬～春 
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新年会にご参加頂いたお客様の声 

 

汀屋さんは全室離れで露天風呂付き。時間を気にせず、温泉を楽しめます。お料理も会席で、目でも楽しめます。 

ベルテンポの新年会では富士山の雄姿を観られる確率が高いです。新年会に参加して再会する方も多く、 

その年の旅の予定の話をするのも楽しみの一つです。（千葉県・有田様 夫婦でご参加） 

 

汀屋さんはとてもいい宿ですね。足が悪く本物の温泉になかなか入れない私たちは、お部屋にお風呂があるのは、本当に助か

ります。1泊ではもったいないので2泊したいくらいです。（千葉県・佐藤様 夫婦でご参加） 

毎年恒例、くらぶベルテンポの親睦旅行です初めてベルテンポの旅に参加する

方も大歓迎。201７年の新年会は焼津へ。会員の佐藤様からお勧めいただい

た、静かで上品なお宿「汀屋」さんに宿泊します。東京駅の出発時間は遅めに設

定しており、遠方の方もご参加頂きやすいようにいたしました。 

マイカーなどでの現地合流のご参加ももちろんＯＫ。気軽に参加頂ける旅行で

す。ベルテンポの旅へご参加いただいたことのない方、長い旅行はまだちょっと自

信がない、と躊躇されている方にもぜひお勧めいたします。ベルテンポの旅のスタ

イルはもちろん、どんな方が参加されているのか、代表高萩はどんな人物か、ぜ

ひ参加してベルテンポの旅の雰囲気を感じてください。ベルテンポの旅には、お

ひとり様で参加されている方も大勢いらっしゃいます。おひとりでもどうぞお気軽

に。そして旅行中には、旅仲間や添乗員へ気軽にお声をかけてください。お客様

の中には、同じ世代、同じ境遇の方なども意外といらっしゃって、共通の話題に話

が弾んでいることもよくお見受けします。優しくて素敵な仲間が集まるくらぶベルテ

ンポの楽しい旅を、この機会に体験して頂ければ幸いです。 

 ２０１７年１月１４日（土）出発 お客様と祝う新年 

  西焼津 料理旅館 汀屋での新年会 ２日間 

ベルテンポが大切にしたい新年会 ツアーポイント 

 
ポイント１ お料理・温泉が素晴らしい汀屋での優雅な時間 

 
静岡県、焼津港に隣接した宿、汀屋さんは、ベルテンポのお客様が3年前の新年会で絶賛した 

お宿です。全８室、すべてのお部屋に露天風呂がついています。男女別の大きなお風呂も別に 

あり、チェックインしてから翌朝まで、何度でもお楽しみ頂けます。お足元の悪い方も温泉をお楽し

み頂ければと思います。お部屋にはすべてベッドが設置されています。食事はもちろん目の前の

焼津港から直接仕入れた海の幸。老舗料亭として焼津で長い歴史を持つだけあり、素材を生かし

た舌にも目にも嬉しいお料理が並びます。お楽しみに。お部屋は限定で6部屋のみを確保していま

す。車イスを使われている方に適したお部屋は限られますので、お足元の悪い方はお早めに参加

の意思を頂ければ幸いです。（男性のおひとり参加は代表・高萩と相部屋が可能です） 

 

ポイント２ パワースポットとして知られる焼津神社での参拝  

                      
焼津神社は1600年の長い歴史を持ち、御祭神は日本武尊（やまとたけるのみこと）です。日本武

尊がこの地で戦った際、敵に火を放たれたものの、草をなぎ倒して火の向きを変え勝利しました。 

この伝説から、この地は「ヤキツ」といわれるようになり、「焼津（やいづ）」という地名になりました。 

日本武尊の知恵と勇気と優しさを称え、お祀りをした焼津神社はパワースポットとして地元の人だ

けではなく全国から参拝客が訪れています。境内は段差もなく、駐車場から本殿までもすぐ目の

前です。お足元の悪い方もご安心ください。（本殿への昇殿のみ５段ほどの段差があります）   

                                                   

ポイント３ 三保の松原から新年の富士山を拝みます     

                                                                                                                          

3年前の新年会でも美しい富士山をご覧頂くことが出来ました。世界自然遺産に登録された三保

の松原から眺める富士山はひときわ美しく、すそ野までをご覧いただくことができます。 

浜辺は風が強いので、あたたかいお洋服をご用意ください。 

                                                                                                                 

ポイント４  気軽な1泊なので、旅慣れしない方にもお勧め                          
この企画はお気軽にご参加いただける1泊2日です。出発時間もゆっくりで土日に設定しましたの 

どうぞお気軽にご参加ください。新年会と言ってもベルテンポではカラオケや宴会をするわけではありませんので、騒がしいのが苦手な方に

はピッタリです。お食事を愉しみながら旅の話題に花を咲かせ、お部屋ではマイペースでお風呂などをお楽しみください。              

くらぶベルテンポ・ご入会方法 

 

くらぶベルテンポは「旅」を通じて、日々の生活やご自身の人生をより心豊かにしたいと考える人の集まりです。 

 

【会員になれる方】 

・旅好きでベルテンポの考え方に共感してくださる方 ・物質的な豊かさより心の豊かさを大切にしてくださる方。 

・未来の子供たちのために、日本をもっと良い国にしたいと一緒に考え、行動してくださる方。 

 

【会員になると】 

・ベルテンポのメール通信「旅のレシピ」をお届けします。  

・ベルテンポの旅のご案内をお送りします。 

 

【ベルテンポの旅行に参加できる方】 

・くらぶベルテンポ会員、賛助会員、パトロンの方ご本人と同伴されるご家族、ご友人の方。 

 

【会員の種類】 

 ①くらぶベルテンポ会員（無料会員）（メールマガジンと旅のご案内をお届けします） 

 ②くらぶベルテンポ賛助会員【Ａ会員・Ｂ会員】（上記に加え、『旅の情報誌』を年４回お届けします） 

 ③ベルテンポ応援会員【パトロン】（上記に加え、年１回、パトロン感謝の集いにご招待致します） 

 

【年会費】 

 ①くらぶベルテンポ会員 無料 

 ②くらぶベルテンポ賛助会員【Ａ会員/月1,000円 Ｂ会員/月2,000円】会費は年1回の一括払いのみです。 

 ③ベルテンポ応援会員【パトロン/月1万円】会費は年1回の一括払いのみとさせて頂きます。 

 

【入会方法】 

ホームページの会員申込みフォームからご登録を頂くか、入会申込書にご記入の上、ファックス又は郵送にて、 

当社宛にお送りください。折り返し、ご入会のしおりをお送りさせて頂きます。 

 

くらぶベルテンポは障害がある方や高齢の方、ご家族だけの会ではありません。旅が好きな方ならどなたさまでも 

ご入会頂けます。旅をする人だけではなく、旅を創る側の方（旅行会社、航空会社、ホテル旅館などに勤務される

方）や旅行観光業界とは関係がないという方も、ベルテンポの取り組みや考え方にご興味をお持ち頂けましたら、 

ぜひご入会頂ければ幸いです。皆様からのご入会をお待ちいたしております。 

ベルテンポの活動を応援してください 

 
ベルテンポは日本初の個人、家族のためのバリアフリー旅行会社として１９９９年に誕生しました。当時「障害者か

らお金を取るのか」「そんなことは福祉やボランティアでやることだ」と散々でした。民間企業が障害がある方や高

齢の方にサービス提供すること自体が受け入れられませんでした。時は経ち、私たちのような会社が必要とされてい

ることの理解が進み始めてはいますが今度は「同業者」さんが追随してきません。お客様からよく言われるのです。

「どうしてベルテンポさんのような会社が増えないのでしょうね。高齢化社会だと言うのに。」私はお客様に答えま

した。同業者さん『話を聴かせて欲しい』と後から後からいらっしゃいますよ。この１８年でもう１００社以上い

らっしゃったのではないでしょうか。でも話を聴いて、皆さん腰が引けて帰ってしまわれます。理由はただひとつ。

面倒くさいからやらないのです。それが正直なところです。業界では手間をかけずに楽をして売り上げが伸びること

をやろうとします。数が欲しいのです。１万人とか１０万人とかです。ベルテンポのようにお客様をひとり、ふたり

と指を折って仕事をするような奇特な人間は、私たちの業界では変人としか思われていません。 

でも、私はベルテンポが経営できている間は、お客様が「お前たちの会社は必要だ」と言ってくださっているのだと

信じて仕事をしています。私が本当にやりたいことは福祉でも介護でもない、当たり前に誰もが普通に旅が出来る社

会環境を作ることです。ベルテンポは民間企業ではありますが、利益を追求し最大化するというスタンスではなく、

社会に向けて「もっと普通の国になりましょう」「障害があっても年を重ねても、当たり前のように旅が出来る社会

を作りましょう」と強いメッセージを発信し、誰もが住みやすく暮らしやすい当たり前の国になるように、旅を通じ

て、日々『活動』をしているのだとお考え頂ければ幸いです。もしも、私たちの趣旨にご賛同を頂け｢応援するよ｣と

言ってくださる方は、ぜひ「くらぶベルテンポ」にご入会頂き、ベルテンポの背中をポンっと思い切り押してくださ

い。１０年後、２０年後かも知れませんが、未来を担う子供たちが社会人となり、日本を支えてくれる頃にはきっと

良い世の中になっていることを信じて、ベルテンポは皆さまの先頭に立ち、小さな種を社会に巻いてまいります。 

どうぞ、よろしくお願い致します。                          高萩 徳宗拝 



旅の世界観をお客さまと共有したい 

 〈ベルテンポの旅倶楽部・ご入会のお誘い〉 

 
いつもベルテンポの旅を応援してくださっているお客様、そして初めてこのカタログを手に取って下さった 

方へ、このご縁に心から感謝します。ベルテンポは旅を諦めている人の夢を叶える旅行会社です。 

様々な理由で旅を諦めてしまっている方や、小さな子供さんがいたり、仕事が忙しかったりして、旅を諦めか

けている人にきっかけを提供しその夢を叶えて頂きたい。 

そんな想いで会社を設立し、２０１８年には創業２０周年を迎えます。 

 

「旅を諦めている」の定義 

私たちが提供しているサービスは、旅行の企画や手配はもちろんのこと、「あなたも旅に行けますよ、諦めな

いでください。旅をすると楽しいですよ」というきっかけです。障害がある方は「体に障害がある」から 

旅行に行けないのではなく、旅をするきっかけがないから旅行に行けないのです。「きっかけ」が旅のスター

トラインだと考えれば、ベルテンポは障害がある方やご高齢の方だけのものではありません。子育てが忙しく

て旅行どころではないお母さん、毎日が残業で家族旅行が出来ないお父さん。親を施設に預けているから 

｢旅行なんてなかなかね｣という熟年女性。子供が学校に行けなくてどうしたらいいかわからない親御さん。 

そう、誰だって気軽に旅が出来る訳ではないのです。 
 

もうひとつの旅の「あきらめ」 

実は、この原稿はカナダのケベックシティのホテルで書いています。今回、ご一緒させて頂いているお客様

は、８９歳のお母様と娘さん、お二人だけの旅行です。自由気ままにその日の気分で旅を楽しんでくださって

います。娘さんが高齢の親御さんを連れて旅をしたいと思ったときに、忙しい団体ツアーではついていけず、

かと言って個人でチケットやホテルの手配をし、土地勘のない国に旅行をするのは不可能です。 

つまり「団体ツアーでは旅行をしたくないのだけど、個人旅行は得意ではない」方が安心して参加できる旅行

がないのです。旅を諦めてしまう、もうひとつの理由は「自分たちのライフスタイルに合った」旅が、世の中

にほとんど存在しないからなのです。 
 

高級でも豪華でもない、本当の意味での贅沢さは「心豊かな旅」をすること 

あなたは「贅沢」をどう定義しますか。スイートルームでの宿泊、ミシュランに乗っているレストランで 

食事、リムジンでお迎え、ラウンジで高級ワインを傾ける…。ステータスとしての贅沢を否定はしませんが、 

私たちは違う定義をもっています。それは「心の豊かさを感じる旅」であること。急かされることなく、 

心にゆとりを持って土地の魅力を感じ、地元客で賑わうレストランで好きなものをオーダーする。 

自分のための小さな買い物をする。１０年経っても２０年経っても「あの時は楽しかったですね」と、懐かし

めるような、そんな旅をする。それことがまさに「心が豊かになる贅沢さ」だと考えています。 

 

旅を通じて、お客様と世界観を共有したい 

私たちは「そうそう、こんな旅がしたかった」とおっしゃって下さる方と世界観を共有し、物質的な豊かさで

はなく、心の豊かさを感じる旅を創りたいのです。お客さまと共有したい世界観は『旅を前向きに楽しむ』

『旅でお世話になる土地や人への尊敬』『お互いさま』『郷に入っては郷にしたがえ』『心のバリアを取り除

こう』『社会のルールを守る』というような基本的なことです。２０年近く会社を経営し誇れることがあるな

らば、それは添乗日数でも訪問国数でもなく「素晴らしいお客様」と旅をご一緒していることです。 

ベルテンポのお客さまさは素敵な方ばかりです。前向きにお互いを思いやり旅を成功に導いて下さるのです。 

「会員制旅行倶楽部」と言う緩やかなコミュニティの中で「旅を良いものにする」ために全員が力を合わせて

同じ方向にベクトルを向ける。このシンプルな法則に共感して頂けるならこれほどの喜びはありません。 

私たちは小さな会社ですが、だからこそ社会に必要とされる旅が作れると信じて活動をしています。 

私たちにご興味をお持ち頂けましたら、旅倶楽部「くらぶベルテンポ」にぜひご入会ください。 

年齢やお住まい、障害の有無などは一切関係ありません。 

 

いつか、あなたさまと旅の空でご一緒できます日を心待ちにしています。 

ベルテンポ・トラベル・アンドコンサルタンツ  

代表取締役 高萩徳宗 

☆ 出発日     

   ２０１７年１月１４日（土）～１５日（日） ２日間 

      

☆ 出発地    ＪＲ東京駅 

   

 

☆ 参加人数  最大１0名様程度 

 

☆ 添乗員   東京駅より同行いたします（高萩） 

 

☆  旅行参加費用   お一人様   ９０，０００円 

 （本館利用の場合、6千円～8千円追加です） 

★ １人部屋利用追加代金   ４０，０００円追加 

★ 現地集合・解散参加費用  ８２，０００円  
 

 

【上記費用に含まれないもの】 

  

集合場所までの往復交通費・1人部屋利用追加 

代金・日程記載以外の食事代・食事時の飲料代 

日程記載以外の観光入場料・拝観料金 

国内旅行傷害保険料・個人発生費用 

 

★ お申し込み締め切り期限：１２月２５日まで 

★ 現地での移動・観光はジャンボタクシー利用を

予定しています。 

 

 

1日目 

 

 

１０：５６  ＪＲ東京駅 出発 

１１：１６  ＪＲ新横浜駅 出発 

         ↓こだま649号利用予定 

１２：２３  ＪＲ静岡駅 到着 

         到着後、到着後、専用車にて丁字屋へ。 

１３：００   食事場所 丁字屋にて昼食予約   

 

１６：００   旅館 汀屋 到着   

        お部屋数の少ない旅館なので、大浴場、貸し切り風呂もゆっくりと 

        ご利用頂けます。夕食のお時間までゆったりとお寛ぎ下さい。 

１８：００   ご夕食（テーブルのお席です。）          

【焼津温泉 汀屋 宿泊】 ≪朝：－ 昼：○  夜：○≫ 

2日目 

 

 

１０：００  汀屋 出発 

       専用車にて、焼津神社へご参拝 

海の幸のお買い物＝場所未定 

１２：００  焼津 昇利にてお寿司の昼食をいただきます。 

ご昼食後、三保の松原へ移動  

 

１４：００  三保の松原 到着（散策・お茶休憩） 

１５：００  三保の松原 出発 

１６：００  ＪＲ静岡駅 到着 

 

１６：４８ 出発  ＪＲ静岡駅 出発 

              ↓こだま６６４号利用予定 

１７：５８ 到着  ＪＲ新横浜駅 到着 

１８：１７ 到着  ＪＲ東京駅 到着 

≪朝：○ 昼：○  夜：ー≫    

漁港が目の前の料理旅館 汀屋  ～全客室露天風呂つき～ 

 

焼津港にほど近い全８室の静かなお宿「汀屋」さんは、庭と海、そしてお部屋が一体と

なったような素敵な造り。すべてのお部屋に露天風呂がついていますので、気兼ねなく

のんびりと温泉をお楽しみいただけます。お湯はツルツルになると評判の焼津黒潮温泉

です。 
 

◆館内のいたる所から焼津港の碧い海をご覧頂けます。心触れ合うサービスと温かい 

 おもてなしで、安らぎの時間をお過ごし頂けることでしょう。当日は早めにチェックインし  

 ますので、心ゆくまで滞在をお楽しみください。 

 

◆お部屋は、ベッドのあるタイプのお部屋をご用意しています。 

 各部屋、それぞれ趣の異なる和洋室タイプのお部屋です。お部屋の選択はベルテンポに  

 お任せ下さい。（写真右 一番上 お部屋の様子・参考までに） 

 

◆館内はバリアフリーに配慮されており、段差はほとんどありません。車イスやシャワー 

 チェアーが必要な場合はホテルの備品をお借りできますので、事前にお申し出下さい。 

 

◆すべてのお部屋に露天風呂がありますので、ゆっくりと温泉を楽しめます。   

 

◆館内には、2カ所の貸し切り風呂がございます。もちろん、黒潮温泉です。 

 無料でご利用頂けます。（写真右 上から２・3枚目）                                                                         

   

◆地元の新鮮な海の幸と野菜を使ったお食事を戴けます。地酒も揃っていますので、 

 食後にグラスを傾けながら語らうのもいいですね。 



南半球の小さな島国、ニュージーランド。面積は日本の４分の３ほど。人口は 

４４９万人。参考までに日本は1億２千万人・・・。ちなみに羊は3126万頭いる

そうでニュージーランドでは人より羊が7倍多い計算になります。人は見かけな

くても羊はよく見かけます。日本と同じく南北に長い島国ですが、南島から 

南極大陸までは2600キロほどしか離れていません。ニュージーランドでは南

は寒く、北が暖かいのです。ニュージーランドが愛される理由はいくつもありま

すが、大自然がすぐ手が届くところにあり、日本と同じような四季があり、街に

は花がいっぱい咲いており世界の箱庭とも呼ばれる美しさ・・・。どちらも向いて 

カメラのシャッターを切っても絵になる。そんな魅力に惹かれるのではないで

しょうか。今回のベルテンポの企画では、クライストチャーチを起点に世界一

の星空と称されるテカポ湖畔、そしてワナカ近郊、ヴィクトリア女王にふさわし

いと名付けられた街、クイーンズタウン。それぞれ異なる趣の３つの湖畔に泊

まる９日間の旅です。日ごろの日本での喧噪からちょっと離れたいと考えてい

るあなたにぴったりのプランです。大自然の美しい風景と美味しい空気をたくさ

ん受け取って、日ごろの疲れを癒しにニュージーランドにでかけませんか。おひとり参加や小さなお子様を連れての家族旅行、ご高齢の方、

杖や車イスを利用される方など、どなたさまでも歓迎いたします。今まで「ニュージーランドには行ってみたかったけれど、行くチャンスがな

かった」というあなたさま。ぜひ、この機会にご一緒しませんか。 

この旅の大きな魅力が「エッジウォーターリゾート」で２連泊することです。現地手配会社から５部屋を仕入れることが出来ました。 

参加を希望される方、参加したいとお考え頂けるお客様は「参加の意思」をぜひお知らせください。予約金や申込金は現時点では不要で

す。キャンセル料もまだ掛かりません。（希望の方がいない場合、早めに部屋を返却しなければなりません）ご協力を頂けますと、 

とても助かります。まずは、「行きたい！」と挙手をお願いして頂ければと思います。 

   ２０１７年２月２７日（火）出発 夏のニュージーランド ７泊９日間 
世界遺産にしたいテカポ湖の星空と湖畔ホテル、クイーンズタウン・クライストチャーチ 

        ベルテンポ・ニュージーランド 旅の特徴 

 

 1．夏の終わり。爽やかな風が吹き抜ける、ニュージーランドのベストシーズンを旅します。 

 ２．世界一の星空と称されるテカポ湖畔で星空観察を楽しみます。 

 ３．湖畔のリゾートホテルに宿泊。素敵な宿です。 

 ４．可愛らしく美しい街、クイーンズタウンにも宿泊。お買い物や街歩きも楽しみましょう。 

 

 

とっておきの場所へご案内します 

テカポ湖畔の星空 

世界で一番美しい星空と称されるテカポ湖畔。自然光がなく空気が澄んでいるので、お天気が良け

れば見事な星空がご覧頂けます。現地でオプショナルツアーも開催されていますが、湖畔にでるだけ

でも、充分に星空をご堪能頂けると思います。 
 

ワナカのエッジウォーターリゾート 
日本人だけでなく世界から人が集まるリゾート、ワナカに「エッジウォーターリゾート」があります。 

ここには私たちがイメージするニュージーランドの風景が期待を裏切らずにご覧頂けます。 

今回のツアーではワナカに２泊。贅沢な「何もしない時間」をお楽しみ下さい。 
 

クイーンズタウン 

周囲の山々に囲まれた美しい町並みが「エリザベス女王にふさわしい」とクイーンズタウンと名付けら

れました。ワカティプ湖畔の小さな町ですが、蒸気船の遊覧や湖畔の散策、お買い物などを楽しむ 

ことができます。駆け回らずにのんびりと過ごしましょう。 

花いっぱいのクライストチャーチを散策 
クライストチャーチはガーデンシティーと呼ばれ、ゴシック方式の重厚な建築物や緑豊かな公園があち

こちにあります。大聖堂が街のシンボルでしたが、2011年の大地震で崩壊してしまいました。その大聖

堂が取り壊された後、2013年に紙の仮設大聖堂が建てられたのですが、設計は日本人建築家の坂

茂さん。新しく建てられた紙の大聖堂はぜひ見学しましょう。400人は入れるという素敵な大聖堂です 

（写真左上の聖堂） 

マウントクックの遊覧飛行について 

マウントクックはクイーンズタウンから車で片道４時間半、飛行機で４５分です。本体ツアーに入れると

強行軍になってしまいますので、希望者のみとさせて頂きます。ご希望の方にはオプショナルツアーと

して日程7日目に参加できるよう段取りを組ませて頂きます。手配はお任せ下さい。（費用別途） 

カナダ ケベックとナイアガラの滝・トロント Part２ 
 

「高萩さん、カナダは寒いですか？暑いですか？」いちばん困る質問ですが、お客様がいちばん知りたいことでもあ

ります。出発1週間前から天気予報とにらめっこしても正解は判りません。今年は９月に２回、カナダを訪問しました

が第一回は暑くて暑くてバテバテでした。２回目のカナダはトロントに降り立った瞬間「寒っ」が第一声。雨が降っ

たりやんだりのお天気で部屋では暖房と暖炉を入れることに。それでも上手に雨をかわしながらナイアガラとトロン

トの観光を楽しみました。 

ナイアガラでは私も初めての「ホーンブロア号２階デッキ最前部」にお客様共々挑戦。８９歳のお客様が船に乗り込

んた後、車イスから立ち上がり２階へ向かう姿を見て船のスタッフが固まっていました。もちろんお客様共々びしょ

濡れ。レインコートなど何の役にも立ちません。（乗船場所により濡れない場所もありますので、ご安心ください）

冷え切ったびしょ濡れの洋服を乾かしにホテルに戻り、そのまま深夜まで寝てしまいました。 

トロントでは「お買い物」。イートンセンターに巨大なユニクロがオープンし、行列ができていましたが、私たちは

その隣の「ROOTS」へ。ROOTSはカナダ・トロントから世界へ飛び立ったブランドです。お客様は双子のお孫ちゃん

のお土産を探して真剣な表情。女性スタッフが「どなたの洋服をお探しですか？」と聞くので、えーと、お孫ちゃん

が双子で、と言おうとしたら「ニース（姪っ子）？」「シスターズドーター？」。そう、お孫さんがいるようにはと

ても見えなかったので、そうそうニースとごまかしました。でも、さすがにあなたの娘さん？ではなかった。 

生後１３か月の洋服を探していたので。母娘と私、高萩３人のまさに珍道中はケベックまで続きました。 

  （写真左から、ずぶ濡れホーンブロア号・ナイアガラオンザレイクのアフタヌーンティ、トロントで食べた巨大ロブスター） 

お客さまの声  
ベルテンポの旅に参加されたお客様から頂いたお声を一部ですがご紹介させて頂きます。 

お客様から頂く旅のお声は私たちの仕事の励みです。小さなことでも結構ですので旅をしてどんなことを感じたか、何が印象に残った

かなどをお知らせ頂けましたら元気１０倍、勇気百倍です。本当にありがとうございます。 

ナイアガラの迫力、トラディショナルなケベック、騒々しいトロント。色々なカナダが見られたこと、そして気の合う方

と一緒だったことが良かったです。行く先々で予想外のことが起き、本当に楽しい思い出です。 

印象に残っているのはケベックシティのガイドツアー。２階建てバスからの景色と風景、ナイアガラの滝は自然の素晴ら

しさに感動。ホテルの部屋から日没、日の出のナイアガラが素敵でした。夜の真っ暗な中を歩いているとき、ふと上流の

水をみて、すごい水の恐怖を感じ、あれは今思い出してもちょっとすごかったなと。昼と夜のナイアガラを本当の意味で

堪能したのは、きっと私たちだけですね。とっても充実したいい旅でした。トロントのアイランドウォーキングでKさん

が「まだかしら」と聞かれ、看板に「あと２．５キロ」と書いてあるのを言えませんでした。きっと高萩さんも言えませ

んでしたよね。今、思い返しても良く歩きました。私はそういうのが楽しかったです。よく食べ、良く歩き、よく飲み、

よく寝られた旅でした。お世話になりました。            

                               （カナダの旅に愛知県からご参加のS様・女性） 

あこがれのスイスの旅。気配り頂いて存分に楽しませて頂きました。空気を胸一杯に深呼吸、石造りのセガンティーニの

家の屋上から画家の目線と同じ位置から眺めた木立の緑の深さを忘れません。倉敷大原美術館に再び行って、セガン

ティーニをゆっくり鑑賞したい、そんな気持ちになりました。      （スイスの旅に岡山県からご参加 女性） 



 

 

２０１６夏の旅 ツアーレポート 
旅先を選ぶ際に「行ったことがないから」「もう何十年も前に行った切りだから」と言うお考えがあると思います。

初めての土地を訪ねるワクワク感は何ものにも替えがたいですし、何十年前に「修学旅行で行った」など、どこに 

泊まったかやどこを見たかなんて全く覚えていないのに、友達と語り合ったことだけを鮮明に覚えていることもあり

ます。私たちベルテンポでは１０年後、２０年後に「あの時、大雨が降って大変でしたよね」とか「道を間違えて歩

きに歩きましたねー」など、お客様と語り合えるような、そんな旅を積み重ねて行きたいと考えています。会員の 

皆さま、おひとりおひとりの人生の想い出に深く刻まれる旅をこれからも目指します。よろしくお願いいたします。 

ベルテンポ・トラベル 代表 高萩徳宗 

北海道・函館と弘前の旅 
 

函館と弘前。どんな繋がりがあるの？この企画、本来は『北海道新幹線開通記念函館ツアー』だったのです。 

ところが、東京―函館は新幹線で４時間超。ご高齢の方は「飛行機で行けば1時間で着くのに」と当然思うわけです。

参加を希望されるお客様から「北海道新幹線にはこだわらないから」と心強い？お言葉を頂き、函館までひとっ飛

び。ベルテンポでお馴染みの松本タクシーさんと共に楽しい時間を過ごしました。翌日は暴風雨。松本さんのご提案

で急きょ江差まで遠征することになりましたがニシン蕎麦は絶品。あの蕎麦を食べるため江差まで一日かけて行く 

価値があります。帰り道にはこれまた急きょ、ラッキーピエロ総本店に立ち寄り。3日目、北海道新幹線に新函館北斗

から新青森まで乗り、北星交通さんのご案内で弘前のりんご園や教会を訪ね、アソベの森で1泊。ここアソベの森、 

豪華さはありませんが落ち着いて清潔なとても良い宿です。温泉も食事も良かったです。今度はこのホテルに滞在し

たいとのお客様の声。また、ゆっくり訪問しましょう。 

ご参加頂きました皆様に心からお礼申し上げます。 
 

（写真左から、いさりび鉄道、やまげんのニシン蕎麦、ラッキーピエロ、岩木山） 

カナダ ケベックとナイアガラの滝 Part１ 

 

秋の東カナダは見どころを絞り、駆け回らず地に足をつけてゆっくりと滞在する。そんな旅を作りました。 

ケベックシティは中世のヨーロッパを思わせる美しい街並み。初日は２階建てのオープントップバスで乗り降りせず

に楽ちんの市内観光でした。風があまりに心地よくて３時間以上乗ってしまいました。翌日は現地ガイドさんによる

徒歩での観光。お天気が良すぎてちょっと暑かったのですが、時間を掛けて自分の足で歩くと、バスから見るのとは

異なる風景を肌で感じることができました。ナイアガラでは滝が見えるお部屋に３泊。２４時間、滝と一緒です。朝

日、虹、夕日、ライトアップとお腹いっぱいになるまで滝を満喫しました。最後の１日はトロントへ。私も初めて 

上陸したトロントアイランドでは、よもやお客様を延々と歩かせてしまい、とても申し訳ないことをしました。 

最後の夜はお客様のご希望でカナダ名産のロブスター。大きな、そしてフレッシュなロブスターをぺろりと平らげま

した。ケベックは本当に素敵な街です。住民が誇りを持っているのが判ります。そして圧巻のナイアガラの滝は厳寒

の冬に再訪してみたいです。凍ったらどんなことになるのでしょうか。広いカナダは季節を変えて何度でも訪れて 

頂きたい素敵な国です。また趣向を変えた旅を企画致します。ご参加頂きましたお客様、ありがとうございました。 

 
 

（写真左から、ケベックシティ・シャトーフロントナック、オープントップバス、ナイアガラの滝にかかる虹） 

出発日 ２月２７日出発 ７泊９日間 

募集定員 １０名様 最少実施人員４名 

添乗員   同行します 

利用航空会社 ニュージーランド航空 

旅行費用（エコノミークラス利用） 

おひとり様 688,000円 

１名１室利用追加代金 ９０，０００円 

空港税と燃油サーチャージは別途 

プレミアムエコノミー利用は３０万円～３５万円追加 

ビジネスクラス利用は５０万円～６０万円追加 

※手配リクエストのタイミングで価格に変動あり 

費用に含まれるもの 成田―現地往復航空運賃、

ホテル７泊（朝食６回）、現地移動の交通費、観光

施設入場料、 添乗員同行費用、特別保証規定に

関わる保険料 

費用に含まれないもの 朝食以外の食事（昼食、夕

食）、お飲み物代、現地で新たに発生した観光施設

入場料、移動交通費など 個人的な経費（飲食、お

土産）、任意の海外旅行保険 

フライトスケジュールや観光箇所、順序については

今後、変更の可能性もございます。お申込みを頂き

ました方には個別にご連絡させて頂く他、変更の際

はベルテンポホームページでご案内いたします。 

ホテルを厳選。旅の快適さはホテルで決まります！ 

 

 

テカポ湖畔 Peppers Bluewater Resort   

       （レイクビューのお部屋を確保しました） 

 

世界一美しい星空と形容されるテカポ湖畔に建つホテル「ペッパー・ブルーウォー

ターリゾート」。貴重なお部屋を確保しました。良き羊飼いの教会からも徒歩で10

分です。晴れていればお部屋からでも星空を満喫できますが、解説付きのオプショ

ナルツアーなどもあります。（費用別途）ご希望の方は出発前にお申込みください。 
 

ワナカ The Edgewater Resort  
 

ニュージーランドらしい風景を上品なホテルから堪能頂き

たい。そんな想いで手配したのがワナカにある 

「エッジウォーターリゾート」。世界の観光客から高評価を

受けているのは、部屋を出るとすぐに湖畔に出られる 

ロケーションであること。もちろん、ホテルスタッフのホスピタ

リティや美味しいワインや食事など、快適な滞在が約束さ

れているからでもあります。 

 ニュージーランド２月のの天気と服装 

 

この時期の昼間の平均気温は約２０～２５度前後、夜は 

１０度前後となります。昼間は半そででも良いくらいですが、

朝夕は上着が必要です。 

ニュージーランドの2月は日本の秋と考えてください。 

特に山岳部では朝晩かなり冷え込むこともあります。 

飛行機の機内も寒いです。防寒と乾燥対策を忘れずに。

紫外線が強いので、サングラスや帽子はお忘れなく。 

雨量はクライストチャーチやクイーンズタウンは少ないので

すが、マウントクックは天候が急変することもあります。 

ニュージーランドのバリアフリー 

 

クライストチャージまでのフライトは１２時間以上かかります。ビジネスクラス

やプレミアムエコノミーの手配も承りますので予算があえば、是非、ご検討く

ださい。現地で移動に使用する車はミニバンと呼ばれる9～１２人乗りの車

両です。 

乗降の際ステップが、２段ほどあります。ホテル

のお部屋は通常の洋室です。日本よりは、はる

かに旅行しやすい環境にありますが、必要な配

慮がございましたら、どうぞ遠慮なくお気軽に 

お問合せください。 

1日目 

 

 

１４：４０ 成田空港 出発 〈ニュージーランド航空９４便〉 

空路、オークランド乗り継ぎにてクライストチャーチへ（機内食２回） 

                                機中泊 ≪食事：×機機≫ 

2日目 

 

 

０８：２５ クライストチャーチ空港 到着。着後、簡単なクライストチャーチ観光。 

午後、専用車にてテカポに向かいます。（２４５キロ・３時間半）夜の星空ツアーは結

構冷えますのでご無理のないように。ホテル周辺からでもお天気が良ければ星はよく

見えます。                          テカポ泊≪食事：○××≫              

3日目 テカポから美しい風景の中をドライブしながらワナカへ移動します。 

 （200キロ・３時間）ワナカでは湖畔の素敵なホテルに宿泊します。 

                  ワナカ エッジウォーターリゾート泊 ≪食事：○××≫                              

4日目 今日は湖畔の至福のホテルでのんびりとお過ごしください。湖畔を散策するも良し、 

クルーズ船を楽しむもよし。ゆったりと贅沢な時間を愉しみましょう。 

ワナカ エッジウォーターリゾート泊 ≪食事：○××≫ 

5日目 専用車でクイーンズタウンに移動します。（７０キロ・1時間） 

到着後、ビクトリア女王にちなむ湖畔の美しい町並みを観光します。お買い物も楽し

みましょう。                    クイーンズタウン泊 ≪食事：○××≫ 

6日目 クイーンズタウンの街を散策します。お買い物も楽しみましょう。 

マウントクックの日帰りオプショナルツアーをご希望の方はこの日に実施可能です。 

                           クイーンズタウン泊 ≪食事：○××≫ 

7日目 空路、クライストチャーチへ。着後、クライストチャーチ市内観光 

坂茂氏設計の紙の大聖堂などを見学します。 

                          クライストチャーチ泊 ≪食事：○××≫ 

８日目 オークランドへ移動します。セーリングを楽しむ予定です。 

                             オークランド泊 ≪食事：○××≫ 

９日目 ０９：５５ オークランド発 〈ニュージーランド航空９９便〉 

空路、帰国の途へ。 １６：４５成田着 着後、解散です。 

※飛行機の時刻は変更になる場合がありますので、参考としてご覧ください。 



 ２０１７年４月１７日出発 暮らすように旅するイタリアの旅 ７泊９日間 

    イタリア通の女性添乗員と旅するフィレンツエ・ローマ 

イタリアの魅力は誰もが認めるところですが、通常の団体ツアーでは

イタリアを南北に縦断するツアーが多く、じっくりと腰を据えて街を知

ることはできません。この企画ではイタリアが好きで好きでたまらない

女性添乗員の関野利恵が、迷うことなく選んだ2都市、フィレンツェ

とローマにじっくりと腰を据えて旅をします。既存のツアーとは一味も

ふた味も違うイタリアを五感で堪能しましょう。手作りの旅ですので、 

観光箇所や見学時間がきっちり決まっているわけではありません。

出発前に「ここはぜひ行きたい！」と参加者の方から頂いたリクエス

トを反映することも出来ますし、現地でも臨機応変に対応致します。

途中自由行動、別行動も、もちろんOKです。「ツアーは好きじゃな

いけれど自分だけでイタリアに行く自信はない」とおっしゃる方はぜ

ひ、このイタリア手作りの旅に参加して、あなたの夢を叶えてみては

いかがでしょうか。 

 

この旅で訪れる都市の見どころと魅力 
 

美術館のようなフィレンツェの街 

中世の面影が今に残る街、フィレンツェは街中が美術館のようで、ただ歩いているだけ

で、幸せな気分になれます。ルネッサンス期にタイムスリップしたかのような街並みを歩

きましょう。どこにカメラを向けても絵になる風景です。到着翌日はまず、ウフィツィ美術

館に行きましょう。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ボッティチェッリ、ラファエロな

ど巨匠の作品が所蔵されています。フィレンツェには4泊します。見どころを厳選してご

案内しますが、あなたが行ってみたいところがあれば、遠慮なくおっしゃってください。 

小さな街ですので、その夢はきっと叶います。 

遺跡も芸術も楽しめるローマ 

古代ローマ時代の遺跡、宮殿、美術館など世界中の人々を魅了する観光スポットはも

ちろん、キリスト教の聖地バチカンがあることで有名です。ローマでは３泊して、円形闘技

場コロッセオ、キリスト教の教会建築としては世界最大級の大きさを誇るカトリック教会の

総本山、サン･ピエトロ大聖堂、スペイン広場などを時間をかけて回り、ローマの魅力を

体全体で味わいましょう。 

本場のイタリアンをぜひ！イタリア人が行くレストランへ。 

せっかかくイタリアへ行くのですから、とびっきり美味しいイタリア料理を堪能しましょう。こ

の人数だからこそ入れるお店に入り、地元の人に混ざってワインを傾けながらワイワイと

楽しみましょう。ピザ、パスタも、どのお店でも美味しいというわけではありません。奥が深

いのです。イタリアに８０回近く添乗している関野利恵がリサーチしたお店にご案内しま

す。ご期待ください。 

目利きな女性添乗員が自分が買いたくなるお土産＆お買い物 

皆さん、添乗員が買い物をしていると気になると思います。何度も来ているはずの旅の

プロが何を買っているのだろう…。この旅ではそんなお勧めのお土産を包み隠さずお教

えします。観光客向けではないお店に隠された名品が。高いお土産が良いとは 

限りません。安くて喜ばれるもの、そして自分や家族へのお土産を探しましょう。 

 

お足元の悪いお客様、ご高齢のお客さまへ 

このツアーは、延々と歩き回る訳ではありませんので、杖を使う方やご高齢の方でも安心してご参加頂けます。途中、多少の 

階段、段差などがございますが、一般のツアーでは忙しすぎると感じる方にはぴったりのペースです。ホテルは歴史的建造物を

改造しているため近代的ではありません。ご不便を感じる場面があるかと思いますが、そんなイタリアらしさを感じて頂ければ 

幸いです。バスの乗降がご自身では難しい方、ホテルのお部屋に配慮を必要とする方のイタリアツアーは、来年以降、別途 

企画を検討しますのでご興味がある方はぜひエントリーをお待ちしています。安心のバリアフリー・イタリアもぜひ企画したいと 

考えています。 

 ♦６月 雲のうえにあるホテル王ヶ頭ホテル 

          遅い春の美ヶ原高原を満喫する旅♦ 

・残雪のアルプス。６月中旬からはレンゲつつじが咲き乱れます 

・王ケ頭ホテルに２連泊して至福の時間を過ごします 

 企画の売りは王ケ頭ホテルの滞在、そして連泊することに尽きます。自然に包まれましょう。 
 

 

 ♦６月 佐渡・相川音頭と高山植物を愛でる旅♦ 

・６月初旬の週末に開催される佐渡・相川の京町音頭流し「宵乃舞」を鑑賞します 

・６月に鑑賞できる大野亀のトビシマカンゾウは圧巻です 

・ホテルは「ファミリーオ」に洋室があります。早めの手配を行いますのでご希望の方はご連絡を。 

 そして意外と知られていませんが佐渡は花の島。花が大好きな人には堪らない旅になるでしょう。 

 

 

 ♦７月 サロマ湖・ワッカ原生花園とオホーツクドライブ♦ 

・エゾスカシユリ、ハマナス、ハマエンドウなど夏の植物が開花するワッカ原生花園を探索します 

・サロマ湖が見えるホテル「鶴雅リゾート」に宿泊。足を伸ばすチャンスがない場所を旅します 

 小清水原生花園が有名ですが、その更に北にあるワッカ原生花園。知名度はありませんが、なかな  

 か見ごたえのある名所です。サロマ湖と一緒にお楽しみください。 

 

 

   ♦７月 小豆島と芸術の島・直島をあるこう！♦ 

・小豆島、寒霞渓（かんかけい）をロープウェイで鑑賞 

・アートの島、直島を散策。足が悪い方、歩くのが苦手な方でも楽しめる離島の旅を企画します。 

瀬戸内の魅力はやはり島旅です。のんびりと流れる時間に身を任せ、日ごろの喧騒を忘れる旅をしま

しょう。アートがすっかり定着した島、直島にご一緒したいと考えています。 
 

   

 ♦８月 夏のニセコで、涼しく過ごす。 

     話題のリゾートホテル｢木 ニセコ｣に滞在する旅♦ 

・２０１４年オープンの上品な滞在型ホテル『木 ニセコ』に２連泊します 

・札幌から買い物客が殺到する「道の駅ニセコ」でお買い物 

 せっかく北海道に行くなら、あちこち駆け回らずに一か所にじっくりと滞在して、心身共にリラッ  

 クスした時を過ごしませんか。観光地に行くだけが旅ではありません。 
                 

 

 ♦８月 白神山地の散策と不老不死温泉を満喫する温泉旅♦ 

・杖歩行の方、高齢の方でも無理なく楽しめる白神山地の散策 

・不老ふし温泉に宿泊。開放感溢れる露天風呂を満喫 

 

夏の白神山地で深呼吸をしませんか。ブナの森の優しさをぜひあなたにも感じて欲しいのです。 

旅番組で良く見る、不老ふし温泉も、一度は泊まってみたいですね。 

 

 ♦９月 本当に美味しいものを食べたい！ 

     熊本産直の旅 熊本の米農家＆牧場を訪ね、本物を買う旅 ♦ 

・産地に直接足を運び、良いものを作る人を訪ねる旅 体に良いものは美味しいを 

 体感します。 

 

 

行ってみたい旅行をアンケートに書いて下

さい。         詳しい案内は１



２０１７年のベルテンポ国内旅行は、大手旅行会社の団体ツアーでは絶対に行けない、出来ないプランをご用意致します。 

同じ場所を訪問するにしても、大型バスでは入れない、大人数の宿泊は出来ない、大人数では出来ない食事など、小規模

のグループだからこそ叶えられる旅の良さがあります。私たちは安い旅やお得な旅は作れませんが、本当の意味での贅沢

な旅をご提案したいと考えています。贅沢とは決して高級旅館に泊まり、料亭で豪華な食事をとることではありません。 

めったにできない経験や、個人旅行や団体旅行では行きにくい場所、予約が取れない食事処などを体験することです。 

私たちが、もしもお客さまの側だったら「そうそう、こんな旅がしたかった」と思うような、そんなプランをご提案します。 

２０１７年 国内企画旅行 ラインナップ 

  ♦３月中旬 五島列島 北端の小さな島を訪ねる旅♦ 

・観光地もコンビニもリゾート施設もない五島列島北端の「おぢか島」を暮らすように旅します 

・築１００年のデザイナーズ古民家に滞在（和室です）“何もない”が心地よい島です。 

 おぢか島をご存知ですか？もしもあなたがご存知だったら相当な旅の通か、島が大好きな人です。 

 ベルテンポ代表高萩はずっと昔、ひょんなことから訪れたことがあるのですが、日本の島の原風景がある、  

 小さな素敵な島なのです。こころがほっこりする、そんな旅をご一緒しませんか。 

 

 ♦３月末 春の京都桜巡り 人ごみを避けて桜を楽しみましょう♦ 

・人酔いしない、疲れない、歩かない京都  

・事前の桜鑑賞候補地から、当日、見ごろの場所にご案内します 

・京都に行きたいけれど混雑が苦手という方に最適のプラン 

ベルテンポでは定番の京都の春の旅ですが、京都癒しの旅、下戸さんのお力を借りて２０１７年も桜の 

季節に企画します。お申込み頂いた方のご希望やお体の様子で企画をアレンジできます。 

希望がある方はどうぞ、お早めにエントリーをお願いします。 

 

♦４月初旬 南阿蘇、熊本の桜は400年の間、春に必ず咲いてきました♦ 

・応援や支援ではなく観光客としていつもと同じように熊本を旅します 

・戦争も天災地変も見守った樹齢400年の一心行の桜や熊本城の桜など候補地から見ごろの桜を鑑賞 

・温泉に浸かり、地産地消の美味しい食事を頂きます 

 

 ♦４月中旬 八甲田 雪の回廊 ＆八甲田ホテルに泊まる旅♦ 

・高さ１０メートルにもなる雪の回廊。４月１日に開通する八甲田ホテル～谷地温泉間の８キロは、 

 積雪１０メートル近くの雪の回廊をご覧頂けます。八甲田ホテルの温泉と食事も楽しみです。 

雪の回廊、ご覧になったことはありますか？圧巻です。少人数で行けば臨機応変に見ごたえのある風景

にご案内できます。雪は自然現象なので当日の様子で最善のご提案をさせて頂きます。 

 

 ♦５月 静内の桜と帯広・憧れの北海道ホテル♦  

・毎年５月第一週に開催される、北海道静内の桜まつりで静内二十軒道路の桜を鑑賞 

・帯広の上品で快適な北海道ホテルにゆっくり宿泊 

北海道・静内の桜は知名度はそれほどありませんが、延々と続く桜並木は圧巻です。ゴールデンウィー

ク合間の平日で混雑を避けて企画をしたいと考えています。北海道ホテルもゆっくり泊まりましょう。 

 

 

 ♦５月 尾道、しまなみ海道♦ 

・レトロな街、尾道を無理のない行程で巡ります（坂や段差などもありますので可能な範囲で） 

・瀬戸内海を眺めながらしまなみ海道をドライブします 

尾道は良い街です。駆け抜けるのは勿体なさすぎます。坂や石畳もあるので、お足元が悪い方には大変

な場所でもあるのですが、歩かずに魅力を感じられる、ポイントを押さえた企画にします。 

☆ 出発日     

 ２０１７年４月１７日（月）～２５日（火） ７泊９日間 

      

☆ 出発地 新東京国際空港（成田）出発予定  

☆ 利用航空会社  アリタリア航空利用予定 

☆ 参加人数  限定１0名様 

☆ 添乗員   関野利恵が同行します。 

 

☆ 旅行参加費用    

 

 お一人様    ６５８，０００円 

 1名1室追加代金  上記に12万円追加 

空港税と燃油サーチャージは別途 

プレミアムエコノミーは２０万円程度追加 

ビジネスクラス利用は４０万円～５０万円追加 

※手配リクエストのタイミングで価格に変動あり 

費用に含まれるもの 成田―現地往復航空運賃、ホ

テル７泊（簡単な朝食付）、現地移動の交通費、観

光施設入場料、 添乗員同行費用、特別保証規定

に関わる保険料 

費用に含まれないもの 昼食、夕食、お飲み物代、現

地で新たに発生した観光施設入場料、移動交通費

など 個人的な経費（飲食、お土産）、任意の海外旅

行保険 

フライトスケジュールや観光箇所、順序については今

後、変更の可能性もございます。また、利用ホテルが

決定を致しましたら、お申込みの方には個別にご連

絡させて頂く他、ベルテンポホームページでご案内

致します。 

1日目 

 

 

１１時頃、成田空港 集合    １３：１５出発。空路、ローマへ。 

１９：００ローマ空港 到着 乗り継いでフィレンツェへ。（２２：４０着予定） 

深夜：着後、ホテルへ。 （到着は深夜になります）    【フィレンツェ泊】  

2日目 

 

 

【午前】 前日の到着が遅かったので午前中は体を休めましょう。 

ご希望の方はホテル周辺の散策にご案内します。 

【午後】 ウフィツィ美術館をゆっくり時間をかけて鑑賞します。 

                                   【フィレンツェ泊】  

 

3日目 
【終日】 ドゥオーモ、アカデミア美術館などをゆっくりと自分たちのペースで 

鑑賞しましょう。お疲れになったらいつでもホテルに戻って休むことができま

す。 

                                   【フィレンツェ泊】                       

 

4日目 

 

【午後】 ラファエロ・ピッティ宮殿内のパラティーナ美術館、サンマルコ国

立絵画館、サンタ・クローチェ教会などにご案内する予定です。  

【フィレンツェ泊】    

5日目 【午前】イタリア高速鉄道『イタロ」にてローマへ。（約２時間） 

着後、ローマ市内散策。コロッセオ、スペイン広場など。     【ローマ泊】   

６日目 【終日】ローマ観光 午前中は土曜日のみ公開されるコロンナ宮殿訪問。 

ローマの休日やオードリーヘップバーンのファンには必見の場所です。 

                                      【ローマ泊】  

 

７日目 

 

【終日】ローマ観光 団体ツアーとは違う、街に溶け込むように歩いて楽しむ

ローマの旅をご提案します。 滞在中、バチカンにも行きましょう。                                                   

                                      【ローマ泊】       

８日目 １５：２０ ローマ発 空路、帰国の途へ。 

                                       【機中泊】 

９日目 １０：３０成田空港 到着。 着後、解散となります。 

フライトスケジュールや利用便は変更となる場合があります。 

参考としてご覧ください。 

こだわりのホテル（利用ホテル一例ですが、このようなスタイルのこぢんまりしたホテルに滞在します） 

 

フィレンツェ・ホテル サンタマリア・ノヴェッラ 

 

サンタマリアノヴェッラ教会を望む屋上テラスを備えるエレ

ガントなホテルで、どのお部屋もシックでモダンなヨーロピ

アンスタイルです。大理石仕様のバスルーム、布をたっぷり

と使ったインテリアが贅沢な雰囲気を演出しています。フィ

レンツェで800年の歴史を誇る世界最古の薬局、サンタマリア

ノヴェッラは近くです。 

ローマ・ホテル マンフレディ スイート イン ローマ  

 

歴史的建造物を利用したわずか１８室の３つ星ブティックホ

テルで、古代ローマの宮殿を利用して再設計されています。

古いエレベーターは映画に出て来そうな芸術品。ロケーショ

ンは最高でローマ地下鉄スパーニャ駅とスペイン階段からす

ぐの場所にあり、観光や買い物から疲れたらすぐに戻ってき

“楽しく、幸せになる旅です” ～関野利恵からのメッセージ～ 

 
添乗員の仕事を長く続けていますが、イタリアは何度でも行きたい国、不思議な魅力に取りつかれてしまいます。 

どの街も素敵ですが、２都市を選んでとじっくり楽しむとすればフィレンツェとローマです。フィレンツェは街全体が美術

館のようで、歩いているだけでワクワクします。サンタマリア・ノヴェッラ薬局にも買い物に行きましょうね。 

ローマも３泊では正直時間が足りないのですが、欲張らずにテーマを絞って街歩きを楽しみましょう。行きたい場所があれ

ば、ぜひ事前にお知らせください。皆さまとご一緒できますことを楽しみにしています。 



日本人の憧れ、北欧。切り立ったフィヨルドと湖面、ストックホル

ムなどの美しい街なみ。そして家具や雑貨のセンスは日本人を

魅了します。今回の企画では、忙しくならないように行程に配慮

しながら、北欧３か国の魅力を満喫できるプランを作りました。 

 

ヘルシンキへから優雅なフェリーでバルト海クルーズを楽しみな

がらストックホルムへ。ムンクの故郷オスロへを経由し、旅の後

半は北欧の旅で外せないノルウェー屈指の観光鉄道、フロム鉄

道に乗車。作曲家エドヴァルド・グリーグがこよなく愛したホテル

ウーレンスヴァングに2泊します。何よりハダンゲル・フィヨルドが

近く景観も最高です。日本に帰りたくなくなる旅になりそうです。 

いつか北欧の旅をとお考えの方。ぜひ、ご一緒しませんか。 

   ２０１７年６月１３日（火）出発 美しい北欧の絶景を旅する ８泊１０日間 

    バルト海クルーズとストックホルム、フロム鉄道、フィヨルドの旅 

旅のお勧めポイント 
 

ハダンゲルフィヨルド 

ノルウェーには風光明媚なフィヨルドがたくさんありますが、中でも有名なのが、ハダンゲル・

フィヨルドです。フィヨルドのなかでも特になだらかで、牧歌的な風景が人々を魅了します。 

 

フロム鉄道 

ミュルダル駅でベルゲン線から分岐しソグネ・フィヨルド沿岸のフロム駅まで、 

壮大な滝や山の頂きを眺めながら、急勾配の細い谷の中を４０分ほどで走り抜けます。 

途中、ショース滝での停車中に記念撮影を行う時間もあります。 
 

作曲家、グリークの足跡を訪ねます 

ハダンゲルフィヨルドが近いウーレンスヴァングホテルには、グリークの作曲小屋が保存され

ています。グリークはここで曲の構想を膨らませたと言われています。また、ベルゲンには 

グリークが実際に住んでいた家があります。 
 

ヘルシンキ、ストックホルム、オスロ、ベルゲンの街並み 

私たちは北欧をひとまとめにしてしまいますが、それぞれの国、都市それぞれに文化があ

り、言葉も違います。出来るだけバスを降りて、街の息吹を感じ、人々の生活に触れる旅を

します。売店やレストランで、観光地で地元の人に話しかけてみてください。人と触れ合うこ

とが旅のいちばんの想い出です。 
 

 

このホテルに泊まりたい！ 
ウーレンスヴァングホテル（フィヨルドビューのお部屋） 

ハダンゲル・フィヨルドが目の前にあるこのホテルはグリークゆかりの地。 

作曲家グリークは度々この地を訪れて、目の前に広がる風景から曲のイメージを膨らませ

たといわれています。おだやか山々や緑広がる牧歌的な光景が、静かに心落ち着く時間を 

私たちに与えてくれます。あちこち動き回らずにホテルのお部屋やカフェでゆっくりとお寛ぎ

いただくことが、至福の旅の想い出となることは違いありません。 

※ホテルは限定６部屋を確保致しました。お申込みはどうぞお早めにお願いします。 

 

このクルーズが楽しみ！ 

バルト海クルーズ（ヘルシンキからストックホルムへの船中１泊の旅） 
 

日本人の船のイメージとはかけ離れたインテリア、ショップやレストランに驚きます。世界中

を飛び回るプロの添乗員さんが「このクルーズは楽しめます。すばらしいですよ」と絶賛。 

詳しくは特集ページをご覧ください。この船に乗るだけでも北欧の旅をする価値があります。 
 

★北欧のバリアフリーについて 
 

北欧はバリアフリーへの配慮はとても行き届いていますが、ベルテンポでは初めての企画となるた

め、移動の手段（バス・鉄道）については現在、現地と交渉中です。車イスを利用される方、旅程の

中で配慮が必要なお客様は可能な限り早めに「この旅に参加を検討している」旨、ご連絡ください。

安心してツアーにご参加頂けますよう、出来る限りの配慮をさせて頂きます。 

アメリカのマザーロード、ルート６６ 

 

ルート６６はイリノイ州シカゴとカリフォルニア州サン

タモニカを結んでいた国道で、ジャズの名曲のタイ

トルにもなっています。３７５５キロ（ちなみに日本列

島は全長３０００キロ）の大陸横断ルートはマザー

ロードとも呼ばれ、まさにアメリカ大陸のど真ん中を

走ることからさまざまなロマンが生まれた道路で

す。 

 

ルート６６はグランド

キャニオン近くを通

りますので、ぜひ雰

囲気を味わって頂

きたいのですが、映

画の舞台にもなった

セリグマンの街にも

立ち寄りたいと考え

ています。 

☆ 出発日     

 ２０１６年１１月１７日（木）～２５日（金） ７泊９日 

      

☆ 出発地     

   新東京国際空港（成田）出発予定  

☆ 利用予定航空会社   

   日本航空利用予定 

☆ 人数  ５～８名様 

☆ 添乗員  高萩徳宗が同行します。 

☆ 旅行参加費用    

 

お一人様   ６８８，０００円 

上記費用のほか、成田空港施設使用料、保安料

現地空港税、エスタ取得費用が別途必要です。                

☆ １人部屋利用追加代金 ９０，０００円 
 

ビジネスクラス、プレミアムエコノミーの利用は、ご希

望を頂いた後の手配となります。お知らせ下さい。 

 

☆ 上記費用に含まれないもの  

集合場所までの往復交通費・1人部屋利用追加 

代金・食事代（昼食・夕食）・食事時の飲料代 

海外旅行傷害保険料・個人発生費用 

 

昼食と夕食は旅行費用には含まれていません。 

現地でご希望をお伺いしながらアレンジします。 

 

ツアーの申し込み状況と利用ホテルについて 

 

カタログ印刷時点（10月7日）で３名様よりお申込みを頂き、ツアー実施が決定し

ています。杖を使い歩行される方、長い距離は歩くのが大変という方もお申込み

下さっています。少しでもご不便なく宿泊できるように、現地手配会社と打ち合わ

せを行いながら利用ホテルを決定致しました。当初予定の宿泊ホテル、 

宿泊箇所から変更がございますことをご了承頂けましたら幸いです。 

 

・ラスベガス：巨大ホテルが多い中で動線が比較的短い「モンテカルロ」 

・スプリングデール：館内で階段を使わずに移動可能な「マジェスティック   

            ビューロッジ」 

・ページ：この地域で評判が良く快適にご滞在頂ける「レイクパウエルリゾート」 

・グランドキャニオン・・・お足元が悪い方でも使いやすい「キャニオンプラザ」 
 

 ご希望やご不明な点があれば気軽にお知らせください 
 

 

「グランドキャニオンなんて、私でも行けるの？」とお考えの方もいらっしゃると思い

ます。絶景を周遊するこの旅はラスベガスを起点に車でひたすら大自然の中を 

ドライブします。スケールが各段に違い、日本ではできない経験が出来ます。 

 

アメリカの観光地はバリアフリーへ対応が進んでいますが、アンテロープキャニオ

ンは砂地を歩く場面があります。杖を使われる方はゆっくりであれば大丈夫です。

車イスは折り畳み式であれば専用車のトランクに積むことができますが、車両は

乗降の際にステップが２～３段ある大型のバンです。「私でも参加できるのかし

ら？」とお考えの方はお気軽にご連絡ください。現地の様子をお伝えします。 

 １１月のグランドサークルの気候 

 

グランドサークルは常夏灼熱のイメージですが標高は

ブライスキャニオンで２４００ｍ、グランドキャニオンで

も２１５０ｍあります。昼間の気温は１０度以下、夜は

氷点下になることもあります。富士山五合目や立山

黒部を晩秋に旅するイメージですので、ダウン、トレー

ナーなど防寒は必要です。グランドキャニオンの朝陽

鑑賞の際は帽子、手袋、携帯カイロなども必須で 

すが、そこまでしても見る価値は充分にあります。 

1日目 

 

 

※乗り継ぎ便で全国各地から集合可能（札幌、大阪、福岡など全国から） 

【夕刻】成田空港 １７：０５出発 空路、ロサンゼルス経由ラスベガスへ 

【夜】１８：０８ ラスベガス着 専用車でホテルへ。     

                    ラスベガス・モンテカルロ 泊 ≪食事：×機機≫ 

2日目 

 

 

【午前】 専用車にてバレーオブファイヤへ 

【午後】スプリングデールへ 

 

       マジェスティックビューロッジ・スプリングデール 泊 ≪食事：〇××≫               

 

3日目 

【午前】ブライスキャニオン国立公園へ 

【午後】レイクパウエルのベースキャンプ、ページの街へ移動します。 

 

レイクパウエルリゾート 泊 ≪食事：○××≫                              

 

4日目 

 

【午前】アンテロープキャニオン（アッパー）までナバホ族のガイドが運転するジープ

（ワイルドに揺れます）で訪問します。 

【午後】旅の途中での小休止です。ホテルでゆっくりお休みください。階段やハシゴが

大丈夫な方で、ご希望があればアンテロープ（ロウアー）にご案内します（費用別途） 

レイクパウエルリゾート 泊 ≪食事：○××≫ 

 

5日目 

 

ページからグランドキャニオンへドライブします。 

 

キャニオンプラザ・グランドキャニオン泊 ≪食事：○××≫ 

 

６日目 

今日はゆったり過ごすもよし、思う存分グランドキャニオンの景色を目に焼き付ける

もよし。グランドキャニオンを色々な楽しみ方で満喫しましょう。 

 

キャニオンプラザ・グランドキャニオン泊 ≪食事：○××≫ 

 

７日目 

映画『ルート６６』の舞台となったセリグマンの街に立ち寄りながらラスベガスに戻りま

す。古き良き時代のアメリカの雰囲気を感じましょう。 

ラスベガス・モンテカルロ泊 ≪食事：○××≫ 

８日目 【早朝】空港へ 

ラスベガス ０７：１５空路、ロサンゼルス０８；３８/１１：５５乗り継ぎ、帰国の途へ。 

 機中泊 ≪食事：×××≫ 

９日目 【夕刻】１６：５０ 成田着 

※乗り継ぎ便で全国各地へ（札幌、大阪、福岡など全国へ） 



再掲載！２０１６年１１月１７日（木）出発 グランドサークルの絶景を満喫！ 

      大自然を感じるロッジに泊まる旅 ７泊９日 

旅するからこそ見られる、グランドサークルの絶景がここにあります 

 

ユタ州とアリゾナ州にまたがるレイクパウエルを中心とした８つの国立公園と１０の国定公園からなる広大な地域をグランドサー

クルと呼びます。中でもグランドキャニオン国立公園は特に有名で世界中からの観光客で一年中賑わっています。 

このツアーでは、ダイナミックな絶景が広がるグランドキャニオン国立公園内に宿泊するのはもちろんのこと、大自然に包まれ

たアンテロープキャニオンの光と影が織りなす神秘的な世界を堪能しましょう。 

 

       このツアーの絶景ポイント 

  バレーオブファイア  

地球がまだ激動を続けていた2億年以上前から長い年月をかけて体積し、隆起、 

浸食、風化を繰り返した地殻変動を経てこの風景が作られています。バレーオブファ

イヤ＝炎の渓谷と言う名の通り、炎のようにオレンジ色に輝く岩山と空の青さ、木々の

緑が素晴らしいコントラストを作り出しています。深い谷ではないので、お足元の悪い方

でも絶景を車窓からでもご堪能頂けます。 

 ブライスキャニオン  

 

ユタ州南西部の国立公園内の渓谷ですが、ここは渓谷と言うよりは浸食によってでき

たフィンと呼ばれる一枚岩、フードゥーと呼ばれる孤立した一本の細い奇岩が織りなす

芸術的な景観をご覧頂けます。グランドサークルではもっとも標高が高く２４００メート

ルの高地にあり、11月はかなり涼しいかも知れません。自然が作った圧巻の芸術作

品を鑑賞しましょう。国立公園内に４つのビューポイントがありますが、お足元の悪い方

でもアクセスしやすい場所を選びます。ご安心ください。トイレも完備されています。 

 

 アンテロープキャニオン  

 

アメリカ合衆国最大のネイティブインディアン居住区にある渓谷。雨水が鉄砲水となる

ことで岩を削り世界でも例を見ない景観が作られました。洞窟の幅２メートル程度です

が高さは数十メートルあり、僅かな岩の隙間から流れ込む光に息を飲みます。インディ

アンの居留区であるため入場許可が必要で、ナバホ族のガイドの案内なしに観光する

ことはできません。 

  

 グランドキャニオン  

 

日本人の誰もが一度は訪れたい世界自然遺産の絶景。アリゾナ州北部にある巨大な

渓谷で、コロラド高原がコロラド川の浸食により削り出された地形です。コロラド川を隔て

て北側がノースリム、南側がサウスリムですが、南側のサウスリムにある国立公園内の

ホテルを確保して朝陽、夕陽、星空などをご堪能頂きたいと考えています。 

 
〈写真：上からバレーオブファイヤ／ブライスキャニオン／アンテロープキャニオン／グランドキャニオン〉 

アメリカ南西部に広がる壮大なパノラマ 

 

最近、テレビの旅番組で取り上げられることが多いアメリカのグランド

サークル。その奇怪で壮大な風景は訪れる人の想像を超えて、私た

ちを魅了します。地球という星が繰り広げる大自然の歴史は何億年も

前から今に続き、そして未来へとつながっています。 

観光気分だけで来るのはちょっともったいない、神秘に包まれた地球

誕生の歴史を体現する旅にご一緒しませんか。お一人様のご参加は

もちろんのこと、ご高齢の方や杖を使われている方でも安心してご参

加頂ける行程を組んでいます。この機会にぜひご一緒しませんか？ 

 

              添乗：ベルテンポ代表・高萩徳宗 同行 

実施決定！・参加募集中 
☆ 出発日 ２０１７年６月１３日（火）～２２日（木）  

        ８泊１０日間 
 

☆ 出発地 新東京国際空港（成田）出発予定  

   

☆ 利用予定航空会社   

   フィンエアー又は日本航空利用予定 
 

☆ 募集人員  １５名様程度まで 

   （最少実施人員 8名様程度） 
  

☆ 添乗員  全行程を同行します。 

 

☆ 旅行参加費用    

 

お一人様    ７４８，０００円（概算予定） 

一人部屋追加代金 1２万円程度（概算予定） 

空港税と燃油サーチャージは別途 

プレミアムエコノミー利用は２０～２５万円追加 

ビジネスクラス利用は４０万円～５０万円追加 

※手配リクエストのタイミングで価格に変動あり 

費用に含まれるもの 成田―現地往復航空運賃、

ホテル８泊（朝食付）、現地移動の交通費、観光

施設入場料、 添乗員同行費用、特別保証規定に

関わる保険料 

費用に含まれないもの 日程に含まれない食事

（昼食、夕食）、お飲み物代、現地で新たに発生し

た観光施設入場料、移動交通費など 個人的な経

費（飲食、お土産）、任意の海外旅行保険 

 

ベルテンポの北欧は、駆け足ではなく、五感で旅します。 

 

観光バスで観光地を駆け巡り、ガイドさんの早口の解説に慌ててシャッターを切る・・・。何か国も回って写真はたくさん残って

も、想い出は残らない。そんな旅が今の団体パッケージツアーの主流です。限られた時間でたくさんの観光地を回ろうとする

と、一か所あたりの観光時間は短いものになってしまいます。気持ちはわかりますが、旅を生業としている私たち企画スタッフや

現地ガイド、添乗員、誰もが「こんな旅はおかしい」と心の中では正直思っています。「せっかく来たのだから、本当の街の良さを

知ってほしい。」「もっと地に足をつけて、時間にも心にもゆとりある旅をして欲しい」そう思いながら、現実には業界特有の諸処

の事情でそうはいかないのです。私たちベルテンポは小さな会社ですが、だからこそ、業界の常識や売り手側の都合にならな

い、お客様視点での「温かな旅」が作れると確信していますし、作らなければいけないと考えています。 

 

この北欧の旅は「私たち旅のプロが、北欧をこんな風にお客様に感じて頂けたら嬉しい」と考える旅のエッセンスを少しずつ盛り

込んでいます。「カフェでちょっとお茶をする」「観光の途中、素敵な雑貨屋さんを見つけたから入ってみる」「トラムや地下鉄に

ひと駅乗ってみる・・・。」ひとつひとつは小さなことです。でも、その「ちいさな体験」が何年か後に「あの時は楽しかったね」と 

思い出される記憶に刻まれるのではないでしょうか。公園でベンチに腰掛けてちょっと休んでみたり、テラスで日本の友達に 

手紙を書いてみたり、五感が心地よい旅。北欧はまさにその舞台として最適です。自信をもってお勧めします。 

 

※ウーレンスヴァングホテルの予約に関するご案内とお願い 

この旅の大きな魅力が「ウーレンスヴァングホテル」で至福の時間を過ごすことですが、世界中から観光客が集中する６～８月

は長期間の部屋の仮押さえが困難です。欧米の観光客は１年前から予約を入れますが、日本からのツアー申込は早くても 

３～4か月前であるため、近年では日本人のツアー客には部屋を提供しなくなっております。 

このツアーでは、「ウーレンスヴァングホテル」を確約するために、お客様のお名前が必要です。 

 

このツアーに参加を希望される方、１００％ではないものの出来れば参加したいとお考え頂けるお客様は、同封の申し込み用

紙にて「参加の意思」をお知らせください。予約金や申込金は当社からご案内を差し上げるまで不要です。キャンセル料もこの 

時点では掛かりません。（2017年２月頃に改めてご案内致します）まずは、「行きたい！」とお知らせ頂ければ幸いです。 

1日目 

 

 

成田空港 １１：００出発。空路、フィンエアー７４便にてヘルシンキへ。 

１４：５０ ヘルシンキ到着（JAｌ利用の場合、出発が30分早くなります） 

                                   【ヘルシンキ泊】  

2日目 

 

 

【午前】 ヘルシンキ市内観光 大聖堂、ウスペンスキー寺院、マーケット広

場などにご案内します。 

【夕方】 バルト海クルーズ出航。至福の船の旅を楽しみます。（窓のあるお

部屋）をご用意します。                          【船中泊】  

 

3日目 
【午前】 ストックホルム着 市内観光 市庁舎、旧市街、ガムラスタンなど。 

午後、美しい水の都の風景をご覧いただき、早めにホテルに入りましょう。 

                                 【ストックホルム泊】                       

 

4日目 

 

【終日】 ストックホルム散策 駅が芸術作品のような地下鉄やトラムを使っ

て街を五感で楽しみませんか。歩くことで違う街の姿が見えて来ます。 

                                 【ストックホルム泊】    

5日目 【午前】空路、ストックホルムからオスロに移動します。（1時間） 

コンチキ号博物館、ノーベル平和賞のオスロ市庁舎、オスロ博物館（ムンク） 

など定番＆少し変化のある見どころへご案内します。       【オスロ泊】   

６日目 【午前】オスロからベルゲン鉄道に乗車、その後、絶景を走るフロム鉄道に乗

車します。バスにてロフトフースへ。ハダンゲルフィヨルド近くのホテルに泊まり

ます。                     【※ウーレンスヴァング泊】  

７日目 優雅なホテルでフィヨルドを見ながらのんびりと気の向くままお過ごしくださ

い。 

                          【※ウーレンスヴァング泊】 

８日目 【午前】ベルゲンへ移動。着後、ベルゲン観光。木造倉庫ブリッゲン、ハンザ 

博物館、グリークの生家などを巡ります。             【ベルゲン泊】 

９日目 １１：５５ ベルゲン発 ヘルシンキ経由空路、帰国の途へ。 

（ヘルシンキ１５：４０着・１７：２５発）フィンエアー７３便予定    【機中泊】 

1０日目 ０８：５５成田空港 到着。 着後、解散となります。 

（JAL利用の場合でもほぼ同時刻） 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faqua-vegas.com%2Fwpd%2Fwp-content%2Fthemes%2Fdoover%2Fimages%2Ftour%2Fgc%2Fgc03.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aqua-vegas.com%2Fwpd%2Fnational-park-tour%2Fgc%2F14001gc%2F&docid=p4R8UUMZxoZfSM&tbnid=2R_z


ヘルシンキからストックホルム  

“シリアライン”フェリーの旅 
 

豪華客船 シリアラインバルト海クルーズ（船中泊） 
 

北欧の２大都市、フィンランドとストックホルムを結ぶタリンクシリアライン。 

私たちの想像を超える設備、サービスで観光客を魅了します。 

船内には天井から光の差し込む吹き抜けの長さ142メートルのプロムナードがあり、 

船の上だということを忘れてしまうデパートのようです。他にも、レストラン、バー、 

ショップ、ブティック、カジノ、ジャグジー、プレイルーム、サンデッキ、免税店が並びま

す。優雅で、ゆったりとしたひと時をお過ごし下さい。そして、旅の楽しみのひとつは、

ショッピング。特にヘルシンキ⇔ストックホルムルートは、ショップのラインナップが豊富でショッピング好きな方にはたまりません。 

プロムナードというショッピングモールには数々のショップが並びます。お酒類、お菓子類、コスメや香水ならTAX FREEショップへ、 

時計や装身具はブランドショップで、ファッション関係のショップも色々そろっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈船内の入り口では、ムーミンとみーがお出迎え〉   〈船内のプロムナード。デパートのようです〉       〈レストラン。豊富なバイキングブッフェ〉 
 

ヘルシンキを夕方出港し、船内にて北欧ビッフェをお召し上がりいただきます。バルト海の海の幸をふんだんに使ったお料理や新鮮な地元

の品を使った豊富なメニューが並びます。海の美しい風景を眺めながらのディナーをお楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  〈船内では色々なエンターテイメントが〉          〈船内の客室・イメージです〉                   〈温かい朝食〉 

 

ストックホルムまでは、船内のお部屋に宿泊します。決して広いお部屋ではありませんが、清潔で上品なしつらえにご満足いただけると思い

ます。ベルテンポでは、せっかくなので客室に窓のある船室をご用意したいと考えています。船内はもちろんバリアフリーです。 

お足元の悪い方でも安心してご乗船頂けます。シリアラインはバルト海の内海を航行するので、他の航路と比べると揺れの少ないのが特徴

です。船の大きさも日本最大級のクルーズ船・飛鳥と同じ規模ですのでご安心ください。夕食後、船内でゆっくりしたい方は、 

「ジャグジー・サウナ」を利用しましょう。“SUNFLOWER OASIS SPA”には、いくつものサウナ・ジャグジーがあります。 

水着の持参を忘れずに。（有料レンタルあり） 

     

 

    〈SUNFLOWER OASIS SPA〉              〈客室 トイレ・シャワーブース〉                   〈デッキからの朝焼け〉 

 

ベルテンポの旅は１００％お客様目線です。 

   お体にご負担が少なく、快適にお過ごしいただけます。 

 
北欧の旅を丁寧に作り上げたのには理由があります 

 

私たちは、企画担当者として「こだわり」をもって、旅をひとつひとつ丁寧に作っていますが、 

そのこだわりが自己満足だったり、価値観の押しつけになってはいけません。 

あくまでも、旅をするお客様の側から見て、心地よい旅であることが求められるのは当然です。 

今回、北欧の旅を企画するにあたり、いくつか押さえた点があります。それは世界中を旅するプロの添乗員が、実際に団体 

ツアーを引率していると、「このツアー、企画担当者がお客様のことをきちんと考えていない」、「このツアー、ここが惜しい」と 

痛感することがあるのです。色々、旅行会社にも都合はあるのですが残念です。私たちはお客様にせっかくの旅行をストレス

なく楽しんで欲しい。そう考えて、ベルテンポの企画担当者と、北欧に数えきれないほど出かけた添乗員が議論し、対話を重

ねてお客様の体に優しい旅をつくりました。ひとつひとつは小さなことですが、10日間の長

旅となると、それは大きな違いになると確信しています。 

 

こだわり１ 東京からヘルシンキに到着した日、まずはヘルシンキで1泊します 

 
旅行業界では「ヘルシンキ、そんなに見るところがないから」とヘルシンキに泊まらない 

ツアーもあります。飛行機での長旅の疲れを癒すために、まずはヘルシンキのホテルで 

荷を解いて体を休めましょう。ゆっくりお湯につかってください。ヘルシンキの街は、 

観光名所などの見所は少ないですが、とても居心地のいい街なのです。 

デザインやアートがそこら中にあるヘルシンキにいるだけで心がゆったりしてきます。 

なんとなく街を歩いているだけで楽しい、カフェでコーヒーを飲んでいるだけで、心がほっこり    

する、ウィンドウショッピングするだけで心が満たされる、そんな街です。 

                                                         

こだわり２ バルト海クルーズの窓がある船室 

 
確かに窓はなくても外に出れば海は見えますが、せっかくの船旅。 

やはり少しでも良い船室でお寛ぎいただきたいと思います。船室のカテゴリーが違うと、 

実は食事の会場となるレストランも違います。当然、食事の内容も異なります。 

大きな差ではないかも知れませんが、少し上のカテゴリーの船室を手配いたします。 

 

こだわり３ 街全体が美術館のようなストックホルムで２泊             

                                        
街全体がまるで美術館のように美しい街、ストックホルム。通常の市内観光はもちろんですが、 

ここでは連泊して、地下鉄やトラムを使って街を歩いてみませんか。観光バスの車窓か 

ら見るのとでは、まったく違う風景が見えてくるはずです。そして、ここはこの旅の中間地点。 

そろそろお疲れが出てくるころです。先を急がずにストックホルムで体を休めましょう。 

疲れを翌日に残さずに旅を続けて欲しいと願っています。 

 

こだわり４ ウーレンズヴァングホテルのフィヨルドビューの 

      お部屋でゆっくり２泊 

 
ベルテンポの旅を手伝ってくださるプロ添乗員さんが、口を揃えていいます。 

「ウーレンズヴァングホテルは何度泊まっても素晴らしい。そして、1泊じゃもったいない！」       

と。手配をお願いしている日通旅行さんに無理を言い、「6月でフィヨルドビューの部屋に 

２泊したい」とリクエストを挙げたところ、この日だけ２日連泊で部屋の確保ができました。 

中一日は予定を入れません。どうぞ、ベランダから思う存分、フォルゲフォンナ氷河の景色をを眺

めながら、思い思いの時間をお過ごしください。 

 

こだわり５ 当然のことですが、お客さまを引っ張りまわしません 

 
多くのツアーは「詰め込みすぎ」です。たくさん盛り込んだほうがツアーとしては良く売れるので 

「お得感」を満載にして大勢のお客さまを集めようとします。しかし実際に現地に来てみると、次から

次へと目まぐるしく移動し、疲れるばかりか旅の印象も散漫になります。 

忙しい旅は卒業して、ゆっくりと地に足をつけて北欧の良さを味わいませんか。  

 〈ヘルシンキのゆったりとした街並み〉 

〈クルーズ船の船室・一例〉 

〈ストックホルムの可愛らしい街並み〉   

  〈ウーレンスヴァングホテル〉 

http://hokuou.tri-p.net/wp-content/uploads/aclass9.jpg

