
フルスコアインターナショナル/ヴィガーK2株式会社
TEL 03-6303-8351 FAX 03-6303-8352 / mail info@fs-international.jp

お申込み・お問合せ

〒140-0014 東京都品川区大井 1-11-1 大井西銀座ビルD‐4F/ 観光庁長官登録旅行業務第 1989 号 日本旅行業協会正会員（JATA）総合旅行業務取扱管理者：村上友佳子

〈主催〉

■練習スケジュール

5月（2回）

6月（3回）

7月（3回）

13：30～16：30

19：00～21：00

20日（日）

30日（水）

新宿村スタジオ ＷＥＳＴ館307
※参加希望者対象の説明会を予定しております。
ルーテル市ヶ谷センター

6日（水）
17日（日）
24日（日）

19：00～21：00
18：00～20：30
14：00～16：30

4日（水）
15日（日）
22日（日）

19：00～21：00
14：00～16：30
14：00～16：30

ルーテル市ヶ谷センター
新宿村スタジオ（ルームナンバーは未定）
新宿村スタジオ（ルームナンバーは未定）
ルーテル市ヶ谷センター
新宿村スタジオ（ルームナンバーは未定）
新宿村スタジオ（ルームナンバーは未定）

8月（3回）
9月（3回）
10月（4回）
11月（4回）
12月（未定）

19：00～21：00
14：00～16：30

or 18：00～20：30

・水曜日
・日曜日

【予定日及び時間帯】 未定（新宿村スタジオorルーテル市ヶ谷センターor学生の家）
※未定の部分と、12月の直前練習期間の日程・場所
　については決まり次第、参加予定者にお伝えいた
　します。

日　程 時　間 会　場

★「ミサ・ブレヴィス（小クレドミサ）K.192
　/Bärenreiter版」 
★「戴冠式ミサ K.317/Bärenreiter版」
※上記2曲の楽譜は各自でご用意ください。事務局もし

くは会場でも購入できますが、数に限りがございます。

★「きよしこの夜」
★「アヴェ・ヴェルム・コルプス K.618」
※上記2曲の楽譜は、事務局にてご用意いたします。

演奏予定曲（練習曲）　全４曲

●合唱指導　泉　智之 先生
●ピアノ伴奏 上杉　奈央子 先生

■練習会場のご案内　(練習未定日は下記3ヶ所のうち、いずれかの場所で行う予定です。）

＊練習に関するお問い合わせ （株）トップトラベルサービス　TEL 03-5467-8440（担当：石毛・正木）
                                     ✉ masaki@toptravel.co.jp

ルーテル市ヶ谷センター

新宿村スタジオ

世界
遺産

「きよしこの夜」誕生200年記念 クリスマスミサ

このご旅行はフルスコア・インターナショナル(株式会社ヴィガーK2)が企画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を締結していただくことになります。旅行契
約の内容、条件は本パンフレット、旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(旅行日程表)及び当社旅行約款になります。

＊参加費用に含まれるもの
①日程表に明記されている下記の項目
ａ)航空運賃(往復エコノミー料金)、 b)ホテル宿泊費(2名様1室利用)、
c)食事代、 d)観光費用(ガイド代、バス代、入場料を含む)、
e)練習会場、演奏会会場との往復バス代
②団体行動時のガイド、運転手、ポーターへのチップ
③利用航空会社の規定による預入荷物の運搬運賃
④添乗員費用
⑤演奏会、ミサ等に係る経費

＊参加費用に含まれないもの
①現地出入国税
②航空保険料
③燃油サーチャージ
④羽田空港施設使用料
⑤ホテル1人部屋追加料金
⑥海外旅行保険(任意ですが、加入されることを強くお勧めします)

⑦日本国内における交通費、練習会費及び楽譜代、衣装代
⑧オプショナルツアー
⑨その他個人的性質の費用

＊旅行条件・旅行代金の基準
　この旅行は2018年4月1日を基準にしています。また旅行代金は作成日
現在有効な普通航空運賃、適用規定に基づいて算出しています

＊旅程補償
　旅行日程に重要な変更が行われた場合には旅行業約款(募集型企画旅
行契約)の規定により、その変更の内容に応じて変更補償金を支払います
＊一部の空港またはホテルなどでポーターの不足などにより十分なサービ
スが提供出来ない場合。しかし大幅に時間がかかると予想される場合には
お客様自身での手荷物の運搬をお願いすることがあります。
＊当社は、お客様ご自身および身の廻り品に対して被られた損害、損失が
次の事由による場合には責任を負いかねますので予めご了承下さい。天
災、地変火災、戦乱暴動、ストライキ、陸海軍による不慮の災難、交通事故、

政府または公共団体の指令、空賊、詐欺、隔離(流行病を含む)、疾病、税
関規則、その他当社が管理不可能な事由による生じた損害など。
＊帰国に際しては、個人的な理由による単独帰国はできません。万一の場
合、個人で帰国する必要が生じた時には現地から日本までの運賃は別途お
支払いいただくことになります。また、団体行動中は時間、規則を順守され
るようお願いいたします。

＊取消料規定について
　お客様は次の取消料をお支払い頂くことにより旅行をキャンセルするこ
とができます。
旅行開始日の前日から起算して31日目以前の取り消しに関しては旅行費
用を全額返金いたします。旅行開始日の30日前に当たる日以降から3日前
に当たる日までは旅行代金の20％。旅行開始日の前々日から出発当日は旅
行代金の50％。旅行開始後の取り消し、及び無連絡不参加の場合は旅
行代金の100％を頂きます。また、特別な事情により予め告知の上で、当該
取消料の他に所要実費を別途申し受けることがあります。

ご旅行条件

◎航空機について
座席はエコノミークラスを利用します。ビジネスクラス、ファーストクラス、プレミアムエコノミー等をご希望の方は、弊
社までお問い合わせください。ただし、差額が発生いたします。
◎ホテルについて
お部屋は原則としてベッドが2つあるツインベッドルームを利用します。3名様で1部屋を利用する(トリプル)場合、
通常の2人部屋に簡易ベッドかソファを搬入する形になりますので、手狭になってしまうことを予めご了承ください。
◎査証(ビザ)について
日本国籍の方はビザは不要です。日本籍以外の方は弊社までお問い合わせください。
◎添乗員について
全コースに同行致します。基本的に1台のバス(最大40名)に1名同行いたします。

◎最少催行人員 各コース40名
◎旅券(パスポート)について
ご旅行の際、旅券には規定の残存期間が必要になります。全コース共通で現地(シェンゲン条約国)を出国する際
に90日以上の残存期間が必要になります。
パスポートに必要な残存期間　全コース共通／現地出国時３ヶ月以上必要
◎ご利用予定航空会社・ご利用予定ホテル
利用予定航空会社：ルフトハンザ航空
利用予定ホテル：ザルツブルク…メルキュール・セントラル、ウィンダム・グランド、トレンド・ヨーロッパ、イムラウアー
　　　　　　　ウィーン…ラディソンブル・パークロイヤルパレス、トレンド・サヴォイアン 

お申込について

2018 「きよしこの夜」を歌う旅 合唱練習について

4泊6日間 ￥268,000
6泊8日間 ￥298,000
4泊6日間 ￥268,000
6泊8日間 ￥298,000

フェイスブックで練習情報
等配信中です。
フォローはこちらから ➡

ルーテル市ヶ谷センター 新宿村スタジオ
●住所
〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町1丁目1
●TEL
 03-3260-8621
●最寄駅
東京メトロ有楽町線市ヶ谷駅
5,6番出口より徒歩2分

●住所
 〒169-0074
東京都新宿区北新宿2-1-2
●TEL
03-3361-5946
●最寄駅
東京メトロ丸の内線西新宿駅
1番出口より徒歩5分

学生の家
●住所
 〒169-0073
東京都新宿区百人町2-23-27
●TEL
03-3362-2271
●最寄駅
JR総武線大久保駅より徒歩3分
JR山手線新大久保駅より徒歩6分

【協力】 【主催】



東京（羽田）発
ミュンヘン着
ザルツブルク

LH-715　ルフトハンザ航空にてミュンヘンへ
着後、専用バスにてザルツブルク市内のホテルへ(約2時間）

ホテルにて朝食　
リハーサル、のちザルツブルク市内観光
（モーツァルト幼少時代の家、生家、ミラベル宮殿等）
※リハーサルの時間により、予定が前後することがございます。
徒歩にてクリスマスマーケット見学

ホテルにて朝食
午前　サウンドオブミュージックロケ地巡り
専用車にてオーベルンドルフへ
聖ニコラウス教会にて「きよしこの夜誕生200年記念ミサ」参列(約45分）
終了後、専用車にてザルツブルク大聖堂へ
大聖堂にてクリスマスミサ参列　「きよしこの夜」等合唱
終了後、専用車にてホテルへ

ホテルにて朝食
専用車にてウィーンへ(約4時間）
着後、市内レストランにて昼食
その後半日市内観光(シェーンブルン宮殿、シュテファン寺院等）
途中、クリスマスマーケット見学　市内レストランにて夕食

ホテルにて朝食　
専用車にて空港へ
LH-2329 ルフトハンザ航空にてミュンヘンへ
着後、乗換
LH-714 ルフトハンザ航空にて羽田へ

ザルツブルク

ザルツブルク

オーベルンドルフ

ザルツブルク

ザルツブルク

ウィーン

ウィーン

ウィーン発
ミュンヘン着
ミュンヘン発

着後、解散東京(羽田）

12：45
16：45

夜

17：00

22：00

13：15
14：15
15：35

10：55

12月22日
（土）

12月23日
（日）

12月24日
（月）

12月25日
（火）

12月26日
（水）

12月27日
（木）

機内

朝食

朝食
昼食

軽食

朝食

昼食

夕食

朝食

機内

食事

【機内泊】

【ウィーン泊】

【ザルツブルク泊】

【ザルツブルク泊】

【ザルツブルク泊】
1

2

3

4

5

6

交通機関＆行動月日 時間 都市名

東京（羽田）発
ミュンヘン着
ザルツブルク

LH-715　ルフトハンザ航空にてミュンヘンへ
着後、専用バスにてザルツブルク市内のホテルへ(約2時間）

ホテルにて朝食　
リハーサル、のちザルツブルク市内観光
（モーツァルト幼少時代の家、生家、ミラベル宮殿等）
※リハーサルの時間により、予定が前後することがございます。
徒歩にてクリスマスマーケット見学

ホテルにて朝食
午前　サウンドオブミュージックロケ地巡り
専用車にてオーベルンドルフへ
聖ニコラウス教会にて「きよしこの夜誕生200年記念ミサ」参列(約45分）
終了後、専用車にてザルツブルク大聖堂へ
大聖堂にてクリスマスミサ参列　「きよしこの夜」等合唱
終了後、専用車にてホテルへ

ホテルにて朝食
専用車にてメルクへ　メルクの修道院見学
その後、世界遺産のヴァッハウ渓谷へ
その後、専用車にてウィーンへ
着後、クリスマスマーケット見学、市内レストランにて夕食

ホテルにて朝食
終日ウィーン観光、途中市内レストランにて昼食
(シェーンブルン宮殿、ベルヴェデーレ宮殿、シュテファン大聖堂、ハイリゲンシュタット等）

ホテルにて朝食
自由行動
(オプション：ウィーン国立歌劇場バックステージ見学ツアー、オペラ、コンサート鑑賞等）

ホテルにて朝食　
専用車にて空港へ
LH-2329 ルフトハンザ航空にてミュンヘンへ
着後、乗換
LH-714 ルフトハンザ航空にて羽田へ

ザルツブルク

ザルツブルク

オーベルンドルフ

ザルツブルク

ザルツブルク
メルク
ヴァッハウ渓谷

ウィーン

ウィーン

ウィーン

ウィーン

ウィーン発
ミュンヘン着
ミュンヘン発

着後、解散東京(羽田）着

12：45
16：45

夜

17：00

22：00

13：15

14：15
15：35

10：55

12月22日
（土）

12月23日
（日）

12月24日
（月）

12月25日
（火）

12月26日
（水）

12月27日
（木）

12月28日
（金）

12月29日
（土）

機内

朝食

朝食
昼食

軽食

朝食

昼食

夕食

朝食
昼食

朝食

朝食

機内

食事

【機内泊】

【ウィーン泊】

【ウィーン泊】

【ウィーン泊】

【ザルツブルク泊】

【ザルツブルク泊】

【ザルツブルク泊】
1

2

3

4

5

6

7

8

交通機関＆行動月日 時間 都市名

お申込から旅行出発まで

1.お申込方法
申込書に必要事項をご記入の上、ご一緒にパスポート
のコピーを、下記のいずれかの方法でお送りください。
①郵送の場合
〒140-0014　東京都品川区大井1-11-1
大井西銀座ビルD-4F フルスコアインターナショナル
「きよしこの夜を歌う旅2018」旅行事業部宛
②FAXの場合
FAX　03-6303-8352宛に送信してください。
③メールの場合
info@fs-international.jp宛に、書類を添付して送信し
てください。
④ホームページから申し込む場合
https://fs-international.jp/1589へアクセス（スマホは
下記QRコードより）し、申込フォームよりお申込みください。
※パスポートコピーは①～③の方法でお送りください。

事前練習に関して
参加される方は、日本での事前練習にご参加いただく
必要がございます。（費用別途）
ツアーにも同行される、泉 智之氏の指導の下で、5月
以降、全25回ほどの練習を行います。
【練習費用】　※参加初回に会場にてお支払
■5月より参加…お一人様 ￥30,000
■8月より参加…お一人様 ￥20,000
■上記以外の場合…お一人様  ￥1,500/1回
練習場所やスケジュールの詳細に関しましては、裏面
をご参照ください。

ツアー料金（２名１室利用・燃油サーチャージ別）

※申込書と申込金の入金が確認できた段階で、お申込
完了となります。

2.お申込金の振込先
お一人様5万円を下記口座にお振込みください。
■三菱UFJ銀行 大和王寺支店（支店番号457）
　普通0142666  ヴィガーケイツーカブシキガイシャ

3.ご出発の約1ヶ月前～1週間前迄
ご出発の最終案内、残金の請求書、旅のしおり、ガイド
ブック等をお送りいたします。また、海外旅行傷害保険
をお申込の方には、保険契約証もお送りいたします。

4.ご出発
ご集合受付時にパスポートを確認し、搭乗券をお渡しし
ます。各コース添乗員と共にオーストリアに向けて出発い
たします。

ザルツブルク大聖堂

紀元前より塩の交易地として栄えてきたザルツブルクは、
中世には大司教の街として、アルプス以北でもっとも重要
なカトリックの街でした。現代では、モーツァルトの生まれた
町として知られていますが、その美しい街並みは街中が世
界遺産となっています。
大聖堂は、街のシンボルとして旧市街の中心に位置し、壮
麗なバロック様式による教会です。1万人を収容出来、ヨー
ロッパ最大のパイプオルガンを持っています。モーツァルト
はこの教会で洗礼を受け、オルガン奏者も務めました。｢戴
冠式ミサ｣は1779年にモーツァルト自身によってこの大聖
堂で初演されました。

1818年12月24日にザルツブルク郊外の小さな町、オーベ
ルンドルフの教会で新しいクリスマスキャロルが誕生しまし
た。現在、300以上の言語に翻訳され、世界中で親しまれ
ている「きよしこの夜（Stille Nacht)」です。
誕生にまつわる逸話として“クリスマス・イヴの前日、教会の
オルガンが壊れて、讃美歌の伴奏ができなくなったため、
急遽司祭のヨゼフ・モールが詞を書き上げ、オルガン奏者
のフランツ・グルーバーに、この詞にギターで伴奏できる讃
美歌を作曲してくれるように依頼、グルーバーは一晩中懸
命に考え続け、ついにこの曲を完成させた。”という話があ
ります。

1818年にオーストリア・オーベルンドルフの聖ニコラウス教会で「きよしこの夜」が誕生して200年記念の
年となる2018年。世界遺産のザルツブルク大聖堂でのクリスマスミサの聖歌隊に参加しませんか？

「きよしこの夜」誕生200年記念クリスマスミサ

主催・場所：ザルツブルク大聖堂
時期：2018年12月24日22時～
曲目：「きよしこの夜」
　＊以下、モーツァルト作曲
　　 「ミサ・ブレヴィス（小クレドミサ）」 K.192
　　 「戴冠式ミサ」 K.317
　　 「モテット『アヴェ・ヴェルム・コルプス』 K.618」
指揮：ヤーノシュ・ツィフィラ
　　　（ザルツブルク大聖堂音楽監督・カペルマイスター）

演奏：ザルツブルク大聖堂オーケストラ
共演：ザルツブルク大聖堂合唱団

きよしこの夜（Stille Nacht）

ツアー基本コース

Aコース：12/22（土）～12/27（木）　4泊6日間

Bコース：12/22（土）～12/29（土）　6泊8日間

早稲田大学人間科学部卒業。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。
声楽を佐野正一、川上洋司の各氏に師事。声楽家としてオペラ作品
や宗教曲などのソリストを務める一方、指揮者としてこれまでにモー
ツァルト『ドン・ジョヴァンニ』『フィガロの結婚』をはじめ、バッハからプー
ランク、邦人作品まであらゆる時代、ジャンルの合唱曲を指揮。国技館
5000人の第九、オランダ・コンセルトヘボウでのヴェルディ「レクイエム」
(松尾葉子指揮)、めぐろパーシモンホール開館15周年記念コンサート
「めぐろで第九」(アンドレア・バッティストーニ指揮)など数多くのプロ
ジェクトで合唱指揮を務める。

お忙しい方のためのAコースと、観光も楽しみたい方のBコースの2通りがございます。
また、参加者のための合唱練習をご用意しております（要別途申込）。併せてお申し込みください。

Ａコース ￥268,000
Ｂコース ￥298,000

＊１名部屋追加料金 ￥27,000

＊１名部屋追加料金 ￥44,000

クリスマスミサ　概要

合唱指導　泉 智之12月のオーストリアは1年で最も美しい。
クリスマスマーケットでのお買い物、オペラやコンサート鑑賞、舞踏会も！

国立オペラ座のバックステージの見学や、伝統豊かなカフェハウスでスイーツ

も楽しみましょう。

冬のオーストリアは最も美しいといわれ、“インスタ映え”するシーンが目白押し

です。1年で一番輝いている街並から、素敵な体験を発信しませんか？

皆の羨望の的になること間違いなしです！


