
ザルツブルクに春を告げるイースター音楽祭！
2019年はティーレマン＆フォークト出演《ニュルンベルクのマイスタージンガー》と
ティーレマン、ヤンソンス、エッシェンバッハ指揮のコンサート3公演！！

ザルツブルク
イースター音楽祭７日間

ザルツブルク（イメージ）

郵船グループ
旅行企画・実施

添乗員同行名様募集限定20 旅行期間
2019年4月18日（木）～4月24日（水）

ザルツブルク祝祭大劇場前（イメージ）

別途手配鑑賞公演のご案内

旅行代金に含まれる左記公演の他、
さらに鑑賞ご希望の方には、

下記公演のチケット手配を承ります。（別料金）

ドレスデン国立歌劇場
管弦楽団のメンバーによる
室内楽コンサート

～ザルツブルク イースター音楽祭～
モーツァルテウム（大ホール）

◆シューベルト《弦楽四重奏曲 第１２番 ハ短調 
　　　　　　　　　　　D703「四重奏断章」》
　シェーンベルク《ナポレオンへの頌歌 Op.41》
　ベートーヴェン《七重奏曲 変ホ長調 Op.20》

［4月20日（土）15：00開演］

44年の経験と実績
郵船トラベル音楽の旅44th

～ザルツブルク イースター音楽祭～祝祭大劇場

◆指揮：C.ティーレマン　◆演奏：ドレスデン国立歌劇場管弦楽団　◆演出：J.D.ヘルツォーク
◆出演予定：K.F.フォークト、G.キューマイアー、G.ツェッペンフェルト、A.エレート、C.マイヤーほか

4月22日（月）16：00開演

ワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》

上記公演に加え、下記いずれか1公演または2公演または全3公演鑑賞をお選びください。

～ザルツブルク イースター音楽祭～祝祭大劇場

◆指揮：C.エッシェンバッハ　◆合唱：バイエルン放送合唱団
◆ソリスト：V.ギマディエワ、E.クールマン、P.ブレスリク、R.パーペ
◆ドヴォルザーク《スターバト・マーテル Op.58》

4月19日（金）19：00開演

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団

～ザルツブルク イースター音楽祭～祝祭大劇場

◆指揮：C.ティーレマン　◆ヴァイオリン：F.P.ツィンマーマン、ソフィア・グバイドゥーリナ
◆ソフィア・グバイドゥーリナ《Der Zorn Gottes für Orchester》（世界初演）
　メンデルスゾーン《ヴァイオリン協奏曲 ホ短調》、シューベルト《交響曲 第９番 ハ長調「ザ・グレイト」》

4月20日（土）19：00開演

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団

～ザルツブルク イースター音楽祭～祝祭大劇場

◆指揮：M.ヤンソンス　◆ソプラノ：R.ミューレマン
◆ハイドン《交響曲 第１００番 ト長調「軍隊」》、マーラー《交響曲 第４番 ト長調》

4月21日（日）19：00開演

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団



お荷物無料宅配
クーポン券付（往復）

ご自宅～空港間のお荷物を無料で宅配できます。
（お1人様片道につき1個まで。沖縄、一部離島は対象外となります。）

旅行条件（要約） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。
【募集型企画旅行契約】
この旅行は、郵船トラベル株式会社（以下「当社」といいます。）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（以下「
旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によ
るほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面（最終
旅行日程表）及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
【旅行のお申し込みと契約の成立時期】
■当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、当社所定の旅
行申込書に所定の事項を記入のうえ、旅行代金の20％相当額の申込金を添え
てお申し込み頂きます。申込金は旅行代金をお支払い頂くときに、その一部とし
て取り扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領
したときに成立するものとします。
■当社らは、電話、郵便、ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による
旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では
契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算
して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。この期間内に申
込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかっ
たものとして取り扱います。
■旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社らが受領したときに、
また、郵便、ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、申込金のお
支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立致
します。また、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段でお申し込
みの場合であっても、クレジットカード決済による旅行契約は、当社らが旅行契約
の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を
発したときに成立し、当社らが電子メール等の電子承諾通知による方法により通
知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
【旅行代金のお支払い】
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）は、旅行開始日の前日から起算して遡
って60日目に当たる日以降２１日目に当たる日より前にお支払い頂きます。
【旅行代金に含まれるもの】

旅行日程に明示した航空（エコノミークラス）、船舶、鉄道等の運送機関の運賃・
料金、宿泊料金（税・サービス料金を含む）、送迎バス等の料金、観光料金（バス料
金・ガイド料金・入場料を含む）、食事料金（税・サービス料金を含む）、航空会社規
定の手荷物運搬料金、添乗員同行費用、団体行動中のチップ、日程表に記載され
た演奏会チケット代（別手配を除く）※お客様のご都合により、旅行代金に含まれ
るものを一部利用されなくても払い戻しは致しません。
【旅行代金に含まれないもの】
※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
1人1部屋追加代金、航空会社の規定を超えた超過手荷物料金、個人的性質の諸
費用（クリーニング代、電話料等）、傷害・疾病に関する医療費、渡航手続関係諸費
用（旅券印紙代、査証料、予防接種料金等）、日本国内における自宅から発着空港
等集合・解散地点までの交通費や宿泊費等、希望者のみが参加するオプショナル
ツアーの料金、別手配演奏会チケット代金、日本の空港の空港施設使用料等、海
外の空港・港の空港税・出入国税・港湾施設使用料、運送機関が課す付加運賃・料
金（燃油サーチャージなど）、国際観光旅客税
【取消料】
お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を
解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、お申し込みの旅行取扱
店の営業時間内にお受けします。

※１：「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及
び7月20日から8月31日までをいいます。

※２：取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し、割引代
金を減じた合計金額となります。
※３：お客様の取消により1人１部屋となった場合、１人部屋追加代金が必要とな
ります。
【当社の責任】
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は責任
を負いません。
（ア）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅
行の中止（イ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害（ウ）運送・宿泊
機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしく
は旅行の中止（エ）官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこ
れらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止（オ）自由行動中の事故（カ）食
中毒（キ）盗難（ク）運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれ
らによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
【旅行条件・旅行代金の基準】
この旅行条件は2018年9月1日を基準としています。また、旅行代金は2018
年9月1日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基準として算
出しています。
【お子様の条件・旅行代金】
お子様の参加は、演奏会鑑賞の関係上、６歳以上から承ります。尚、旅行代金は
大人と同額になります。
■健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障
がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の
可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方そ
の他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配
慮が必要となる旨をお申し出ください（旅行契約成立後にこれらの状態になっ
た場合も直ちにお申し出ください。）。当社は可能な範囲でこれに応じます。尚、
お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する
費用はお客様の負担となります。

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行
開始日の前日から起算して遡って40日目に当たる日以
降から31日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算して遡って30日目に当たる
日以降から3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日以降から当日まで
旅行開始後の解除又は無連絡不参加

契 約 解 除 の 日 取 消 料

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

お問い合わせ・お申し込み

上記の総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取り引きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

※携帯電話・PHSからのお申込み・お問合せは下記の番号へお願いいたします。
TEL.03-5213-6240  FAX.03-5213-8494　E-mail:tst@ytk.co.jp  
東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8F　総合旅行業務取扱管理者：中田 聡子

郵船トラベル 音楽・美術ツアー専用デスク

担当：宮本・中田・石間・岩崎（平日9：30～17：30 土・日・祝は休業）

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2（波多野ビル）
観光庁長官登録旅行業第1267号

旅行企画・実施

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

発行日2018年9月18日T-18-021

専用バスにて、空港へ。（所要約3０分）
ザルツブルク発（10：00～14：30）Zヨーロッパ内乗り継ぎにて空路、帰国の途へ。
※ミュンヘン空港発の航空便利用の場合もございます。その場合、ザルツブルクからミュンヘン空港までは専用バス利
用となります。（ミュンヘン空港～ザルツブルク間：所要約２時間５０分）

燃油サーチャージが別途必要となります。
（目安28,000円～35,000円：2018年9月1日現在）
また旅客保安サービス料、日本および現地空港諸税が必要となります。
●日本の出発空港施設使用料（　　）内は子供料金
東京（成田）：2,090円（1,050円）　東京（羽田）：2,570円（1,280円）
名古屋（中部）：2,570円（1,290円）　大阪（関空）：2,730円（1,370円）
●旅客保安サービス料（大人・子供同額）東京（成田）：520円 東京（羽田）：100円
●国際観光旅客税：1,000円
●ヨーロッパの空港諸税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000円～19,000円
乗降地、経由地および為替レートによって異なります。金額はご出発の40日前に確定
させていただき、残金のご請求時にご案内申し上げます。それ以降の為替変動による
過不足が生じましても増額・返金はございません。

■旅行発着地：東京（羽田または成田）※札幌、大阪、名古屋、福岡発
着の国内線手配も承ります。詳しくはお問合せください。
■食事回数：朝食5回、昼食1回（機内食を除く）
■添乗員：羽田空港または成田空港出発時から、羽田空港または成田
空港帰国時まで同行いたします。
■最少催行人員：10名様
■1人部屋追加代金：77,000円（相部屋は承っておりません。）
■利用予定ホテル：イムラウアーホテル・ピッター（4ツ星）
　　　　　　　　［旧クラウンプラザ・ピッター］
■利用航空会社：ルフトハンザドイツ航空、フィンランド航空、全日空、
日本航空のいずれか
■ビジネスクラス追加代金：430,000円
〈ビジネスクラス席について〉ビジネスクラス席をご利用いただける区間は原則として日
本からヨーロッパの最初の到着地およびヨーロッパの最終出発地から日本の往復の
みとなり、日本国内およびヨーロッパ内はエコノミークラス席となります。

ザルツブルク イースター音楽祭７日間
スケジュール （◎は入場観光 ○は下車観光）

羽田または成田発（10：30～14：00）ヨーロッパ内乗り継ぎにてZザルツブルクへ。
※ミュンヘン空港着の航空便利用の場合もございます。その場合、ミュンヘン空港からザルツブルクまでは専用バス利用
　となります。（ミュンヘン空港～ザルツブルク間：所要約２時間５０分）
ザルツブルク着（19：00～22：30）  着後、専用バスにてホテルへ。（所要約3０分）

〈ご希望者のみ〉8：30頃～11：30頃：ザルツブルク観光
　　　　　　　　　　　　　　　（○ミラベル庭園、◎モーツァルトの住居、◎大聖堂など）
Nフシュル湖畔に佇む古城ホテル「シュロス・フシュル（5ツ星）」での昼食〈12：00～15：30頃〉

〈ご希望者のみ〉10：30頃～12：00頃：音楽祭会員限定の公開リハーサルにご案内いたします。
ご自由にお過ごしいただきます。

〈ご希望者のみ〉9：30頃～11：30頃：大聖堂ミサにご案内いたします。
ご自由にお過ごしいただきます。

ご自由にお過ごしいただきます。

羽田または成田着（8：30～16：00）　着後、解散。おつかれさまでした。

A＝朝食 S＝昼食 D＝夕食 F＝機内食 Z＝航空機 N＝オプショナル
ツアー（オプショナルツアーとは別料金の現地小旅行のことです。）
※交通機関の都合や現地事情により、旅程・見学箇所・訪問順序が変更にな
る場合がございます。 ※教会の入場拝観は、急な宗教行事や教会側の事
情により入場できなくなる場合がございます。
※記載の指揮・出演者等は現段階での発表のものです。事前の予告
なく出演者等が変更となる場合がございます。変更が生じた場合
でも旅行代金の返金はいたしかねますので、予めご了承ください。

機内泊ALF

添乗員
同行

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 祝祭大劇場
 19：00開演

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 祝祭大劇場
 19：00開演

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 祝祭大劇場
 19：00開演

ワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》 祝祭大劇場
 16：00開演
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ザルツブルク泊FF

ザルツブルク泊ALL

ザルツブルク泊ALL

ザルツブルク泊ALL

ザルツブルク泊ASL

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》+１公演のチケット代金込み

旅行代金（2名1室・エコノミークラス利用／大人お1人様）

480,000円

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》+2公演のチケット代金込み
519,000円

《ニュルンベルクのマイスタージンガー》+3公演のチケット代金込み
558,000円

検索郵船トラベル 音楽
www.ytk.jp

インターネットでも
ご案内中！

0120-319-105フリーダイヤル

ザルツブルク祝祭大劇場（イメージ） ザルツブルク／ゲトライデ通り（イメージ）
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