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西本智実 指揮
ヴェルディ『レクイエム』

グノー 『聖チェチーリア荘厳ミサ曲』
グレゴリオ聖歌『オラショ』

Festival
Internazionale di

Musica e Arte Savra

名誉パートナーオーケストラ＆合唱団として
イルミナートの招聘決定！¥285,000~

基本コース  4泊6日間

11/8    -11/13 木 火

合唱団コース

全6コース・最長8泊10日間のコースもご用意が
ございます。1名様からでもご参加いただけます。 ヴァチカンから世界へ向けて祈りの歌を！



指揮者 西本智実
Tomomi Nishimoto

イルミナート芸術監督兼首席指揮者、ロイヤルチェンバーオーケストラ音楽監督兼首席指揮
者、日本フィルミュージックパートナー。岸和田市立浪切ホール芸術ディレクター。大阪音楽大
学客員教授。松本歯科大学名誉博士。平戸名誉大使第1号。大阪国際文化大使第1号。 
名門ロシア国立響及び国立歌劇場で指揮者ポストを外国人で初めて歴任、約30ヶ国の名門
オーケストラ、名門歌劇場、国際音楽祭より指揮者として招聘。2013年よりヴァチカン国際音
楽祭に毎年招聘され、2014年ヴァチカンの音楽財団より【名誉賞】が最年少で授与。国家戦
略担当大臣より感謝状など受賞多数。
イルミナート芸術監督としてオペラ・バレエの舞台演出も手掛ける。
2007年ダボス会議のヤンググローバルリーダーに選出。2015年エルマウ・2016年伊勢志摩
G7サミットの日本国CM及び日本国政府公式英文広報誌に国際的に活躍している日本人とし
て起用。アメリカの3つの財団から奨学金給付を受け、ハーバード大学大学院(ケネディスクー
ル)“エグゼクティブ教育”修了。
BSジャパン「ミステリアス・ジャパン」のナビゲーター、音楽・指揮を務めている。NHKラジオ第
一『NHKマイあさラジオ「サタデーエッセー」』レギュラーゲスト。

西本智実公式HP http://www.tomomi-n.com/

ヴァチカン国際音楽祭は、ヴァチカンのサン ピエトロ大聖堂をはじめ
とするヴァチカンおよびローマ市内の複数のキリスト教礼拝施設を会
場に毎年秋に開催されています。2002年ヨハネ・パウロ2世の在位中
に第1回が催され、今年で第17回を数えます。第1回から毎年、ホスト
オーケストラとして招かれているウィーンフィルハーモニー管弦楽団を
はじめ、世界に名立たるオーケストラが招かれています。
このような聖地で音楽を演奏して神に捧げるという音楽祭はほかに
例がなく、特にサン ピエトロ大聖堂などカトリックの総本山と世界最
高レベルの音楽とのコラボレートは見事で、これまで多くの観客から
も大喝采を得てきました。
先の教皇(現名誉教皇)ベネディクト16世は、教皇即位前の第1回から
本音楽祭に出席しており、2007年の80歳の誕生日に際し、「音楽は世
界共通の言葉であり、世界を一つにまとめ上げる力がある」と称えて
います。こうした理念を受けて、プロムジカ・アルテ・サークラ財団の慈
善活動の一環として、本音楽祭は開催されています。
2013年11月、西本智実とイルミナートフィルハーモニーオーケストラ
＆イルミナート合唱団は、アジアから初めてヴァチカン国際音楽祭に
招聘され、大喝采を浴びました。以降毎年招聘され、サン ピエトロ大
聖堂における「ローマ教皇代理ミサ」は異例の世界35か国に放送され
ています。

ヴァチカン国際音楽祭
http:www.festivalmusicaeartesacra.net
http://vatican.illuminart-phil.com

ヴァチカン国際音楽祭とは

2013年「ヴァチカン国際音楽祭」にアジア初の団体として
招聘され、大きな喝采を浴びた『西本智実指揮 イルミナート
フィルハーモニーオーケストラ＆イルミナート合唱団』
2014年、N.アーノンクールと西本智実が名誉賞を授与さ
れ、更に2017年12月イルミナートフィルハーモニーオーケス
トラ＆イルミナート合唱団へ【ヴァチカン国際音楽祭　名誉
パートナーオーケストラ＆合唱団】の称号が授与されました。
6年目となる2018年、名誉パートナーとしてイルミナートの
招聘が決定しました！

©Akito Koyama



ヴァチカン国際音楽祭名誉パートナーオーケストラ。
芸術監督西本智実のもと、受賞歴を多く持つ国内外のオーケス
トラ首席経験者などの奏者で結成、国籍・国境を超越する既成
概念から抜け出した新しいスタイルのオーケストラ。
 2013年アジアのオーケストラとして史上初めて【ヴァチカン国
際音楽祭】【枢機卿ミサ】で演奏。2014年より毎年ウィーンフィ
ルと共にメインオーケストラとして招聘されている。
京都南座ではオペラ『蝶々夫人』全幕を京都の芸舞妓衆と共
演、泉涌寺音舞台、高野山開創1200年記念法要演奏会、帝国
ホテル芸術祭等、各地の伝統芸能との新しい融合により日本文
化を世界へ発信。2015年日韓国交正常化50周年記念の公演、
アジア諸国の作品世界初演、2017年には日本の古典芸能を西
洋音楽の様式と技術で世界に発信するINNOVATION OPERA
「ストゥーパ～新卒塔婆小町～」を世界初演し2018年の再演も
決定している。テレビやＣＭにも出演多数。

イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
ヴァチカン国際音楽祭 名誉パートナーオーケストラ
Illuminart Philharmonic Orchestra

イルミナート公式HP       http://illuminartphil.com 
イルミナート公式Twitter  https://twitter.com/IlluminArtPhil

©新井秀幸

二つの大聖堂

リハーサル会場

サン ピエトロ大聖堂～ローマ教皇代理ミサ～
ヴァチカン市国内に建つカトリック教会の総本山。4世紀、キリスト12使徒
の1人ペトロの墓の上に建立された。ルネッサンス期に大改築が行われ、ブ
ラマンテ、ラファエッロ、ミケランジェロら偉大な芸術家たちの手によって
1626年完成した。世界最大の教会で、内部は豪華絢爛な荘厳さに溢れて
いる。特にミケランジェロの｢ピエタ｣像やベルニーニの大天蓋らは有名。

サン パオロ大聖堂～演奏会～
Basilica di San Pietro Vaticano

Basilica di San Pietro Vaticano

Basilica di Sant’ Andrea della valle

ローマ5大バジリカ(大聖堂)の1つで、ローマ皇帝コンスタンティヌス帝が
4世紀に聖パウロの墓の上に建てさせた。1823年の火災によって焼失し
てしまったが、19世紀のうちに見事に再建された。そのバジリカ様式は初
期キリスト教建造物のもので、巨大な80本の大理石の列柱が4列に並
び、内部は息を飲む壮麗さである。サン ピエトロ大聖堂に次ぐ規模と格
式を持つ。1980年に世界遺産に登録されている。

サンタンドレア デッラ ヴァッレ教会
市内の中心で、パンテオンからも近いヴィットリオ・エマヌエーレ2世通りに
ある教会。17世紀初めに建てられたバロック様式で、荘厳で美しい祭壇や
祭壇画、天井画、パイプオルガンなどを持つ。プッチーニの傑作オペラ｢トス
カ｣の1幕の舞台がこの教会。スカルピアに追われた政治犯のアンジェロッ
ティが隠れ、画家のカヴァラドッシが｢妙なる調和｣のアリア、歌姫トスカとの
愛の2重唱を歌い上げ、フィナーレでは警視総監スカルピアが｢テ・デウム｣
で悪の独白をするなど、すべてこの教会が舞台である。

サンタンドレア デッラ ヴァッレ教会リハーサル風景

サン ピエトロ大聖堂

サン パオロ大聖堂

8月31日までにお申込みの
合唱団の方には、
ヴァチカンから招待状が届きます。
ヴァチカン郵便局から投函された郵便物は別名『天使が配達
する郵便』とも言われ、旅の素晴らしい記念になるはずです。

Present



お忙しい方でも参加しやすい最短4泊6日間のパターンです。合唱団の方も練習
時間以外に多彩なオプショナルをご用意しておりますので、限られた時間の中、
同行者の方と一緒にお楽しみに頂けます。

基本コース

¥ 60,000
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午前

午後

20:00

成田（羽田）（関空）発
ローマ着

ローマ

経由便にてローマへ
着後、専用バスにてホテルへ

半日自由行動
（OP）ローマ半日市内観光（コロッセオ、トレヴィの泉等）

（OP）オペラ座にて｢フィガロの結婚｣(モーツァルト作曲)鑑賞

市内練習会場(サンタンドレア デッラ ヴァッレ教会)にてリハーサル

ローマ半日市内観光（コロッセオ、スペイン広場、トレヴィの泉等）

半日自由行動
（OP）アウトレット・ショッピングツアー

（OP）オペラ座にて｢フィガロの結婚｣(モーツァルト作曲)

経由便にてローマへ
着後、専用バスにてホテルへ

午前

14:00
16:00

19:30

午前

14:00

21:00

ローマ

ローマ

ローマ

半日自由行動
（OP）ヴァチカン半日観光(ヴァチカン美術館、サン ピエトロ大聖堂)
サン ピエトロ大聖堂にて｢教皇代理ミサ｣リハーサル

（OP）マルゲリータ劇場にてオペラディナー｢演目未定｣

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ

成田（羽田）（関空）着 着後、解散 着後、解散

自由行動
（OP）ティヴォリ庭園半日観光
サン パオロ大聖堂にて リハーサル

ヴァチカン半日観光
（ヴァチカン美術館、サン ピエトロ大聖堂）

（OP）マルゲリータ劇場にてオペラディナー｢演目未定｣

ティヴォリ庭園半日観光

（OP）オスティア・アンティカ古代遺跡ツアー

月　  日 時 間 都市名 合唱団コース 鑑賞コース

教皇代理ミサ／サン ピエトロ大聖堂
グノー『聖チェチーリア荘厳ミサ曲』、グレゴリオ聖歌『オラショ』

指揮：西本智実　イルミナートフィルハーモニーオーケストラ&イルミナート合唱団

ローマ泊（機内食） ローマ泊（機内食）

ローマ泊（朝食）

ローマ泊（朝食）

ローマ泊（朝食）

ローマ泊（朝食）

ローマ泊（朝食）

機内泊（朝食・機内食） 機内泊（朝食・機内食）

ローマ泊（朝食）

11月8日（木）

13日（火）

9日（金）

10日（土）

11日（日）

12日（月）

ツアー料金

11.8　  11.13木 火

OP

　ローマ半日市内観光 コロッセオ、トレヴィの泉、スペイン広場等
11.9　金

鑑賞コースの方はヴァチカン国際音楽祭2018の全公演を見ることが出来るブロンズチケット付

基本コースのみ
関空発あり

４泊６日間

合唱団コース ¥285,000最少催行人員：80名様A B 鑑賞コース ¥360,000最少催行人員：40名様

1人部屋追加代金

本番

ヴァチカン国際音楽祭2018／サン パオロ大聖堂
ヴェルディ『レクイエム』

指揮：西本智実　イルミナートフィルハーモニーオーケストラ&イルミナート合唱団
本番

多彩なオプショナルツアーをご用意しております。 ★印のツアーに関してはキャンセル不可となります。あらかじめご了承下さい。

午前中　お一人様  ¥ 4,900 最少催行人員1名様

　ナポリ・ポンペイ1日観光
陽光に輝くナポリのサンタ・ルチア湾と2,000年前のヴェスヴィオ火山の噴火に埋没した町、
ポンペイの遺跡を訪ねます。昼食付●参加可能コース：Cコース

　天空の城オルヴィエートとチヴィタ・ディ・バニョレージョ
丘の上の城郭都市オルヴィエート、｢天空の城ラピュタ｣の舞台チヴィタ・ディ・バニョレージョ
を訪ねます。昼食付●参加可能コース：Cコース

　チェスキークルムロフ1日観光
中世の街並みがそのまま残る世界遺産の街、チェスキークルムロフを訪ねます。
まるでおとぎ話の中の街並みのようです。　昼食付●参加可能コース：Eコース

終日　お一人様  ¥ 21,000 最少催行人員10名様

　ピサ半日市内観光

　ミラノ・スカラ座オペラ｢エレクトラ｣鑑賞
イタリアオペラの最高峰ミラノ・スカラ座で、リヒャルト・シュトラウスの傑作オペラ｢エレクトラ｣
をご覧頂きます。●参加可能コース：Fコース

海運国家として栄えたピサのシンボル、ピサの斜塔や大聖堂、洗礼堂などを訪ねます。
●参加可能コース：Dコース

　ローマ・オペラ座｢フィガロの結婚｣鑑賞
11.9　金
モーツァルトの最高傑作オペラ｢フィガロの結婚｣を伝統のローマ・オペラ座で鑑賞します。チケットは第1
カテゴリーもしくはそれに準じる席。往復専用車をご用意致します。●参加可能コース：全コース

19時開演　お一人様  ¥ 21,000 最少催行人員40名様

　ヴァチカン半日観光 ヴァチカン美術館、システィーナ礼拝堂、サン・ピエトロ大聖堂　
11.10　土
世界最大級のヴァチカン美術館、ミケランジェロの最後の審判で有名なシスティーナ礼拝堂、カトリックの
総本山サン ピエトロ大聖堂を巡ります。鑑賞コースの方はツアーの予定に含まれています。観光はすべて
入場観光●参加可能コース：A、C、D、E、F、Gコースの合唱団コース

午前中　お一人様  ¥ 9,300 最少催行人員1名様

11.12　月 終日　お一人様  ¥ 16,000 最少催行人員15名様

11.13　火 終日　お一人様  ¥ 24,000 最少催行人員10名様

11.13　火 午後　お一人様  ¥ 15,000 最少催行人員10名様

11.13　火

11.14　水 20時開演　お一人様  ¥ 38,000 最少催行人員6名様　往復送迎付き

　コモ湖半日観光
ヨーロッパ有数の避暑地コモ湖。美しい風景と別荘が立ち並びます。遊覧船による周遊も
お楽しみいただきます。●参加可能コース：Fコース

11.14　水 午後　お一人様  ¥ 12,000 最少催行人員10名様

11.10　土 夕方から夜　お一人様  ¥ 19,000 最少催行人員20名様

11.11　日 午前中　お一人様  ¥ 12,000 最少催行人員1名様

11.11　日 午後　お一人様  ¥ 12,000 最少催行人員20名様

　オペラ・ディナー
カンツォーネ・ディナーならぬオペラ・ディナー。マルゲリータ劇場にてオペラ(演目未定)を鑑賞し、
ディナーも召し上がって頂きます。往復専用車を用意致します。●参加可能コース：全コース

　ティヴォリ庭園半日観光
世界遺産に登録されている古代ローマ時代の皇帝の別荘を訪ね、ヴィラ・デステへ入場します。
鑑賞コースの方はツアーの予定に含まれています。
●参加可能コース：A、C、D、E、F、Gコースの合唱団コース

　オスティア・アンティカ古代遺跡ツアー
紀元前4世紀にローマに初めて港町としてテヴェレ河口に作られて町オスティア・アンティカを訪ね、
古代ローマに思いを馳せます。●参加可能コース：B、C、D、E、F、Gコースの鑑賞コース

2,000年前の古代遺跡が息づく町、ローマ。世界遺産の街並みを観光します。観光はすべて下車のみ。鑑賞
コースの方はツアーの予定に含まれています。●参加可能コース：A、C、D、E、F、Gコースの合唱団コース

全コース対象のオペラディナーの演目、Cコースのヴァチカン国際音楽祭のウィーンフィル等の鑑賞、Eコース
のプラハでのオペラ、演奏会等は、プログラムが発表になり次第、各コースお申込の皆様にご案内致します。

6年目となる2018年は名誉パートナー合唱団として招聘決定！
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ヴェルディ『レクイエム』
グノー『聖チェチーリア荘厳ミサ曲』 グレゴリア聖歌『オラショ』



イルミナート芸術監督兼首席指揮者、ロイヤルチェンバーオーケストラ音楽監督兼首席指揮
者、日本フィルミュージックパートナー。岸和田市立浪切ホール芸術ディレクター。大阪音楽大
学客員教授。松本歯科大学名誉博士。平戸名誉大使第1号。大阪国際文化大使第1号。 
名門ロシア国立響及び国立歌劇場で指揮者ポストを外国人で初めて歴任、約30ヶ国の名門
オーケストラ、名門歌劇場、国際音楽祭より指揮者として招聘。2013年よりヴァチカン国際音
楽祭に毎年招聘され、2014年ヴァチカンの音楽財団より【名誉賞】が最年少で授与。国家戦
略担当大臣より感謝状など受賞多数。
イルミナート芸術監督としてオペラ・バレエの舞台演出も手掛ける。
2007年ダボス会議のヤンググローバルリーダーに選出。2015年エルマウ・2016年伊勢志摩
G7サミットの日本国CM及び日本国政府公式英文広報誌に国際的に活躍している日本人とし
て起用。アメリカの3つの財団から奨学金給付を受け、ハーバード大学大学院(ケネディスクー
ル)“エグゼクティブ教育”修了。
BSジャパン「ミステリアス・ジャパン」のナビゲーター、音楽・指揮を務めている。NHKラジオ第
一『NHKマイあさラジオ「サタデーエッセー」』レギュラーゲスト。

C

D

E

永遠の都ローマに残ってローマの休日を満喫して頂くコース
です。ヴァチカン国際音楽祭の他の団体のプログラムや、ナ
ポリ・ポンペイやオルヴィエートなど多彩なオプションをお楽
しみ下さい。

ローマ延泊
コース

合唱団コース  ¥ 318,000
鑑賞コース  ¥ 393,000

ツアー料金

5

6

7
8

ローマ

ローマ

終日、自由行動

（OP）ナポリ・ポンペイ1日観光

（OP）ヴァチカン国際音楽祭プログラム（ウィーンフィル等演奏会予定）
＊鑑賞コースはツアーに含まれる ローマ泊（朝食）

ローマ泊（朝食）OP参加者のみ昼食あり

11月12日（月）

終日、自由行動

（OP）天空の城オルヴィエートとチヴィタ・ディ・バニョレージョ1日観光

（OP）ヴァチカン国際音楽祭プログラム
＊鑑賞コースはツアーに含まれる

13日（火）

ローマ
ローマ発

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ

14日（水）

成田（羽田）着 着後、解散15日（木）

  

  

4日目までは基本コースと同じ

4日目までは基本コースと同じ

11.8　　木

11.15　　木

11.8　　木

11.15　　木

11.8　　木

11.15　　木

最少催行人員：30名様

最少催行人員：30名様

最少催行人員：20名様

６泊８日間

６泊８日間

例年好評を頂いている歴史と文化の町フィレンツェのコース
です。今年は同じトスカーナ州で、共に中世の美しい街並み
が残るサンジミニャーノとシエナという魅力的な世界遺産の
街を訪ねます。

トスカーナ州周遊
コース

合唱団コース  ¥ 358,000
鑑賞コース  ¥ 433,000

ツアー料金

5

6

7

8

ローマ発
シエナ着
シエナ発
サンジミニャーノ着
サンジミニャーノ発
フィレンツェ着

午前

午後

21:00

21:00

午前

午後

フィレンツェ

専用バスにて中世の街シエナへ
着後、市内レストランにて昼食
シエナ市内観光（世界遺産の旧市街の歴史地区）
同バスにて塔の街サンジミニャーノへ
サンジミニャーノ市内観光（世界遺産の旧市街の歴史地区）
同バスにてフィレンツェへ
市内レストランにてトスカーナ風の夕食

フィレンツェ泊（朝食・昼食・夕食）

フィレンツェ泊（朝食・昼食）

11月12日（月）

徒歩にて半日市内観光（ウフィッツィ美術館、ドゥオーモ等）
市内レストランにて昼食
半日自由行動
（OP）ピサ半日市内観光（斜塔、大聖堂、洗礼堂等）

13日（ 火）

フィレンツェ
フィレンツェ発

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ

14日（水）

成田（羽田）着 着後、解散15日（木）

  

百塔の街プラハは、戦争の被害が最小限だったため、ロマネ
スク様式や中世の街並みが残る世界でも珍しい美しい街で
す。モーツァルトもこの町を愛し、映画｢アマデウス｣はほぼ全
編がこの町でロケされました。

プラハコース

1人部屋追加代金 ¥ 90,000

1人部屋追加代金 ¥ 80,000

６泊８日間

合唱団コース  ¥ 376,000
鑑賞コース  ¥ 451,000

ツアー料金

1人部屋追加代金 ¥ 80,000

本番の後はローマの休日を楽しみましょう

世界遺産の街を巡り、トスカーナを満喫！

建国100周年のチェコを巡るコース

さらに楽しみたい方に5つのコースをご用意しました。

機内泊（朝食・機内食）

4日目までは基本コースと同じ

5

6

7

8

ローマ
ローマ発
プラハ着

午前

午後

午前

午後

プラハ

航空機にてプラハへ
着後、市内レストランにて昼食
プラハ城＆旧市街観光
チェコ料理の夕食

プラハ泊（朝食・昼食・夕食）

プラハ泊（朝食）OP参加者のみ昼食あり

11月12日（月）

終日自由行動
（OP）世界遺産のチェスキークルムロフ1日観光
（OP）オペラ、演奏会等鑑賞

13日（ 火）

プラハ
プラハ発

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ

14日（水）

成田（羽田）着 着後、解散15日（木）

  

機内泊（朝食・機内食）

機内泊（朝食・機内食）

サンジミニャーノ ドゥオーモ広場 フィレンツェ ミケランジェロ広場よりドゥオーモ プラハ カレル橋



F

G

最少催行人員：20名様

最少催行人員：20名様

ミラノ スカラ座 サンタガタ ヴェルディ晩年の家中庭

７泊９日間

ツアー
料金

イタリア最大の作曲家ジュゼッペ・ヴェルディの足跡を辿りま
す。普通のツアーでは決して行かないような町を回る貴重な機
会です。旅の最後はミラノでオペラの殿堂スカラ座のオペラを
ご覧頂くことも可能です。

北イタリア ヴェルディ
巡礼の旅コース

合唱団コース  ¥ 398,000
鑑賞コース  ¥ 473,000

5

6

7

8

9

ヴェルディ巡礼

ミラノ

午前

午後

午前

午後

20:00

ミラノ

専用バスにてヴェルディ巡礼
レ・ロンコレ（ヴェルディの生家、サン ミケーレ教会）
ブッセート（ヴェルディ劇場、バレッツィ邸）
サンタガタ（ヴェルディの家）
途中、ブッセートにて昼食
終了後、ミラノへ
市内レストランにてミラノ風料理の夕食

13日（火）

専用バスにて半日市内観光（スカラ座博物館、ヴェルディ憩いの家、
最後の晩餐のサンタ マリア デッレ グラーツィエ教会）
市内レストランにて昼食
半日自由行動
（OP）コモ湖半日観光
（OP）スカラ座にてエレクトラ鑑賞（リヒャルト・シュトラウス作曲）
指揮：C.フォン・ドホナーニ
歌手：R.メルベート、W.マイヤー、M.ヴォッレ、R.サッカ等
※ミラノ半日観光のサンタ マリア デッレ グラーツィエ教会は、
　現地事情によりブレラ美術館に変更になる場合がございます。

14日（水）

ミラノ
ミラノ発

専用バスにて空港へ
直行便または経由便にて東京へ15日（木）

成田（羽田）着 着後、解散16日（金）

  

ミラノ泊（朝食・昼食）

ローマ発

パルマ着

午前

午後

専用バスにてパルマへ
途中、フィレンツェにてトスカーナ風料理の昼食
着後、トスカーナの生家、パガニーニの墓等観光
美食の街、パルマ風料理の夕食

パルマ泊（朝食・昼食・夕食）

11月12日（月）

ミラノ泊（朝食・昼食・夕食）

機内泊（朝食・機内食）

機内泊（朝食・機内食）

11.8　　木 11.16　　金

スペイン周遊
コース 5

6

7

8

9

10

モンセラート

バルセロナ

午前

午後

午前

午後

バルセロナ発
マドリッド

専用バスにてモンセラート半日市内観光(ヴェネディクト会の修道院)等見学
市内レストランにて昼食
半日自由行動
フラメンコ・ディナー

マドリッド泊（朝食・昼食・夕食）

マドリッド泊（朝食・昼食・夕食）

13日（火）

飛行機にてマドリッドへ
着後、市内レストランにて昼食
専用バスにて半日市内観光(プラド美術館、ソフィア王妃芸術センター)
市内バルにてタパスの夕食

14日（水）

マドリッド
マドリッド発

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ16日（金）

マドリッド 世界遺産の古都トレド＆セゴビア1日観光
途中、市内レストランにて昼食
市内レストランにてパエリア料理の夕食

15日（木）

成田(羽田)着 着後、解散17日（土）

  

  

ローマ

ローマ発
バルセロナ着

午前

午後

専用バスにてバルセロナへ
航空機にてバルセロナへ
着後、市内レストランにて昼食
専用バスにて半日市内観光(サグラダファミリア、グエル公園、
カーサ・ミラ、カタルーニャ音楽堂等)
終了後、ホテルへ
ホテルにて夕食 バルセロナ泊（朝食・昼食・夕食）

11月12日（月）

バルセロナ泊（朝食・昼食・夕食）

4日目までは基本コースと同じ

4日目までは基本コースと同じ

1人部屋追加代金 ¥ 90,000

ヴェルレクを歌い上げた後は、偉大な作曲家の足跡を辿りましょう

８泊１０日間

ツアー
料金

スペインの見どころを効率的に回ります。ガウディの傑作サ
グラダファミリアの街バルセロナ、神の山モンセラート、首都
マドリッド、世界屈指の美しい古都トレド、水道橋と大聖堂
のセゴビア、どの都市も見逃せません。

合唱団コース  ¥ 448,000
鑑賞コース  ¥ 523,000

11.8　　木 11.17　　土

イタリアだけじゃ物足りないアクティブなあなたへ！

ヴェルディ像 カーサ・ヴェルディ

グエル公園 フラメンコディナー(イメージ）

バルセロナ サグラダファミリア

1人部屋追加代金 ¥ 99,000



TEL.03-6303-8351   www.fs-international.jp

お問い合わせ

ツアー募集から旅行出発までの流れ

合唱団員として参加を希望される方は、別途お申込みが必要です

お問合せ

Tel.03-6303-8351
Fax.03-6303-8352 
MAIL.
info@fs-international.jp

フルスコアインターナショナル

ヤマトオウジ

お申し込みについて

ご旅行条件 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。

（お友達紹介キャンペーン適用要件）
・過去にツアーご参加頂いた方（合唱団、鑑賞者
ともに）が、新規参加の合唱団員をご紹介くだ
さった場合のみ、キャンペーンの対象とさせてい
ただきます。・新規参加者でキャンペーン適用希
望の方は、ツアー申込書の紹介者欄に紹介者の
氏名をご記入ください。・過去にご参加頂いた方
が新規参加の合唱団員をご紹介くださった場合
は、申込書のお友達欄に氏名をご記入ください。
申し込み後にお友達をお誘いくださった場合は、
お手数ですがお電話あるいはメールにてご連絡
ください。・ご紹介者、お友達の相互認識を確認
後、キャンペーンの対象とさせていただきます

◎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
航空運賃（往復エコノミー料金） ホテル宿泊費(2名様1室　

利用) 食事代、 観光費用（ガイド代、バス代、入場料を含む）
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ヴァチカ
ン国際音楽祭のブロンズチケット代及び会場との往復バス代（鑑
賞コースの方）

◎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成田空港等
日本国内空港施設使用料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国内におけ
る練習会費及び国内演奏会等の料金、楽譜代、衣装代 ⑧日本国内
における交通費 ⑨オプショナルツアー ⑩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1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。

a b
c d e

◎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
日本国籍の方はイタリア、ヴァチカン、チェコ、スペインともにビザは不要です。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 基本コース120名 Bコース40名 C,Dコース各30名 E、F、Gコース各20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。

◎ご利用予定航空会社・ご利用予定ホテル

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

利用予定航空会社　
フィンエアー、KLMオランダ航空、スイス航空、ルフトハンザ航空、英国航空、アリタリア航空、エールフランス
利用予定ホテル　
【ローマ】チチェローネ 【フィレンツェ】アルバーニ、グランドホテル・バリオーニ 【プラハ】アンバサダー
【パルマ】ベストウェスタン・ファルネーゼ、スターホテル・ドゥ・パルク
【ミラノ】ミケランジェロ 【バルセロナ】グラン・ハヴァナ
【マドリッド】セ、コートヤード・マリオット

「ヴァチカン国際音楽祭2018ホームページ」にて合唱団の登録を行ってください。
合唱団に関するお問い合わせ先は、パンフレット裏面をご確認ください。

1
弊社まで電話、FAX、メールにて
パンフレットをご請求ください。

ご出発2か月前3

正式申込み2

三菱東京UFJ銀行 大和王寺支店（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）

【お振込口座】（※4／1以降は三菱UFJ銀行に銀行名が変更します）

【郵送】〒140-0014 東京都品川区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「ヴァチカン国際音楽祭2018」旅行事業部宛

尚、申込書ご提出と同時に お申込み金（お1人様5万円）を下記指定口座にお振込みください。

info@fs-international.jp

2013年に始まり今年で6年目を迎えるヴァチカン国際音楽祭ツアー。
1人でも多くの方と感動を分かち合うため、お友達ご紹介キャンペーンを実施します。

旅行申込書(計2枚)とパスポートコピーの送付をFAXあるいは郵送、
メールにてお送りください。

旅行早期割引特典早割
●ツアー代金より3,000円割引
●ローマ「三越」お買物ご優待券の進呈

4/20まで

利用航空会社と国内
線お乗り継ぎ等のご案
内をいたします。

ご出発6
ご集合受付時にパスポート
を確認し、搭乗券をお渡しい
たします。各コース添乗員と
共にローマに向けて出発致
します。

国内演奏会の開催4
詳細はパンフレット裏面を
ご覧ください。
東京

東京芸術
劇場（月）10 22

ご出発約1か月前～1週間前まで5
ご出発の最終案内、残金のご請求書、
旅のしおり、ガイドブック、申請書類等
を送付いたします。また、海外旅行傷
害保険をお申込みの方には保険証書
を送付いたします。

campaign

お友達紹介
キャンペーン

あの感動をお友達にも！

紹介者の方には・・・
ツアー代金から

￥3,000 OFF

新規参加者の方には・・・
オプショナルツアー・

ローマ半日観光（11／9午前）を
プレゼント

+

フルスコア インターナショナル

関西日時詳細未定

4月20日(金)までに正式申込み(申込書提出と申
込金振込完了)の合唱団コース、鑑賞コースの方
対象となります。



TEL.03-6303-8351 　FAX.03-6303-8352　メール info@fs-international.jp
■旅行お申込み・お問合せ フルスコア インターナショナル / ヴィガーK2 株式会社

『イルミナート ヴァチカン国際音楽祭事務局』 お問合せ
東京事務局
Tel  03-3593-3221 または 080-9996-0602
メール  gasho-desk@chorus.illuminart-phil.com 電話・携帯へのご連絡は平日10:00-18:00

大阪合唱団事務局
Tel  080-9170-6727
メール  chorus.osaka920@gmail.com

ヴァチカン国際音楽祭 2018

イルミナート合唱団員 募集要項
参加申し込み手続き

参加団員は可能な限り練習会に出席してください。※必要に応じ、特別レッスンを受けていただく場合があります。（有料）

◆関東拠点／東京都新宿区    
会場：新宿御苑タケビル　東京メトロ・丸ノ内線「新宿御苑前駅」出口2（大木戸口）徒歩3分     
住所：東京都新宿区新宿1－9－1　第2タケビル８階     
日程：2018年3月18日（日）14：00-16：00、3月31日（土）13：00-15：00・・・
問い合わせ：イルミナート合唱団事務局　03-3593-3221　080-9996-0602（電話・携帯へのご連絡は平日10：00-18：00）　
◆関西拠点／大阪府大阪市       
会場：YOSHUホール　大阪市営地下鉄・長堀鶴見緑地線「松屋町駅」1番出口より徒歩5分       
住所：大阪市中央区南船場1-4-11　モリビル2F
日程：2018年3月26日（月）18：30～20：30、3月31日（土）18：30～20：30
問い合わせ：大阪合唱団事務局　080-9170-6727（携帯へのご連絡は平日10：00-18：00）　
◆東北拠点／岩手県北上市
会場：さくらホール　
住所：北上市さくら通り二丁目1番1号　北上市文化交流センターさくらホール　
日程：2018年3月3日（土）9：00-12：00　さくらホール（ミュージックルーム2）3月18日（日）9：00-12：00　さくらホール（トレーニングルーム）・・・
問い合わせ：イルミナート合唱団事務局　03-3593-3221　080-9996-0602（電話・携帯へのご連絡は平日10：00-18：00）　
◆東海拠点／愛知県名古屋市
日程：2018年3月9日（金）18：00～日本特殊陶業市民会館　第2リハーサル室、3月25日（日）13：00～名古屋市青少年文化センター（アートピア）第2スタジオ・・・
問い合わせ：指導者　岡本　090-9843－6346（携帯へのご連絡は平日10：00-18：00）

早特
対象者　2018年4月20日（金）までに、合唱団へご登録し、早期合唱団登録お申込金1万円をお支払いされた方。
4/20まで 早期お申込み特典

〒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 9:30~17:30（土・日・祝祭日休み）担当／上月、村上、高山　観光庁長官登録旅行業第1989号　日本旅行業協会（JATA）正会員 

1 合唱団へご登録
ヴァチカン国際音楽祭2018のHP内の申込みフォームから

http://vatican.illuminart-phil.com/

2 ヴァチカンツアーへお申込み
フルスコアインターナショナル/ヴィガーK2株式会社へ
お申込みください。※お問い合わせ先は下記をご参照ください。

合唱団参加条件

国内4拠点設置。参加人数により別会場に変更になる場合があります。拠点ごと確認してください。
練習拠点・会場

1回 2,000円 参加時に受付にてお支払いください。

各自ご用意ください。
・ヴェルディ「レクイエム」ペータース版／グノー「聖チェチーリア荘厳ミサ曲」ペータース版／グレゴリオ聖歌「オラショ」はコピー譜を参加時に配布いたします。

練習参加費

楽譜

2018年10月22日（月）
東京芸術劇場 19時開演

国内演奏会

特　典　合唱団練習会費が1回2000円が半額
（早期合唱団登録お申込金の1万円は、ツアー代金に充当されます。ツアー不成立の方は返金致しかねますので、ご了承ください。）

＊合唱団員は国内演奏会（東京）または、公開最終リハーサル（関西・日程未定）の
　どちらかに参加が必須です。（別途参加費をお支払いいただきます。）
＊国内演奏会（東京）は前日にリハーサルがあります。
＊詳細は確定次第お知らせいたします。


