
 

 

ツアーのポイント 

【お問い合わせ・申込】オスモ＆エーデル株式会社 

本社︓〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6 
☎ 0794-72-2001 

 

 

フェンスターバウ会場 来場者数:110,000人、出展社数:1,296社（2016年実績） 

  
ヴァレーマ本社 必要な樹脂部品、制御システムまで自社で開発、製造する徹底した
品質管理を⾏っています。 

ヴァレーマ本社 
(イメージ) 

レジデンツ [ヴュルツブルク] 世界遺産 
 

 
省エネ設計建築視察（調整中）省エネ技術、エネルギー効率化を導入した建
築物を視察します。＊写真はイメージです。実際に視察する建物とは異なります。 

住宅展⽰場 様々なタイプのモデル⼾建  
住宅が並び、ドイツ住宅のトレンドや仕上げ材
の流⾏をじかに⾒ることができます。 

POINT 1 
フェンスターバウ⾒本市視察 
2 年に 1度開催される世界最⼤級の「窓」、
「ドア」、「ファサード」の⾒本市。最新の
トレンドを肌で感じることができます。 

POINT 2 
ヴァレーマ本社工場視察 
太陽光を巧みに制御する外付けブライン
ド市場を牽引するドイツ企業。 

POINT 3 
フィンストラル社 ドイツ工場視察 
高品質な樹脂サッシ、ドアを中心に設計開発
から製造まで⾃社⼀貫体制で⾏う EU を代表
するメーカー。ツアーでは樹脂サッシをメイ
ンに樹脂＋アルミ複合サッシ製造、ガラス切
断組⽴を⾏うGochsheim工場を視察します。 

POINT 4 
省エネ設計建築視察（調整中） 
エネルギー⾼効率化の最先端を⾏くドイツ
の省エネ設計建築を視察します。 

POINT 5 
住宅展⽰場視察  
デザイン性豊かな最新工法やヨーロッパなら
ではのインテリアを視察します。 

POINT 6 
ローテンブルク街並み視察 
石畳、城壁、赤い屋根の建物など、中世の街
並みが残る「ロマンチック街道の宝石箱」と
称されるドイツを代表する人気観光都市。 

フェンスターバウ視察(イメージ) 

住宅展⽰場（イメージ） 

   

  
フィンストラル社 ドイツ Gochsheim 工場 14 か所ある FINSTRAL の
工場の一つ。1995年に操業を開始したドイツの主⼒⼯場です。 

フィンストラル 
ドイツ工場（イメージ） 

太陽光の制御と最先端のファサード技術に触れる 
OSMO＆EDEL x フェンスターバウ2018 
2018.3.18(SUN) – 3.24(SAT) 



太陽光の制御と最先端のファサード技術に触れる 
OSMO&EDEL フェンスターバウ視察ツアー  

 月曜日 都市名 発着時刻 交通機関 スケジュール 

1 
3/18 

（日） 

 
東京・成田 
フランクフルト 

 
発 
着 

09:00 
11:00 
15:15 

 
✈ 
� 

成田空港集合 
空路、⽇本航空にてフランクフルトへ（所要︓12 時間 15 分） 
着後、フランクフルト近郊都市（ダルムシュタット、又はマインツ）
のホテルへ 
食事 朝︓× 昼︓✈ 夜︓○ 【フランクフルト近郊都市泊】 

2 
3/19 
(月) 

 
フランクフルト 
 
シュヴァインフルト 
ヴュルツブルク 

  
午前 

 
午後 
夕刻 

 
� 

ホテルにて朝食  
■市内／郊外の省エネ設計建築物を視察（調整中） 
シュヴァインフルトへ（約 180 ㎞／約 3 時間） 
■フィンストラル社 ドイツ工場視察 
ヴュルツブルクへ (約 50 ㎞／約 1 時間) 
食事 朝︓○ 昼︓× 夜︓○ 【ヴュルツブルク泊】 

3 
3/20 
(火) 

 
 
マルクトハイデンフェルト
ヴュルツブルク 

  
朝 

午前 
午後 

 
� 

ホテルにて朝食 
マルクトハイデンフェルトへ（約 35 ㎞／45 分） 
■ヴァレーマ社視察 
ヴュルツブルク市内を徒歩にて視察 
食事 朝︓○ 昼︓× 夜︓○ 【ヴュルツブルク泊】 

4 
3/21 
(水) 

 
ヴュルツブルク 
ニュルンベルク 

  
午前 

 
午後 
夕刻 

 
� 

ホテルにて朝食 
ニュルンベルクへ（約 120 ㎞／2 時間） 
■フェンスターバウ視察 
ヴュルツブルクへ（約 120 ㎞／2 時間） 
■途中、ニュルンベルク郊外の住宅展⽰場視察 
食事 朝︓○ 昼︓× 夜︓○ 【ヴュルツブルク泊】 

5 
3/22 
(木) 

 
ヴュルツブルク 
ニュルンベルク 
ローテンブルク 

  
午前 

 
夕刻 

 
� 

ホテルにて朝食 
ニュルンベルクへ（約 120 ㎞／2 時間） 
■フェンスターバウ視察 
ローテンブルクへ（約 120 ㎞／2 時間） 
食事 朝︓○ 昼︓× 夜︓○ 【ローテンブルク泊】 

6 
3/23 
(⾦) 

 
ローテンブルク 
 
フランクフルト 

 
 

 
午前 
午後 

19:30 

 
 
� 
✈ 

ホテルにて朝食 
■ローテンブルクの街並視察 
昼食後、フランクフルトへ（約 190 ㎞／3 時間） 
空路、⽇本航空にて帰国の途へ（所要︓11 時間 20 分） 
食事 朝︓○ 昼︓○ 夜︓✈ 【機内泊】 

7 
3/24 
(土) 

東京・成田 着 14:50  入国審査、通関後、解散 
食事 朝︓✈   

最新の情報に基づき作成しておりますが、交通機関の諸事情により発着時刻が変更となる場合がございます。 

利⽤航空会社︓ 日本航空(JL)エコノミークラス利⽤ 
利⽤ホテル︓ 
*右記ホテルのいずれか 

フランクフルト近郊都市 
 

ダルムシュタット (又は) 
マインツ 

Maritim Darmstadt、又は同等クラスホテル 
Hyatt Regency Mainz、又は同等クラスホテル 

ヴュルツブルク Maritim Wurzburg、又は同等クラスホテル 
ローテンブルク Eisenhut、又は同等クラスホテル  

 

 

ご注意 
最新の情報に基づき作成しておりますが、交通機関の諸事情により発着時刻が変更となる場合がございます。 
現地事情により視察の順序、内容、⽇時が変更、または中⽌となる場合があります。予めご了承ください。 
⽇本⇔ドイツ間のフライトは経由便となる場合があります。 

記号のご案内 ✈︓航空機、 �︓バス、 �︓船、 �︓地下鉄等、公共交通機関  

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜 
04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00 

ヴュルツブルク 
マイン川のほとりに広がるロマンチック街
道起点の街。⾒どころは街の周辺に広がる
ブドウ畑と教会文化、そして世界遺産にも
登録されているバロック建築の一大傑作の
レジデンツ（宮殿）。 

レジデンツ(イメージ) 

ヴュルツブルクの街並み(イメージ) 

ローテンブルク 
城壁に囲まれた中世の面影を色濃く残す旧
市街の街並みが人気のドイツでも１、２を
争うロマンチック街道を代表する観光都
市。⽊組みの家、⾚い屋根など古き良きヨ
ーロッパの街並みをご覧いただけます。 

ローテンブルク(イメージ) ©GNTB/写真提供 

マルクト広場(イメージ) ©GNTB/写真提供 

 

 

 

 

フランクフルト近郊 
(1 泊) ★  

・ヴァレーマ社視察 
・フィンストラル社視察 
★ヴュルツブルク(3泊） 

・ニュルンベルク  
⾒本市視察 
住宅展⽰場視察 

ローテンブルク★ 
(1 泊) 

To/from Japan 

★ 宿泊地 



 

 

 

旅⾏企画︓オスモ＆エーデル株式会社  旅⾏手配︓株式会社すみれインターナショナル 
本社︓〒673-1111 
兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6 
☎ ︓(0794)72-2001 FAX︓(0794)72-2000 

 
奈良県知事登録旅⾏業 3-185 号 ANTA 正会員 
〒630-0257 奈良県⽣駒市元町 1-8-5 
☎︓(0743)74-9555 FAX︓(0743)74-9515 
総合旅⾏業務取扱管理者︓堀川真⼈ 
総合旅⾏業務取扱管理者とは、お客様の旅⾏を取扱う営業所での取引の責任者です。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ご質問下さい。  

募 集 概 要 

１．旅⾏期間︓ 2018 年 3 月 18 日(日)〜3 月 24 日(土) 5 泊 7 日 

２．旅⾏代⾦︓ 396,000 円 (お一人様あたり／エコノミークラス・ホテル 2 名 1 室利⽤) ⼀⼈部屋追加代⾦︓39,000 円 
３．食    事︓ 朝食 5 回、昼食 1 回、夕食 5 回 (機内食は回数に含みません。) 
４．募集⼈員︓ 15 名 (最少催⾏⼈員︓10 名様)  
５．申込書 ︓ 参加申込書をご記入の上、FAX にてお申込みください。FAX:0794-72-2012 

６．申込⾦ ︓ 参加申込書の送付と合わせて申込⾦ 50,000 円を下記宛にお振込み下さい。 
銀⾏名︓三井住友銀⾏ 生駒支店 ⼝座番号︓普通 3912656 ⼝座名︓株式会社すみれインターナショナル 

７．申込締切︓ 2018年 1 月 12 日(⾦) ＊定員になり次第締切いたします。 
 

〇旅⾏代⾦に含まれるもの 〇旅⾏代⾦に含まれないもの（⼀部を例⽰します。） 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
 
6. 
7. 

日程表に明示した航空機(エコノミークラス)、バス等利⽤交通機関の運賃 
⽇程表に明⽰した視察・送迎料⾦・⼊場料 
⽇程表に明⽰した宿泊料⾦及び税⾦・サービス料 
(2 名 1室利⽤を基準とします。) 
⽇程表に明⽰した⾷事代及び税⾦・サービス料 
⼿荷物運搬料⾦ 
(1 人 1 個 20 ㎏以内、但し、ホテル、空港でのポーターによる運搬を除きます。) 
添乗員同⾏に必要な諸費⽤、団体⾏動中のチップ 
日本国内外の空港諸税、施設使⽤料、燃油特別付加運賃 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

渡航手続き諸費用(旅券印紙代、旅券申請書類作成料等) 
超過⼿荷物料⾦（航空会社の規定を超える場合） 
任意の海外旅⾏保険料⾦ 
クリーニング代、電話代、ホテルのボーイ、メイド等に対するチップ、そ
の他追加飲食費等個人的性質の諸費用 
お土産品及び持込品にかかる関税など 
お客様の傷害疾病に関する医療費 
1⼈部屋を利⽤する場合の追加料⾦ (39,000 円) 
⽇本国内におけるご⾃宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷
物運搬料⾦及び旅⾏開始⽇の前⽇、旅⾏終了⽇当⽇等の宿泊費 ※上記諸費⽤はお客様のご都合により⼀部利⽤されなくても原則として払戻しは致しません。 

 
〇旅⾏契約の解除について（取消料） 
旅⾏契約の締結後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の取消料を申し受けます。 
お申し込み前に必ずご一読の上、お申し込み下さいます様お願い致します。 
A. 旅⾏開始⽇の 61⽇前以降 31 日前まで(B,C と D に揚げる場合を除く) 
B. 旅⾏開始⽇の 30⽇以降 3 日前まで(C と D に揚げる場合を除く)  
C. 旅⾏開始⽇の前々⽇以降(D に揚げる場合を除く)  
D. 旅⾏開始後または無連絡不参加 

50,000 円 
旅⾏代⾦の 20％ 
旅⾏代⾦の 50％ 
旅⾏代⾦の 100％ 

 
●ご案内とご注意(抜粋)︓ 
◇パンフレットに記載した⽇程表は最も新しい資料に基づいて作成していますが、航空機のスケ
ジュールや現地の諸事情等により内容に変更が⽣じることがあります。 

◇突発事態等に関して︓航空機での移動、ホテルにおいて、荷物の紛失等が発⽣した場合、可能
な限りお手伝いを致します。但し、国際航空約款、宿泊約款が優先するものとし、当社は責任
を負うものではありません。 

◇その他︓当パンフレットの⽇程中に記載した内容に変更のある場合は、出発前にお渡しする最終
日程表でご案内致します。 

●宿泊について︓ 
◇ホテルのお部屋は原則 2 ⼈部屋を利⽤します。お⼀⼈で参加の⽅が 1 ⼈部屋を利⽤される場合
は追加料⾦が必要となりますが、他の参加者と相部屋となる場合は不要です。尚、相部屋の⽅の、
禁煙・喫煙、同年代などの希望には添えません。 

◇シングルルーム(お一人部屋)をご利⽤の場合、ヨーロッパのホテルでは、お部屋が⼿狭だったり
浴室の設備がシャワーのみの場合があります。 

◇ホテルによっては全てのお客様に同じタイプのお部屋をご提供出来ない場合があります。特にヨー
ロッパのホテルでは部屋ごとに広さ、設備、景観などが異なる場合がありますのでご了承ください。 

◇近年ヨーロッパでは禁煙化が進んでおり、客室のほとんどが禁煙室となっています。また⼀部の
ホテルは全館禁煙となります。喫煙、禁煙のご希望はお受けできません。 

◇バスルーム(浴室)は、都市によってはお湯の出が悪かったり、またシャワーのみのお部屋となります。 
◇お部屋のベッドは 2 名 1室を利⽤基準に、ベッドが２台のツインルームをご⽤意していますが、

ドイツのホテルでは２つのベッドマットが１つの枠の中に入っているタイプのお部屋、又は 2
つのベットマットが離れていないお部屋となる場合があります。地域の事情をご理解頂きます
ようお願いします。 

●国内線の乗継について︓ 
大阪、福岡、札幌などからの国内線でご出発の場合、特別料⾦にて⼿配を承りま
す。料⾦についてはお問い合わせください。 
(別途、お席の確保が必要となります。) 
●海外渡航関連情報について︓ 
渡航先(国・地域・都市)によっては、外務省より海外渡航情報で「滞在にあたって
の注意」が出されている場合があります。お客様ご自身で確認いただきますよう
お願いいたします。現地の治安および衛生状況は、以下のサイトよりご確認いた
だけます。 
◇外務省海外安全ホームページ 
http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
◇厚⽣労働省海外渡航者のための感染症情報ホームページ 
http://www.forth.go.jp 
●旅券・査証について︓〈ドイツ〉 
①旅券残存有効⽇数︓シェンゲン協定加盟国出国時 3 カ月以上 
②査証(観光ビザ)︓不要  
※⽇本国籍以外の⽅は、⾃国の領事館、⼊国管理事務所にお問合せください。 
重要︓現在お持ちの旅券(パスポート)が今回の旅⾏に有効かどうかの確認、旅券・
査証取得は旅⾏の出発までにお客様の責任にて⾏ってください。 


