旅行参加申込書

本申込書はご旅行に関わる諸手続きの元となる資料ですので、正確に全てご記入いただき、ご返信ください。
氏名

記入日

年

月

日

参加者お申し込み情報
フリガナ
氏名

（姓）

(名）

西暦

生年月日

年

月

日

パスポート情報

（姓/Surname）

(年齢満

才）

（性別

2019.8.17

男 ・ 女）

(名/First Name)

発行年月日

【重要】現地出国の際に、旅券の残存期間が 3カ月以上必要です。
パスポート未取得の方、現在申請中の方は、空欄箇所へ取得予定日をご記入下さい。

年

月

ご住所・ご連絡先

日

有効期限日

年

8泊10日間

¥ 538,000 （旅行代金 ￥388,000+ツアー参加費＊ ￥150,000）

旅券番号
国籍 日本 ・その他

▶8.26

（2名1室利用・Tax＆燃油サーチャージ別）
＊ツアー参加費は、コンサートに関する経費、指導者随行費用

月

子供料金 ￥70,000引き（￥388,000→ ￥318,000）

日

＊ただし、親と同行の未就学児、ベッドと食事は親と一緒となります。

※弊社と日中連絡が取れる番号をご記入ください

フリガナ
現住所

（郵便番号

̶

）

電話番号

（

）

FAX

携帯電話

（

）

E-mail

勤務先
ご旅行中 続柄
の国内
〒
連絡先

お名前

（フリガナ）

1人部屋
希望者

□希望する

□希望しない ( 同室希望者氏名

海外旅行
保険

□希望する

□希望しない

演奏の
有無
クラス名

備考

有の場合 (楽器名：

)

担当指導者
生徒名

）

＠

電話番号

（

）

連絡先

（

）

（必須）

)

無しの場合 (付き添う子供の名前：

フィレンツェ旧市街風景

)

教室名所属

フリガナ

（特記すべき点）

（

(年齢満

才）

（性別

男 ・ 女）

グレード《巻数》

イタリア周遊コンサート

もう1つ。
お申込み手順の”上記申込書へご記入の上、
パスポートコピー”
の後に”のお顔写真面”を挿入して下さい。

【お申込み手順】 ●郵送、FAXまたはメール添付
上記申込書へご記入の上パスポートのお顔写真面コピーと共にご提出下さい。
尚、
お申込書ご提出と同時にお申込金（お1人様5万円）
を下記口座にお振込み下さい。
【お振込口座】

三菱ＵＦＪ銀行 大和王寺支店（ヤマトオウジ）支店番号457 普通0142666
ヴィガーＫ２株式会社（ヴィガーケイツーカブシキガイシャ）
旅行企画・実施

“ヴァイオリンの聖地” クレモナ（トレッキ宮殿、老人ホーム）
返信用 FAX番号 03-6303-8352
メール添付の場合

e-mail : info@fs-international.jp

申し込みはこちらからもできます→

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

e-mail : info@fs-international.jp

〒140-0014 東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルD -4F 営業時間 月〜金9：3017：30（土・日・祝・祭日休み）
観光庁長官登録旅行業第1種登録番号1989号 日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）正会員

“ルネッサンスの誇り” フィレンツェ（サント・スピリト教会）

“永遠の都” ローマ（サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会）

ヴェローナ音楽祭オペラ｢アイーダ｣鑑賞チケット付き
企画：TOKYO Centre Ensemble
後援：クレモナ商工会議所

TOUR SCHEDULE

ご挨拶

日付

新年あけましておめでとうございます。

いよいよ2019年の幕が上がりましたが、今年も美しい音に包まれ素晴らしい新年をお迎えにな

8.16（金）

られたことと思います。

さて、一昨年のイタリアツアーの感動が未だ冷めやらぬ中、アンコールの声に応えまして遂に
2019年もイタリアツアーを催行することが決定いたしました！

1 8.17（土）

音楽に携わる者にとって、
日本国内で経験することがほぼ不可能な大聖堂での演奏は、考古学者

が実際にピラミッドを見て得られる大感動に匹敵すると思います。

音楽の聖地、弦楽器の聖地、西洋文明の聖地であるイタリアに、観光旅行ではなく、演奏旅行とし

て訪れることは、大人はもちろん、未来の可能性を秘めた子供たちにとって、生涯記憶に刻まれる
素晴らしい体験と忘れえぬ感動をもたらすことは間違いありません。

2

一昨年の貴重な経験に基づき、今回は教会での演奏はもちろんのこと、野外ステージでのオペラ

8.18（日）

観劇、
イタリアのスズキとのコラボなど より素晴らしい体験より多くの感動を得られる様、
あらゆ

る面でグレードアップを図っております。

この演奏旅行の経験が、素晴らしい感動と共に皆様の人生の貴重な1ページを飾り、
これからの
音楽人生の礎になることと確信しております。

クレモナ大聖堂

日々ご多忙とは存じますが、
しばし日常から離れ、
お子様方に是非このチャンスを活かさせてあげ

3

8.19（月）

て欲しいと強く願うばかりです。

TOKYOセンターアンサンブルは音楽をとおして老若男女が交わり、地域は基よりグローバルな国
際貢献を志しています。
この演奏旅行をきっかけに一人でも多くの皆様にご参加頂き、希少な経

4 8.20（火）

験と素晴らしい感動を共有できることを心から楽しみにしております。
素晴らしい大感動を一緒に実現させましょう！！

2019イタリア演奏ツアー

団長 宮田 豊
音楽監督兼指揮 松井直樹
副団長 松井恭代

5 8.21（水）

TOKYO Centre Ensemble

6 8.22（木）

Concert Tour in Italy 2019

クレモナのヴァイオリン工房

フィレンツェのサント・スピリト教会演奏風景

クレモナの老人ホーム演奏風景

観光・演奏会場等ご案内
＜ヴェローナ＞

紀元前より交通の要衝として栄えた北イタリ

アの古都で、中世の街並みは、世界遺産に登
アレーナ・ディ・ヴェローナ

録されている。シェークスピアの｢ロミオと

ジュリエット｣の舞台としても有名。

＜アレーナ・ディ・ヴェローナ＞

治したルネッサンス期に栄華を極めた。街全
世界遺産に登録されている。

＜サント・スピリト教会＞

言った。若きミケランジェロの｢十字架像｣が

で、ベルニーニが世界で最も美しい教会と
特に有名。

＜オペラ｢アイーダ｣＞

＜ローマ＞

ルディの傑作オペラで、1871年に初演され

ローマに通ず｣等、古代ローマ帝国の時代か

イタリア最高のオペラ作曲家ジュゼッペ・ヴェ

｢ローマは1日にしてならず｣｢すべての道は

ら世界の中心として栄え、現在も｢永遠の都｣

ティヴァルのハイライトである。

と言われている。

＜クレモナ＞

＜サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会＞

世紀に弦楽器の製造として栄え、
ストラディ

しい教会だが、
プッチーニの傑作オペラ｢トス

イタリア北部ポー川沿いに広がる古都。16

ヴァリ、
グァルネリ、
アマ―ティ等の弦楽器は
現代でも世界最高の楽器とされている。

8 8.24（土）

体が屋根のない美術館のような街並みは、

た毎年野外オペラ・フェスティヴァルの会場

た。
グランドオペラの最高峰と言われ、
フェス

ヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂

イタリア中部の古都で、特にメディチ家が統

ブルネレスキが設計したルネッサンスの傑作

としても広く知られている。

ローマのサンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会

＜フィレンツェ＞

ほぼ完全な形で残る2000年前の古代ロー

マ時代の円形闘技場で、1913年から始まっ

7 8.23（金）

ローマの中心地にあるバロック建築による美

カ｣の1幕の舞台として有名である。

9

8.25（日）

10 8.26（月）

行程

食事

14:00 成田空港近辺のホテルに集合
15:00 合同練習
19:00 夕食会

夕食

ホテルにて朝食
11:00 成田空港発 フィンエアーにてヘルシンキ経由ミラノへ
18:10 着後、専用バスにてヴェローナへ ホテルにて夕食

朝食
機内
夕食

<ヴェローナ泊>

ホテルにて朝食、半日自由行動
市内レストランにて昼食
午後 徒歩にてヴェローナ市内観光(エルベ広場、
ジュリエットの家等)と夕食
20:45 アレーナにて
「アイーダ」鑑賞
ホテルにて朝食
午前 専用バスにてクレモナへ 途中のレストランにて昼食
午後 ヴァイオリン工房見学
夜 現地制作関係者と交流会

朝食
昼食
夕食
<ヴェローナ泊>
朝食
昼食
夕食
<クレモナ泊>

ホテルにて朝食
午前 ♬専用バスにて現地訪問公演(老人ホーム予定)♬
午後 ヴァイオリン博物館見学(希望者のみ)
夜 コンサートGP
♬Palazzo Trecchiにてコンサート本番♬ 終了後、打ち上げ

朝食

<クレモナ泊>

ホテルにて朝食
午前 専用バスにてフィレンツェへ
着後、市内レストランにて昼食
午後 徒歩にて半日市内観光(ドォーモ、
ヴェッキオ橋、
ウフィッツィ美術館)
ホテルにて朝食
午前 自由行動
午後 夜のコンサートGP
夜 ♬サント・スピリト教会にてコンサート♬ 終了後打ち上げ

打ち上げ
朝食
昼食

<フィレンツェ泊>
朝食

<フィレンツェ泊>

ホテルにて朝食
午前 専用車にてローマへ 着後、市内レストランにて昼食
午後 サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会にてコンサートGP
夜 ♬サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会コンサート本番♬

打ち上げ
朝食
昼食

<ローマ泊>

ホテルにて朝食
自由行動 OP)ナポリ&ポンペイ1日観光、
ヴァチカン半日観光、
ローマ半日観光等
夜 市内レストランにてさよならパーティ
ホテルにて朝食 専用バスにて空港へ
11:20 ローマ発 フィンエアーにてヘルシンキ経由 成田へ

朝食
夕食

<機内泊>

朝食
機内

8:55 成田空港着、解散

●申込期限 2019年3月31日(日) ●利用予定航空会社 フィンエアー(AY)
●利用予定ホテル(デラックス・カテゴリー)・ヴェローナ→グランドホテル、
アッカデミア、
レオンドーロ・クレ モナ→インペロ、
アストリア、
コンチネンタル・フィレンツェ→グランドホテルバリオーニ、
アルバーニ・ロ ーマ→チチェローネ、
メディテッラーネオ、
ヴィスコンティパレス
●添乗員 1名同行いたします ●食事 朝食8回・昼食4回・夕食4回・他機内食 ●最少催行人員 30名 ●1人部屋追加料金8万円
●旅行条件 旅行業約款の受注型企画旅行によります。
旅行代金に含まれるもの

●日程表に明示した次の料金は含まれます。
①利用交通機関(航空機・バス等)の料金 全旅程 航空機はエ
コノミークラス、バスは専用バス ②ホテルの宿泊料金 (税・
サービス料を含む) ツインを 2名様で利用します ③観光料金
(バス料金・入場料・ガイド料を含む ) ④手荷物の運搬料金
(お1人様23kgまでの荷物を2個まで) ⑤食事料金(税・サー
ビス料を含む) ⑥団体行動中にかかわるチップ ⑦8月18日
のアレーナの
「アイーダ 」入場券 ⑧現地コンサート費用、指導
者随行費用、国内練習費用等計15万円
取消料規定について お客様は次の取消料をお支払頂くことに
より旅行をキャンセルすることが出来ます。*旅行開始日の前日

から起算して 60日以前の取消に関しては旅行費用を全額返
金いたします。59日前 に当たる日以降から31日前に当たる日
までは10%、30日前に当たる日から14日前に当たる日まで は
20%、13日前に当たる日から4日前に当たる日までは30%、3
日前に当たる日から2日前に当たる日 までは50%、前日または
出発当日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。

る場合の追加料金80,000円 ④渡航手続き諸費用(旅券印
紙代、旅券代理申請料金等) ⑤お客様の疾病・傷害に関する
医療費 ⑥オプショナル 8月24日(土)の
「ナポリ・ポンペイ1
日観光」
「ヴァチカン半日観光」
「ローマ市内半日観光」 ⑦航
空券にかかる燃油サーチャージ、Tax等(今日現在、約3万円)
⑧チェロレンタル料金 ⑨出発前、成田空港近辺前泊ホテル宿
泊代 ⑩自由行動中の諸費用

旅行代金に含まれないもの

①運輸機関による手荷物の損害 ②天災地変、戦乱、暴動、官
公庁の命令等による日程変更または中止

●基本的に前項以外は含まれません。一部を例示します。
①超過手荷物料金 ②個人的性質の諸費用(クリーニング代、
電話代、
その他追加飲食代等) ③1人部屋を希望し、使用す

当社の免責事項

