登録フォーム

参加者のみなさんへ

タラトラベルおよびダマルルメリ主催の2015年タラザデフェスティバルに正式に予約します。

from ____________________________（から） until ________________________________________（
まで参加）

with festival program （フェス込パッケージ）__＿___ without festival program （フェスなし）________

double room（ツイン）______

single room（シングル）________

triple room (トリプル)＿＿＿＿

5* hotel Barcelo Eresin Topkapi Istanbul（フェス会場の５つ星バルセロエレシントプカピホテル）_______

4* hotel within walking distance of the festival hotel（フェス会場近徒歩圏内の4つ星ホテル） ________

4*

hotelin the Sultanahmet quarter（スルタンアフメット地区の４つ星ホテル） __________

Boutique Hotel in Sultanahmet quartrer

(スルタンアフメット地区のブティックホテル)

＿＿＿＿

Simple hotel with roof terrace in the Sultanahmet quarter(スルタンアフメット地区のブ屋上テラスつき簡易ホテ
ル) ＿＿＿＿

1、参加登録について
登録と前払い金のお支払いの後、確認書が送られます。
2、お支払いについて
残金については３０日前にはお支払いを済ませてください。振
込期限は確認書に明記されます。
3、キャンセルについて
キャンセルの場合は必ず書面（メール）にて主催者に通知して
ください。メール、ファックス送信日が、キャンセル料発生の
規定日となります。キャンセル料については次のとおり。
到着の30日前まで：料金の40％
到着の15日前まで：料金の60％
到着の15日から7日前まで：料金の80％
到着の7日前以降：料金の90％
到着日当日のキャンセルは全額。キャンセル料をカバーする保
険がある場合は加入をお勧めします。

Tara Travel
タラトラベルが誇りを持ってお届けします…

Tarazade

without hotel （ホテルなし） _________

4、責任について
フェスティバル自体の中止以外での払い戻しは一切出来かねま
宿泊パッケージなしのWSのみまたはショーのみ。（WSの予約リストを添付してください。）________
す。講師が来られなくなったり、問題が起こった場合には、主
price:（料金） _____________________EUR
催者は他の講師を選択する権利があります。またその他フェス
ティバルに付随するイベントの変更についても同様です。この
I have transferred a pre-payment （私は以下を支払いました）
件において、クレームは受け付けられませんのでご了承くださ
of 180 
for a price up to
600 
（合計600
までの場合は、180
）
of 320 
for a price from
601-800 
（合計601～800
までの場合は、320
）
い。
of 420 
for a price from 801-1.100 
（合計801～1,100
までの場合は、420
）
of 550 
for a price of more than 1.100 
（合計1,100
以上の場合は、550
）
5、責務について
また、ＷＳのみやショーのみのご予約の場合はその代金の40％
参加者はワークショップ中もその他のときも、自身の行動にお
振込口座詳細
いて自己責任となります。健康になにか問題がある場合は必ず
Tara Travel - Tarazade
Account: 102 970
Bank-code: 365 500 00
WSのコースリーダーに報告しなくてはなりません。また、施設
SWIFT: WELADED1OBH
IBAN: DE92 3655 0000 0000 102 970
銀行の振り込み確認書は速やかにお送りください。
の損傷や損壊についても自己責任となります。フェス以外の地
残金は出発30日前までにお振込みください。
私はこの参加証明の条項に同意します。
元の旅行会社のツアーなどについてもこちらでは責任を持てま
せんのでご了承ください。
First name/ Surname: （名前／名字）_________________________________________
6、パスポート、ビザ、税関の規則について
Address：（住所） _____________________________________________________
参加者は自身ですべての規律と義務についての責任を負う必要が
あります。これらのことについて、なにか
Town/Postcode:（郵便番号） ______________________________________________
不具合不都合が起きた場合はすべて参加者の責任となります。
Country: （国）_____________________________________________________

Telephone: （電話番号）___________________________________________________

(司法管轄は´ Duisburg.)

E-Mail: （メールアドレス）______________________________________________________

Date of birth:（生年月日） __________________
Date, place, signature: （日付、場所、署名）
___________________________________________________________
下記のアドレスまでお送りください。
Tara - Dagmar Rummel
Tel./Fax +49 (0)203 - 318 76 35
E-Mail: dance@tarazade.com

主催者

Tara Travel
Ludgeristr. 26
D - 47057 Duisburg
Tel./Fax +49 (0)203 - 318 76 35
E-Mail: dance@tarazade.com

タラザード
第４回国際オリエンタルダンスフェスティバル
２０１５年８月２８日―９月２日

イスタンブールのベリーダンス プレミアイベント

トルコ、アラブ、そして世界のベリーダンスフェスティバル
ベリーダンスの発祥地のひとつであり、ビザンチン文化が栄え、かつてコンスタン
チノープルとよばれたイスタンブールで開催されるフェステ
ィバル。今日のイスタンブールは芸術、文化のホットスポッ
トでもあります。
オリエンタルダンスのスーパースター、スターレット、マス
ター、新人タレント
皆が一同に会し、世界レベルのショーやワークショップを繰
り広げます。アーティストも参加者も世界中から集います。

Joana Saahirah
of Cairo
(Portugal, Egypt)

Marta Korzun
(Ukraine)

Alexandros
(Greece, Austria)
Aziza Leyla Jouvana & Roland
Prof. Hassan Khalil
(USA, Canada) (Yugoslavia, Ger.)
(Egypt)

トルコのダンスと音楽に触れ、感性を磨くまたとないチャンス
主催者タラより
楽しさと多様性にあふれ、オリエンタルダンスのインスピレーションと情熱でいっ
ぱいのフェスティバル会場で、また皆さんにお会いするのを楽しみにしています。

Elen
Oriental
(Georgia)

料金は、選択肢によって次のものが含まれます。
 ５つ星ホテル 朝食つき ツインルーム
 １０時間のワークショップを含むフェスティバルプログラム
（ワークショップは自由に１０時間まで選べます。それ以上は追加料金）
 すべてのショー
 コスチュームバザーなどを含むフェスティバル付随のイベント
 ホテル外でのイベント、エクスカーションは含まれません。

670ユーロ

フェスティバル開催ホテル以外のホテルにご宿泊の場合は、開催ホテルの設備利用（スパなど）
は含みません。ご了承ください。
ホテルなしのフェスプログラム

ショー
 オープニングガラショー（食事なし）2015年8月29日
 イスタンブールナイト（食事つき）
2015年9月1日

60ユーロ
90ユーロ

延泊
フェスの前後に宿泊される場合の延泊(朝食付き)料金は一泊につき以下のとうりです。延泊は、
ホテルに空き部屋がある限り、可能となります。
 フェスティバル開催ホテル
70ユーロ/125 ユーロ
 徒歩圏内の4つ星またはブティックホテル
45ユーロ/70ユーロ
 サルタンアフメットの4つ星ホテルまたはブティックホテル
45ユーロ/ 80ユーロ
 サルタンアフメットの屋上テラスつき簡易ホテル40ユーロ/60ユーロ
ご注意：2015年3月31日以降のご予約は、少なくとも５０ユーロプラスの価格、または７％増しと
なります。また、会場においてはレート換算によるドルやトルコリラでのお支払いも可能です。

その他のホテルのご案内

Khen Hershkovithz
(Israel)

*フェスティバル期間中一週間の滞在をフェス開催ホテル滞在の５日分
あるいはそれ以下で泊まることが出来ます。
以上３つのホテルすべてから、フェスティバル会場までトラムで簡単に
アクセスできます。トラムの駅はホテルから徒歩数分です。

Erhan Ay

フェスティバル開催ホテルから徒歩圏内（２００ｍ）のホテル (Istanbul)

４つ星ホテル (数に限りがあります。)
上記以外のホテルに宿泊される方は、フェスティバルプログラムのみに
登録することも可能です。

* BELLY 2015賞の授与
* スターによるトレーニング賞
* オリエンタルダンスシアター賞

ショートステイ/一日ごとの料金
 フェスティバル開催ホテル宿泊＋一日３時間のWSのプラン*
145ユーロ
 徒歩圏内４つ星ホテル宿泊＋一日３時間のWSのプラン* 120ユーロ

単体のワークショップ（一時間につき）
 予約追加分(プログラム予約の場合) 一時間につき
15ユーロ
 フェスティバルプログラム予約なしのWS単体申込 一時間につき 30ユーロ

(Ger., Turkey)
おいしい朝食のビュッフェで盛りだくさんな一日にそなえ、レッスン
後は美しいスパやプールサイドでのリラクゼーションをお楽しみいた
だけます。
ホテルのすぐ前にトラムの駅があり、グランドバザールやスルタンア
フメットのモスクまで１０分で行くことができます。

賞

450ユーロ

*ショーは含まれません。別途ご予約ください。

５つ星ホテル バルセロエレシントプカプホテル－ここは美しいボー
ルルームや広いレッスンルームがあり、ベリーダンスフェスを開催す
るのに最高の場所です。中央ではコスチュームなどの販売も行ってい
Baytekin Serce
ます。

 オープニングガラ
 イスタンブールのスーパースターによるター
キッシュガラディナーショー（夕食付）
 世界のダンサーによるオープンステージナイ
Eylül ト
Gülsever
 すべてのレベルの受講者のための選りすぐり
(Istanbul)
のワークショップ
 フェスティバル参加証
 イスタンブールの７人の有名衣装デザイナー
のバザー
Helene 生涯をかけて努力を続けるダンサーに対する
(Norway)ベリー賞の授与

2015年8/27-9/3
 ４つ星ホテルあるいはブティックホテル宿泊とフェスプログラムつきプラン 790ユーロ
 同ホテル宿泊とショーのみ（WSなし）のプラン
540ユーロ
2015年8/27-9/3
 簡易ホテルとフェスプログラムつきプラン
750ユーロ
 同ホテル宿泊とショーのみ（WSなし）のプラン
500ユーロ
2015年8/28-9/2
 簡易ホテルとフェスプログラムつきプラン
670ユーロ
 同ホテル宿泊とショーのみ（WSなし）のプラン
420ユーロ

2015年8/28-9/2

WS込のプランの場合、好きな組み合わせで10時間の
WSを選べます。WSはフェスティバル開催前に予約を
して頂きます。
10時間以上の追加に関してもフェスティバル前に予約
可能です。また、フェスティバル開催中、毎朝予約デ
スクで受け付けます。(担当者はNadineとKarinです。
) すべてのWSは英語で行われます。受講生は４０人
までです。

ショーやその他の詳細

790ユーロ
540ユーロ

2015年8/28-9/2
 フェス会場近くの4つ星ホテル宿泊とフェスプログラムつきプラン
 4つ星ホテル宿泊とショーのみ（WSなし）プラン
420ユーロ

フェスティバル開催ホテル

ワークショップ

料金

2015年8/28-9/2
 ５つ星ホテル宿泊とフェスプログラムつきプラン
 ５つ星ホテル宿泊とショーのみ（WSなし）プラン

Hale Sultan
(Istanbul)

アーティスト

Firuze
(Istanbul)

Athena Najat
(Gr., NY, Istanbul)

Enussah
(Germany)

Rabia
(USA)

Birgül
(Istanbul)
Luxor
(Russia)

Firuze Karmen
(Istanbul)
Sophia Kong
(Malaysia)

Candice
(New Zealand)

www.tarazade.com

