
最少催行人員 :  6名様以上　※定員は10名様前後
出発地 :  東京（成田）　※他都市発着希望のお客様はお問合せください。
食事条件 :   朝2回、昼0回、夕0回
添乗員 :  なし／現地にて、AITキュレーターの堀内奈穂子がご案内します。
ご利用航空会社 :  エールフランス、スイス・エアラインズなど
ご利用宿泊施設 :  バーゼル・バックパック（バーゼル）
 イビス・センター、エリート、クリスタル等（ローザンヌ）
バーゼルは2～4名1室（相部屋）、ローザンヌは2名1室（相部屋）が基本です。予めご了承下さい。

世界一のアートバーゼルで、マーケットの源流を目撃しよう！

AIT ART TOUR 2013の第一回目は、ヨーロッパが美しい季節を迎える6月に、世界最大規模のアートフェアー「アートバーゼル」を訪れます。この
5月より香港にも進出し、ますます拡大するアートバーゼルは、ヨーロッパ、アメリカ、南米、アジア、アフリカから300以上の主要ギャラリーが参加し、世
界中からコレクターが押し寄せる巨大なフェアーです。本ツアーではアートバーゼルのほか、この時期に合わせて大型展覧会を企画するバーゼル市
内の美術館、また、帰路にはローザンヌに立ち寄り、日本でも関心が高まっているアール・ブリュット・コレクションを見学。さらに、コルビジェの初期作
品群がある、ラショードフォンへの小旅行にも出かけます。A I Tから、キュレーターの堀内奈穂子がガイドとして、みなさまをご案内します。

スケジュール・宿泊条件

◇午前：成田空港ご集合
◇午前：航空機にてチューリッヒへ。
（直行、または乗り継ぎ）

◇着後、送迎車にてバーゼルへ。
< ホステル泊 >

◇午前：アートバーゼルのサテライト会
場の見学。

◇午後：バーゼル市立美術館、現代美術
館、シャウラガーなどの見学。

< ホステル泊 >

6/12
[水]

成田空港　ご集合
東京(成田)発
チューリッヒ着
チューリッヒ空港発
バーゼル着

6/13
[木]

6/15
[土]

6/17
[月]

バーゼル滞在

ローザンヌ発
ジュネーブ空港着
ジュネーブ発
（経由地）

東京(成田)着

◇朝：スイス国鉄でジュネーブ空港へ。
◇午前：航空機にて経由地へ。
◇航空機を乗り継ぎ一路、帰国の途へ。

< 機中泊 >

◇午前：成田空港到着

6/14
[金]

バーゼル発
ローザンヌ着

日付 都市名／発着地 交通

◇AIT堀内奈穂子の解説で、終日アート
バーゼル見学をお楽しみください。

< ホステル泊 >

バーゼル滞在

◇午前：フリータイム
◇午後：スイス国鉄でローザンヌへ移動
◇着後、アール・ブリュット美術館へ。
< 市内のホテル泊 >

◇鉄道を乗り継いでラショードフォンへ
の小旅行。コルビジェの初期の作品群
を訪ねながら散策します。

< 市内のホテル泊 >

ローザンヌ
ラショードフォン

6/16
[日]

6/18
[火]

食事

朝：◯
昼：×
夕：×

朝：×
昼：×
夕：×

朝：×
昼：×
夕：×

朝：×
昼：×
夕：×

朝：×
昼：×
夕：×
機内食

朝：◯
昼：×
夕：×
機内食

2013年
 6月12日(水)  
6月18日(火)
 お申込み締切
 5月13日(月)

NPO法人 A I T 企画協力   A I T ART TOUR            スイスを訪ねる

         ご旅行代金                                             
一 般　　　          MAD受講生・修了生／AI Tメンバー
¥304,000　　  ¥299,000
◇早期お問い合わせ特典 : 実際に参加するか否かに関わらず、3/29 (金)までに
お問合せをいただき、お名前を預からせていただいた方には、実際のツアー参
加の際、上記ツアー代金を1万円割引いたします。
※ 以下の費用が別途、事前のお支払いとなります（お一人様）
燃油サーチャージ ￥58,600 (3/1 現在・予定）、成田空港利用料 ￥2,540 (旅客保安サービス料込み)、出
国税など ￥8,500 (概算)
※ 入場料、移動の際の鉄道の費用は現地払いです（旅行代金には含まれません）

         ツアーポイント                 
● 事前レクチャーで「アートの学び」も楽しめる! ※６/３（月）実施予定
ツアー前には、スイスの現代アートをより楽しむためのミニ・レクチャーを開催しま
す。出発前に他の参加者と集まり、意見交換ができるのも、このツアーならでは！

● 注目の美術館と現代建築を一挙に訪問！ 
アートバーゼル会期中には、周辺の美術館も力の入った展示を実施します。バーゼ
ル市立美術館や現代美術館、ヘルツォーク&ド・ムーロンが手がけたシャウラガーな
ど、その建築にも注目が集まる場を訪れます。

● ローザンヌでは、アール・ブリュット・コレクションを見学！
ツアー後半は、ローザンヌに2泊し、アウトサイダー・アートの美術館として世界的に
有名なアール・ブリュット・コレクションなど、注目のアート・スポットを訪れます。さら
に、近郊への小旅行でコルビジェの初期作品郡を見学。

● 郷土料理を満喫！
スイスは、チーズやソーセージを使った郷土料理が有名。アートを堪能したら、夜は
レストランで美味しい料理を楽しみながら、参加者同士でその日の感想を語り合い
ましょう。

● お得な料金体系
アートバーゼルの会期中は、市内のホテルは満室状態に・・。金額も高騰します。個
人では手配が難しい中、バーゼルでは、金額を抑えたおしゃれなホステルに宿泊（
2~4名1室）※参加人数によります。参加者同士で賑やかに楽しみながら、お得、か
つ贅沢なアート体験を楽しみます！

       COM I N G  S OON  
2013年8月開催　夏休みは国際展へGO！！
100年以上の歴史を刻む第55回ヴェネツィア・ビエンナーレへ
　～ ヴェネツィア・ビエンナーレとミラノを巡るアート・ツアー ～

時期 : 2013年8月下旬 予定 / 日程 : 8日間前後 / ツアー代金 : 40万円前後
＊詳細は、5月以降に発表予定です。

※いずれも消費税込み

バーゼルとローザンヌの２都市で
                     アートと現代建築をめぐる 7日間



お電話、FAX、e-mail にて株式会社ワイ
ルド・ナビゲーションまで仮予約の上、
「お申込金」を右記の口座まで振込、ある
いは現金書留にてお支払い下さい。
同社よりお送りするツアー「申込書」にご
記入の上、同社まで郵送、またはFAXして
ください。※お申込み締切：5/13(月)

申込みを受けますと、当該旅行
の手続きのご案内、海外旅行保
険のご案内等をお送りいたしま
す。
ご質問、ご相談などはお電話、
FAX、e-mail などで随時、お気軽
にご連絡ください。

ご旅行費用残金を30日前までに
お支払いいただきます。
入金予定が遅れる場合は、あらか
じめ担当までご連絡下さい。

出発の10日前をメドにご旅行の最終
案内をご郵送いたします。
出発当日は指定時間に出発空港の指
定の場所にお集り下さい。

お申込み手続き 残金のお支払い 最終案内・ご出発

お振り込み口座
三井住友銀行　　  自由が丘支店   普通 264033　 口座名(共通）
三菱東京UFJ銀行   恵比寿支店      普通 1313663     (株)ワイルド･ナビゲーション

お振り込み口座
三井住友銀行　　  自由が丘支店   普通 264033　 口座名(共通）
三菱東京UFJ銀行   恵比寿支店      普通 1313663     (株)ワイルド･ナビゲーション

案内書の送付

東京都 渋谷区 恵比寿西 2-7-10　えびす第３ビル 9階　〒150-0021　
　　フリーコール ● 0120-938-534 （携帯電話からの発信を除く）
TEL :　03-5784-3980　FAX :　03-5784-3981
E-MAIL :　travel@wild-navi.co.jp　URL :　http://www.wild-navi.co.jp

観光庁長官登録旅行業 第1753号　総合旅行業務取扱管理者／宮田義明
(社)日本旅行業協会正会員

募集型企画旅行契約●
この旅行は、株式会社ワイルド・ナビゲーション（観光庁長官登録旅行業第1753号）(以下当社という）が企画・募
集し実施する企画旅行であり、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）を締結することになります。

旅行の申込み及び契約の成立●
（１）ご来店でのお申し込みの際は、所定の申込書の提出と、下記のお申込金のお支払いが必要です。
　　2つが揃った時点で正式なお申込み（契約成立）となります。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそ

れぞれ一部または全部として取り扱います。

旅行代金に含まれているもの●
旅行日程に明示された以下のものが含まれます（一部例示）
・利用運送機関の運賃・料金（エコノミークラス席利用料金とします）　・送迎バス等の料金とガイド料
・宿泊の料金（2～4人1室利用、税、サービス料金含む）・食事の料金（税、サービス料金含む）
・手荷物運搬料金（航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内）・ガイド料
・添乗員が同行するコースの添乗員経費

旅行代金に含まれていないもの●
上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
・超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を越える分について）　・ホテルのボーイ、メイドに対する心付
・追加飲食費等、個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料　・渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、査
証料、渡航手続取扱料金）　・希望者のみが参加されるオプショナルツアーの料金　・航空会社が徴収する燃油
サーチャージ　・日本国内の空港施設使用税　・空港税及び各国出入国税等　・海外旅行保険料　・お客様の
ご希望によりお一人部屋を使用される場合の追加代金

旅行契約の解除・払い戻し●
お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。

特別保証●
当社はお客様が当旅行参加中に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、旅行業約款特別補償規定により補償をします。

旅程保証●
当社は、旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、当社旅行条件書に定める条件により、その変更内容に応
じて、変更保証金をお支払いいたします。詳細は別紙、旅行条件書（全文）でご確認ください。

燃油サーチャージ（燃油付加料）について ● 補足
燃油サーチャージは、値段の変動を伴うなどの性格上、空港施設使用料、出国税などと並んで、旅行代金には含
まれておりませんので、ツアー代金の他、別途費用の項目も併せてご確認ください。なお、ご請求後に燃油サー
チャージなどの付加運賃、料金が増額になった場合には不足分を追加請求させて頂きます。逆に減額になった
時にはその分をご返金いたしますので、ご了承ください。

ご旅行条件（抜粋）　必ずご一読ください　　※お申込みの際は旅行条件書（全文）をお受け取りください

ご案内 ●渡航先（国又は地域）に関する情報は、「外務省海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」にてご確認下さい。
●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/」にてご確認下さい。

旅行お申込み・お問合せ ●　旅行企画・実施

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の責
任者です。

この旅行契約に関し、担当
者からの説明に不明な点
がございましたら、総合旅
行業務取扱管理者までお
尋ねください。

NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[ A I T /エイト]とは？
現代アートと視覚文化から社会を考えるための場作りを目的として、2002年に設
立した団体です。個人や企業、財団あるいは行政と連携しながら、現在アートの複
雑さや多様さ、驚きや楽しみを伝えながら文化や社会について話し合う場を、さま
ざまなプログラムをとおして創り出しています。

お問合せ・協力 ●　プログラム企画

東京都 渋谷区 猿楽町30-8　ツインビル 代官山 B-403
TEL :　03-5489-7277　FAX :　03-3780-0266 URL :　http://www.a-i-t.net/

NPO法人
アーツイニシアティヴトウキョウ[A I T / エイト] 
担当：堀内

        A IT ART TOUR 

2013年こそ、世界のあのアート・イベントへ！
「いま、行っておくべき」2つのツアーのご案内

　毎年、世界中からプライベート・ジェットでコレクターが集まり、4日間で 6万
5 千人以上が訪れる世界最大規模のアートフェア、「アートバーゼル」。まさに一
度は行っておきたいアート・イベントと言えるでしょう。主要ギャラリーの数々
はもちろん、著名アーティストによるインスタレーションから、若手発掘の場と
なるサテライト会場、名立たるキュレーターのトークなど、フェアを取り巻く関
連イベントの数々も群を抜きます。

　「新たなアート・ビジネスを考えたい」、「アート・マーケットの潮流を目撃した
い」と考えている方には、アートバーゼルの訪問はおススメです。コレクターが
注目する作品は？参加ギャラリーの力の入れどころは？協賛企業は？といった
アート界のプレーヤーの力関係を眺めるだけで、さまざまな参照点が得られます。

　さらに、ツアー後半は、ローザンヌに立ち寄り、コルビジェの初期の建築郡の
ほか、アール・ブリュット・コレクションも訪れ、スイスのアート・シーンをさま
ざまな角度から眺めます。

　ツアー前には、参加者に向けた事前レクチャーも開催。学び＋旅で、A I T  ART 
TOUR ならではの豊かなアート体験を楽しんでみませんか？

                                                                                                           堀内奈穂子（A I T)

◇くわしくは、A I T ウェブサイトへ！ http://www.a-i-t.net
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