ヴァチカン

国際音楽祭

ヴァチカンから世界へ
祈りの歌を

2019

合唱団員・
ツアー（鑑賞者）募集

È CONFERITA LA POSIZIONE DI
“Partner Onorario del Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra”,
in occasione del XVIII Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra
(Roma e Vaticano dal 14 al 18 settembre 2019), al

Direttore d’Orchestra M° Tomomi Nishimoto
e
alla Illuminart Philharmonic Orchestra & Illuminart Chorus (Giappone)
per il suo grande impegno a sostenere la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra negli anni
2013 - 2019
il Presidente del Comitato dei Sostenitori
Dott.ssa Claudia Autieri

il Fondatore e Presidente Generale
Dr. Hans-Albert Courtial

Roma (Piazza San Pietro), 10 Dicembre 2018

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
唱団はヴァチカン国際音楽祭
より、名誉パートナーオーケス
トラ＆名誉パートナー合唱団
の称号を授与されました。

西本智実

ベートーヴェン
『交響曲第9番』Op.125全曲

モーツァルト『 戴冠式ミサ』
K.317全曲

モーツァルト
『ハ短調ミサ』K.427より｢キリエ｣

グレゴリオ聖歌
『オラショ』

ヴァチカン国際音楽祭2019
お申込みページ
※スマホからでもOK

指揮

基本コース

4 泊 6日間

9/12 9/17
木

火

合唱団コース

¥ 349,000~

全 6 コース・最長 9 泊 11 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。

今年はシルバーウィーク！
忙しい方も是非どうぞ

名誉パートナーオーケストラ＆合唱団として、
七度目の飛翔を
2013年西本智実＆イルミナートフィルハーモニーオーケストラ＆イルミ
ナート合唱団がヴァチカン国際音楽祭に初めて招聘されてから、6年
連続で大喝采を浴びて来ました。名誉パートナーオーケストラ＆合唱団
の称号が授与され、7年目の今年は、
ホストオーケストラとして｢第九｣を
演奏いたします。更に今年は音楽祭より参加者全員が9月14日の
ウィーンフィルの演奏会にご招待されました！また、9月という旅行には
最高の季節も大きな魅力のひとつです。

ヴァチカン国際音楽祭とは
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18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
オーケストラと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、サンパオロ大聖堂でベートーヴェンの交響曲
第9番を演奏し大喝采を浴びました。2014年は西本智実が同音楽祭
主催財団から
「名誉賞」を受賞、サンピエトロ大聖堂の「ローマ教皇
代理ミサ」は異例の世界35か国に放送されました。
そして2018年ま
で、6年連続で大成功を収め、名誉パートナーオーケストラ＆合唱団
の称号が授与されたのです。7年目の今年は、ホストオーケストラとし
て演奏することになりました。

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

©Akito Koyama

Tomomi Nishimoto

指揮者

西本智実

イルミナート芸術監督兼首席指揮者。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。
ロシア国立交響楽団、
サンクト
ペテルブルクミハイロフスキー歌劇場で外国人として初めて指揮者ポストに就き、英国ロイヤルフィル始め
各国を代表するオーケストラ、
オペラ劇場より招聘2010年にはカーネギーホールにてアメリカ響を指揮し
高い評価を得て、
イスラエル、
アジア諸国、南米各国から招聘。
その活動は世界約30カ国に及び、2012年に
は国家戦略担当大臣より感謝状を授与。平城遷都1300年、高野山開創1200年記念演奏会、
ラクイラ音楽
ホール落成コンサート、
「日ブラジル外交関係樹立120周年」記念コンサート、2015年日韓国交正常化50
周年記念コンサート、
日中平和友好条約締結40周年記念公演等歴史的な演奏会を指揮。2013年より
【ヴァチカン国際音楽祭】
に招聘され、2014年には〝才能・芸術性・功績に対し” アーノンクール氏と共に
【名誉賞】
が最年少授与。
サンピエトロ大聖堂に於ける
【ローマ教皇代理ミサ】
の演奏は、
ヴァチカンTV放送
により世界約35ヶ国に中継されており、2017年にはイルミナートフィル・イルミナート合唱団にも名誉パート
ナーの称号が授与された。2004年『Newsweek JAPAN』
「世界が尊敬する日本人100人」
に選出、2012年
〜2015年中学数学3（日本文教出版）教科書巻頭メッセージ、2015年と2016年G7サミットの日本のテレビ
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。2007年ダボス会議を主
催する
『世界経済フォーラム』
のヤング・グローバルリーダーに選出、2012年にはハーバード大学ケネディ公
共政策大学院"エグゼクティブ教育"にアメリカの３つの財団から奨学金研修派遣され修了。BSテレ東毎週
土曜日午前 7時30分〜「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。
また、NHKラジ
オ第一『NHKマイあさラジオ
「サタデーエッセー」』
レギュラーゲスト出演中。
西本智実公式HP http://www.tomomi-n.com/

二つの大聖堂
サンピエトロ大聖堂〜ローマ教皇代理ミサ〜
Basilica di San Pietro Vaticano

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 ピエトロ大聖堂

サン パオロ大聖堂〜演奏会〜
Basilica di San Paolo Vaticano

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。

リハーサル会場

サンタンドレアデッラヴァ
ッレ教会
Basilica di Sant’ Andrea della valle

サン パオロ大聖堂

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。

特典！

ツアー参加者全員を
ウィーンフィルコンサートにご招待
【日 時】9月14日21時開演 【場

所】サンパオロ大聖堂

【指揮者】クリスティアン・ティーレマン
（2019年ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート指揮者）
サンタンドレア デッラ ヴァッレ教会リハーサル風景

【演 目】ブルックナー 交響曲第3番

他

※主催者の都合により変更の場合があります。
ご了承ください。

Illuminart Philharmonic Orchestra

ヴァチカン国際音楽祭 名誉パートナーオーケストラ

イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

©新井秀幸

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

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おり、2018年にはヴァチカ
ンより西本＆イルミナートフィルの演奏に対し、
『彼らが演奏する音楽は、父
なる神であり、宇宙の主に栄光を与え、同時にそれを聴く全ての人に、真の
喜びと慰めを与えます』
サン・ピエトロに於けるミサの共同祈願の中で世界
に発せられた。2018年末〜2019年始、中国主要7都市8公演におけるコン
サートツアーに招聘。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
し再演が続いている。
テレビやＣＭにも出演多数。

7年目となる2019年も名誉パートナー合唱団として招聘決定！

基本コース ４泊６日間

9.12

A

ツアー料金

月

9.17

木

最少催行人員：80名様

日

時間

ローマ

午後

2

鑑賞コースの方はヴァチカン国際音楽祭2019の全公演を見ることが出来るブロンズチケット付

B

鑑賞コース

最少催行人員：40名様

合唱団コース

都市名

成田（羽田）発
ローマ着
午前

今年の音楽祭は9月になりましたので、季節的には過ごしやすく最高の時期にあたります。
また日本は
シルバーウィークですので、
お忙しい方でもご参加しやすくなりました。

¥ 349,000

合唱団コース

9月12日（木）
13日（金）

1

火

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

¥ 60,000

鑑賞コース

経由便にてローマへ
着後、専用バスにてホテルへ

ローマ泊（機内食）

経由便にてローマへ
着後、専用バスにてホテルへ

ローマ泊（機内食）

ローマ半日市内観光(コロッセオ＜入場＞、真実の口、
チルコマッシモ、三越ショッピング)

半日自由行動
（OP）
ローマ半日市内観光（コロッセオ＜入場＞、真実の口、
チルコマッシモ、三越ショッピング）

半日自由行動
（OP）
ローマ徒歩観光(ポポロ広場、スペイン広場、
トレヴィの泉)

市内練習会場(サンタンドレア デッラ ヴァッレ教会)にて
オケ合わせリハーサル

18:30

¥ 419,000

1人部屋追加代金

（OP）
ヴァチカンナイトツアー(ヴァチカン博物館、システィーナ礼拝堂等)

（OP）
ヴァチカンナイトツアー(ヴァチカン博物館、システィーナ礼拝堂等)

ローマ泊（朝食）

14日（土）

午前
ローマ
10:30
12:00

本番

3

15日（日）
4

午前

サンピエトロ大聖堂にて｢教皇代理ミサ｣リハーサル

教皇代理ミサ／サン ピエトロ大聖堂

モーツァルト作曲｢戴冠式ミサ｣、｢ハ短調ミサ｣より”キリエ”、
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

サンパオロ大聖堂にて｢ウィーンフィル｣演奏会鑑賞

21:00

指揮：クリスティアン・ティーレマン
ブルックナー作曲｢交響曲第3番｣
ローマ

14:00
21:00

本番

ローマ泊（朝食）

サンパオロ大聖堂にて｢ウィーンフィル｣演奏会鑑賞

ローマ泊（朝食）

指揮：クリスティアン・ティーレマン
ブルックナー作曲｢交響曲第3番｣

ローマ泊（朝食）

自由行動
（OP）
ボルゲーゼ美術館半日観光

半日自由行動
（OP）
ボルゲーゼ美術館半日観光
サンパオロ大聖堂にてリハーサル

ヴァチカン国際音楽祭2019／サン パオロ大聖堂
ベートーヴェン作曲｢交響曲第9番｣
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（朝食）

ローマ泊（朝食）

6

16日（月・祝）
17日（火）

OP

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。

5

ローマ

成田（羽田）着

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ

機内泊（朝食・機内食）

着後、解散

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ

機内泊（朝食・機内食）

着後、解散

9.13 金 午前中

9.16 月 午後

｢ローマの休日｣の真実の口、｢ベン・ハー｣のチルコマッシモ、
コロッセオを巡り、三越でのショッピングもお楽
しみいただきます。鑑賞コースの方はツアーの予定にふくまれています。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

クルーズ乗船前にナポリの旧市街、
ヌオーヴォ城、
スパッカナポリ等を訪ねます。
●参加可能コース：Gコース

1

お一人様 ¥ 5,000 最少催行人員1名様
ローマ半日市内観光 真実の口、チルコマッシモ、コロッセオ(入場)、三越ショッピング

9.13 金 午後
2

お一人様

¥ 4,000 最少催行人員10名様

ローマ徒歩半日市内観光

ポポロ広場、スペイン広場、
トレヴィの泉等

ホテルから徒歩にてポポロ広場からスペイン広場、
トレヴィの泉等、世界遺産の街並みを巡ります。
●参加可能コース：B及びC、D、E、F、Gコースの鑑賞コース

9.13 金 夜
3

お一人様

¥ 9,000 最少催行人員1名様

ヴァチカンナイトツアー

ヴァチカン美術館、
システィーナ礼拝堂

ラファエロの間を含む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
礼拝堂を巡ります。観光はすべて入場観光。
●参加可能コース：全コース

9.13
4

金 夜 お一人様 ¥ 19,000 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ディナーを召し上がって頂いたあと、
ヴェルディの傑作オペラ｢椿姫｣をご覧いただきます。往復専用車を用意致します。●参加可能コース：全コース

9.15
5

日

午前中 お一人様

¥ 9,000 最少催行人員15名様

ボルゲーゼ美術館半日観光

広大なボルゲーゼ公園にあるボルゲーゼ家のコレクションによる美術館で、
ベルニーニの彫刻、
カラヴァッ
ジョ、
ラファエッロ等、
ルネッサンスの傑作が数多く展示されています。
●参加可能コース：全コース

9.16
6

月

終日 お一人様

¥ 28,000 最少催行人員10名様

天空の街チヴィタバニョレージョとオルヴィエート1日観光

｢天空の城ラピュタ｣の舞台、
チヴィタバニョレージョと丘の上の城郭都市オルヴィエートを巡ります。
昼食付●参加可能コース：Cコース

7

お一人様

¥ 12,000 最少催行人員15名様

ナポリ半日観光

9.17
8

火 午前 お一人様 ¥ 12,000 最少催行人員10名様
カラカラ浴場、
アッピア旧街道半日観光

カラカラ浴場、水道橋、
アッピア旧街道等、2,000年前のものとは信じられない古代ローマ
帝国の遺跡の数々を巡ります。●参加可能コース：Cコース

9.17
9

火 午前 お一人様 ¥ 16,000 最少催行人員15名様
パレルモ半日観光

シチリアの州都パレルモ。
ノルマン王宮のパラティーナ礼拝堂やマッシモ劇場等を観光
します。
●参加可能コース：Gコース

9.17

火

午後 お一人様

¥ 13,000 最少催行人員20名様

10 ヴィンチ村半日市内観光

万能の天才、
レオナルド・ダヴィンチが生まれたヴィンチ村を訪ねダヴィンチ博物館等を
見学します。
●参加可能コース：Dコース

9.19

木

午前 お一人様

¥ 19,000 最少催行人員15名様

11 イビサ島半日観光

島全体が世界遺産のイビサ島。美しいビーチや古代遺跡を巡ります。
●参加可能コース：Gコース

※演奏会やオペラなどはプログラムが発表になり次第ご案内させていただきます。

さらに楽しみたい方に5つのコースをご用意しました。

ローマ サンタンジェロ城

C ローマ延泊

最少催行人員：30名様

4日目までは基本コースと同じ

コース

本番の後、ローマの休日を
ヴァチカン国際音楽祭の他の団体のプログラムの他、古
代ローマ遺 跡を巡るツアー等 、新しいオプショナルもご
用意しております。

６泊８日間

9.16
9.19

ダ・ヴィンチ生家

フィレンツェ ミケランジェロ広場よりドゥオーモ

ツアー料金

月

合唱団コース

木

鑑賞コース

¥ 389,000
¥ 459,000

1人部屋追加代金 ¥

90,000

5

9月16日（月）

終日、
自由行動

ローマ

（OP）
チヴィタバニョレージョ、
オルヴィエート1日観光
（OP）
ヴァチカン国際音楽祭プログラム
＊鑑賞コースの音楽祭チケット代はツアーに含まれる

17日（火）

ローマ

（OP）
カラカラ浴場、
アッピア旧街道半日観光

6
7
8

（OP）
ヴァチカン国際音楽祭プログラム
＊鑑賞コースの音楽祭チケット代はツアーに含まれる
ローマ泊（朝食）

18日（水）

ローマ
ローマ発

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ

19日（木）

成田（羽田）着

着後、解散

機内泊（朝食・機内食）

D トスカーナ周遊
コース

ローマ泊（朝食）

終日、
自由行動

最少催行人員：30名様

4日目までは基本コースと同じ

歴史と文化の街フィレンツェのコースです
例年ご好評を頂いているコースです。今年はトスカーナ
州で、丘の上に中世の街並みが残る世界遺産の街ピエン
ツァ、
そして、
ワインで有名なモンタルチーノも訪ねます。

9月16日（月） 午前
午後

5

ローマ発
モンタルチーノ着
モンタルチーノ発
ピエンツァ着
ピエンツァ発
フィレンツェ着

専用バスにて世界遺産オルチャ渓谷へ
モンタルチーノのワイナリーにて試飲とランチ
同バスにて世界遺産の町、
ピエンツァへ
着後、市内観光(大聖堂、
ピッコロミニ館等)
終了後、
フィレンツェへ
市内レストランにてトスカーナ風夕食
フィレンツェ泊（朝食・昼食・夕食）

６泊８日間

9.16
9.19

ツアー料金

月

合唱団コース

木

鑑賞コース

¥ 428,000
¥ 498,000

1人部屋追加代金 ¥

85,000

6

ドナウの真珠、古都ブタペストのコースです

ドナウ川のナイトクルーズで世界一美しい夜景をご覧頂
き、1,000年の歴史を誇るパルノンハルマ修道院も訪ね
ます。

６泊８日間

9.16
9.19

ツアー料金

月

合唱団コース

木

鑑賞コース

フィレンツェ

午後

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
（OP）
ヴィンチ村半日観光(レオナルド・ダヴィンチの生家、博物館)
市内レストランにて夕食
フィレンツェ泊（朝食・昼食・夕食）

7

18日（水）

フィレンツェ
フィレンツェ発

8

19日（木）

成田（羽田）着

E ハンガリー周遊
コース

17日（ 火） 午前

専用バスにて空港へ
経由便にて東京へ
着後、解散

機内泊（朝食・機内食）

最少催行人員：20名様

4日目までは基本コースと同じ

5

6

9月16日（月） 午前
午後

17日（ 火） 午前
午後

ローマ
ローマ発
ブタペスト着

航空機にてブタペストへ
着後、専用バスにて市内へ
市内レストランにて昼食
同バスにて半日市内観光(マーチャーシュ教会、
イシュトバーン大聖堂、
漁夫の砦、王宮、英雄広場等)
市内レストランにて夕食
ブタペスト泊（朝食・昼食・夕食）

ブタペスト

専用バスにて世界遺産のパルノンハルマ修道院へ
着後、見学
修道院直営のレストランにて昼食
同バスにてブタペストへ
着後、
自由行動
ドナウ川ナイトクルーズで素晴らしい夜景を
市内レストランにて夕食
ブタペスト泊（朝食・昼食・夕食）

パルノンハルマ
ブタペスト

¥ 445,000

7

18日（水）

ブタペスト
ブタペスト発

専用バスにて空港へ
航空機にて東京へ

80,000

8

19日（木）

成田（羽田）着

着後、解散

¥ 515,000

1人部屋追加代金 ¥

機内泊（朝食・機内食）

Present
6月30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。

ブタペスト ドナウ川とくさり橋

クルーズ船からの眺め

F スイスアルプス

最少催行人員：20名様

コース

4日目までは基本コースと同じ

スイスアルプスの名峰ユングフラウを
ユングフラウ鉄道で、ヨーロッパで最も標高の高い鉄道
の駅、ユングフラウヨッホ駅まで行きます。美しい湖畔の
街、古都ルツェルンでの優雅な休日も楽しみです。

７泊９日間

9.16
ツアー
料金

月

合唱団コース
鑑賞コース

9.20

¥ 495,000
¥ 565,000
1人部屋追加代金 ¥

チューリヒ グロスミュンスター

金

110,000

スイス鉄道の車窓より

G 地中海クルーズ
コース

5

グリンデルヴァルト着

航空機にてチューリヒへ
着後、専用バスにてチューリヒ市内へ
市内レストランにて昼食
簡単な市内観光(聖母聖堂、
スイス連邦工科大学等)
終了後、
グリンデルヴァルトへ
着後、
ホテルにて夕食

6

17日（火） 午前

グリンデルヴァルト

午後

終日、
ユングフラウ観光
(ユングフラウ鉄道でユングフラウヨッホへ)
終着駅ユングフラウヨッホにて昼食
市内レストランにて夕食
グリンデルヴァルト泊（朝食・昼食・夕食）

18日（水） 午前
午後

7

グリンデルヴァルト発
ルツェルン着

専用バスにてルツェルンへ
着後、市内レストランにて昼食
半日市内観光
(カペル橋、ルツェルン湖遊覧、
ピラトゥス登山鉄道)
市内レストランにて夕食

ルツェルン泊（朝食・昼食・夕食）

8

19日（木）

ルツェルン発
チューリヒ着/発

専用バスにてチューリヒ空港へ
航空機にて東京へ

9

20日（金）

成田（羽田）着

着後、解散

機内泊（朝食・機内食）

最少催行人員：20名様

4日目までは基本コースと同じ

5

9月16日（月） 昼

20:00

ローマ
ナポリ
ナポリ発

専用バスにてナポリへ
コスタファシノーザ号に乗船
（OP）ナポリ市内観光（ヌォーボ城、
ポジリポの丘等）
パレルモに向けて出港

6

17日（火） 朝

シチリア島
9:00
午前中 パレルモ

18:00

船上のレストランにて朝食
シチリア島・パレルモに入港
（OP）
パレルモ半日観光（パラティーナ礼拝堂、
カテドラル、
マッシモ劇場等）
船上レストランにて昼食
スペイン領・イビサ島に向けて出港
船上レストランにて夕食

船上泊（朝食・昼食・夕食）

9泊１1日間

月

合唱団コース
鑑賞コース

9.22

日

¥ 575,000
¥ 645,000
1人部屋追加代金 ¥

190,000

7
8
9
10

コスタファシノーザ号

ローマ発
チューリヒ着

船上泊（朝食・夕食）

出発地のナポリ、寄港するシチリア島のパレルモ、イビサ
島やマヨルカ島での観光も可能です。最高のヴァカンス
を味わって下さい。

ツアー
料金

午後

グリンデルヴァルト泊（朝食・昼食・夕食）

優雅な豪華客船で、地中海のクルーズを

9.16

9月16日（月） 午前

船内レストラン

11

18日（水） 朝

終日クルージング
※様々なエンターティンメントやレストランがお楽しみいただけます。
（クルーズ中全食事付き）
船上泊（朝食・昼食・夕食）

19日（木） 朝
9:00

イビサ島

20日（金） 朝
9:00

マヨルカ島

船上レストランにて朝食
スペイン領・マヨルカ島に入港・下船
マヨルカ島半日観光（大聖堂、
アルムダイナ宮殿、
ショパンの家等）
市内レストランにて昼食
マヨルカ島泊（朝食・昼食）

21日（土） 朝

マヨルカ島

専用バスにて空港へ
航空機にて東京へ

22日（日）

成田(羽田)着

着後、解散

船上のレストランにて朝食
スペイン領・イビサ島に入港
（OP）
イビサ島半日観光（イビサ・タウン、
カテドラル等）
船上レストランにて昼食
船上レストランにて夕食
船上泊（朝食・昼食・夕食）

機内泊（朝食・機内食）

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
「ヴァチカン国際音楽祭2019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

2

お問合せ

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。

【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2019」旅行事業部宛

Tel.03-6303-8351
Fax.03-6303-8352

3

ご出発2か月前

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。

正式申込み

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。

フルスコアインターナショナル

MAIL.
info@fs-international.jp

早割

2/28まで

旅行早期割引特典

●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

2月28日(木)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。

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

【お振込口座】

4

ヤ マトオウジ

三菱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）

国内演奏会の開催

詳細はパンフレット裏面を
ご覧ください。

東京にて開催予定

5

ご出発約1か月前〜1週間前まで

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。

6

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。

（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
2013年に始まり今年で7年目を迎えるヴァチカン国際音楽祭ツアー。
さった場合のみ、
キャンペーンの対象とさせてい
・新規参加者でキャンペーン適用希
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。 ただきます。
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
紹介者の方には・・・
新規参加者の方には・・・
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。
オプショナルツアー・
ツアー代金から
申し込み後にお友達をお誘いくださった場合は、
ローマ半日市内観光（9／13午前）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
をプレゼント
後、
キャンペーンの対象とさせていただきます

あの感動をお友達にも！

お友達紹介
キャンペーン

campaign

￥3,000

OFF +

お申し込みについて

◎航空機について
座席はエコノミークラスを利用します。
プレミアムエコノミークラス、
ビジネスクラス、
ファース
トクラスをご希望の方は、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、
スイス、
ハンガリー、
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A,Bコース合計120名、C,Dコース各30名、E,F,Gコース各20名

ご旅行条件

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
アリタリア航空、
スイス航空、KLMオランダ航空、
ルフトハンザ航空、英国航空、
エールフランス、
フィンエアー、
アシアナ航空、
イベリア航空
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
【ブタペスト】NHブタペストシティー、
ヒルトン・ブタペストシティー【グリンデルヴァルト】
クロイツ＆ポスト、
サンスター
【ルツェルン】
アストリア
【パルマ・デ・マヨルカ】
サラトガ

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
（ガイド代、
バス代、
入場料を含む）e
利用) c 食事代、d 観光費用
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

お問い合わせ

◎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3か月以上の残存期間が必要になります。

◎旅行条件・旅行代金の基準

この旅行は2019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

を順守されるようお願いいたします。
＊Gコースクルーズに関して、現地のや
むを得ない事情により、スケジュール、寄港地、出発・到着時間、船内プログ
ラム等が予告なしに変更されることがあります。天災地変(気象・海象)によ
り航路、寄港地等のスケジュールを変更する場合があります。
それらの変更
に対する払い戻しは一切お受け出来ません。※テンダーボート(通船)にて
上陸予定の寄港地は天候等に寄り上陸できない場合があります。

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 ◎取消料規定について
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 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
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
できます。旅行開始日の前日から起算して60日目以前の取り消しに関しては
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
旅行費用を全額返金いたします。旅行開始日の59日前に当たる日以降から
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
41日前に当たる日までは旅行代金の20％。旅行開始日の40日前に当たる日
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、 から28日前に当たる日までは旅行代金の40％、旅行開始日の27日前に当た
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 る日から14日前に当たる日までは60％、旅行開始日の13日前に当たる日か
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 ら2日前までは旅行代金の80％、前日もしくは出発当日及び無連絡不参加
また、特別な事情により予め告知の
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 の場合は旅行代金の100％を頂きます。
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 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。

フルスコア インターナショナル

TEL.03-6303-8351

info@fs-international.jp
https://fs-international.jp

ヴァチカン国際音楽祭 2019

イルミナート合唱団員 募集要項
〜ヴァチカン国際音楽祭

名誉パートナー合唱団〜

参加申し込み手続き

1

2

合唱団へご登録

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。

ヴァチカン国際音楽祭2019のHP内の申込みフォームから

http://vatican.illuminart-phil.com/
合唱団参加条件

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）

練習拠点・会場
国内3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。

◆関東拠点／東京都新宿区

会場：主に新宿村スタジオ
東京メトロ・丸ノ内線「西新宿駅」1番出口 徒歩7分
日程：2019年2月24日
（日）13：30-16：30 新宿村スタジオＣ309、3月16日
（土）13：00-16：00 会場未定・・・・
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：2019年2月19日
（火）、26日
（火） 18：15-20：45
問い合わせ：大阪合唱団事務局 080-3170-6727（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：2019年2月11日
（月祝）13：15-16：15 日本特殊陶業市民会館、16日
（土）13：15-16：15 名古屋市芸術創造センター 第1練習室（土足厳禁）
＊全日程 受付は13：00より行ないます。
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）

練習参加費

1回 2,000円 参加時に受付にてお支払いください。

早特 2/28まで 早期お申込み特典
対象者

2019年2月28日
（木）
までに、
ヴァチカン国際音楽祭2019のＨＰ内の申し込みフォームからご登録された方で、

初回練習日に早期合唱団登録お申込み金1万円をお支払いされたかた。
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。）

楽譜
各自ご用意ください。
・ベートーヴェン
「交響曲第9番」 Op.125 ベーレンライター版
・モーツァルト
「戴冠式ミサ」
ハ長調 Ｋ．317 Breitkopf版
※モーツァルト
「ハ短調ミサ」K.427から
「キリエ」、
グレゴリオ聖歌「オラショ」
の楽譜は練習会場にて配布いたします。

国内演奏会

＊合唱団員は国内演奏会（東京）
または最終リハーサル
（関西拠点）
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。）

東京にて開催予定

＊国内演奏会は前日にリハーサルがあります。

※詳細は合唱団事務局より追ってお知らせいたします。

＊国内演奏会参加のみは合唱団登録はできません。

『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

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
Tel

■旅行お申込み・お問合せ

大阪合唱団事務局

Tel

080-9170-6727
chorus.osaka920@gmail.com

メール

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 メール 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 9:30~17:30（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

