








■旅行期間：２０１９年６月１５日（土）～６月２５日（火）＜９泊１１日＞　　  　　　■旅行期間：２０１９年６月１５日（土）～６月２５日（火）＜９泊１１日＞　　  　　　■旅行期間：２０１９年６月１５日（土）～６月２５日（火）＜９泊１１日＞　　  　　　■旅行期間：２０１９年６月１５日（土）～６月２５日（火）＜９泊１１日＞　　  　　　 　　　 　　　 　　　 　　　【限定２５名様募集（両コース計)】■旅行代金：６３５，０００円■旅行代金：６３５，０００円■旅行代金：６３５，０００円■旅行代金：６３５，０００円＜大人・子供お１人様／２名様１室・エコノミークラス利用の場合＞＜大人・子供お１人様／２名様１室・エコノミークラス利用の場合＞＜大人・子供お１人様／２名様１室・エコノミークラス利用の場合＞＜大人・子供お１人様／２名様１室・エコノミークラス利用の場合＞　※燃油サーチャージが別途必要となります。［目安：３４，０００円～３６，０００円（２０１８年１１月１日現在）］ また羽田又は成田空港使用料・保安サービス料および現地空港諸税が必要となります。■旅行発着地：東京（羽田又は成田）発着　 ※大阪、名古屋、札幌、福岡発着をご希望の方には、下記の代金にて国内航空券の手配を承ります。　　　               大阪・名古屋発着１０，０００円(片道)、札幌・福岡発着１５，０００円(片道)   ■利用予定航空会社：ルフトハンザドイツ航空、フィンランド航空、オーストリア航空、KLMオランダ航空、日本航空、全日空のいずれか [ビジネスクラス追加代金：４３０，０００円]■食事条件：朝９回、昼３回、夕３回（機内食を除く）  ■添乗員：羽田または成田出発時から羽田または成田到着時まで同行いたします。 ■最少催行人員：１２名様（両コース計）■１人部屋追加代金：８３，０００円　※お１人（奇数人数）でご参加のお客様は原則として相部屋となりますが、特に１人部屋をご希望の方は左記追加代金にて承ります。日数 地 名 現地時刻 摘要 [◎は入場観光、○は下車観光] 朝 昼 夕①   ＊「お荷物無料宅配クーポン券（お１人様１個分）」を事前にお送りいたします。6/15 羽田または成田 10：30～14：00 航空便にて、フランクフルトへ。(ヨーロッパ内乗り継ぎにて／直行便の場合もございます）（土） フランクフルト 18：00～20：00 着後、専用バスにて、アイゼナッハへ。（所要約２時間４５分）アイゼナッハ 21：30～23：30 専用バスにて、ホテルへ。（所要約30分）   ② アイゼナッハ 午前 ご自由にお過ごしいただきます。※ご希望の方には添乗員が旧市街散策にご案内いたします。6/16   （日） 12：30頃 ご昼食。～ご昼食場所にて、加藤浩子氏および１３日間コースの方々と合流いたします～アイゼナッハ観光（◎聖ゲオルク教会、○ルター通りなど）15：00頃 専用バスにて、ミュールハウゼンへ。（所要約１時間）ミュールハウゼン 専用バスにて、アイゼナッハへ。アイゼナッハ 18：00頃 ◎バッハハウス（バッハ博物館）見学の後、③ アイゼナッハ 8：45頃 アイゼナッハ観光（◎ヴァルトブルク城）6/17  　（月） 11：00頃 専用バスにて、オールドルフへ。（所要約１時間）オールドルフ 12：00頃 オールドルフ観光（◎聖ミカエル教会、◎エーレンシュタイン城）15：00頃 専用バスにて、アルンシュタットへ。（所要約30分）アルンシュタット 15：30頃16：30頃 その後、専用バスにて、ドルンハイムへ。（所要約15分）ドルンハイム 16：45頃 ドルンハイム観光（◎聖バルトロメオ教会  ◆パイプオルガンの試奏ができます。ご希望の方はお申し出ください。）17：45頃 専用バスにて、ヴァイマールへ。（所要約45分） ヴァイマール 18：30頃 ホテルへ。④ ヴァイマール 9：00頃 ヴァイマール観光（○赤の宮殿、○黄の宮殿、◎市立教会など）6/18  　（火） 13：15頃 ご昼食後、専用バスにて、ライプツィヒへ。（所要約１時間40分）ライプツィヒ 15：00頃 ホテルへ。17：00～20：00～ 【ライプツィヒ泊】⑤ ライプツィヒ 8：45頃 ライプツィヒ観光（◎聖トーマス教会、◎バッハ博物館、◎聖ニコライ教会、◎旧市庁舎など）6/19（水） 11：30頃～ ご自由にお過ごしいただきます。14：00～ ★加藤浩子氏による「３大宗教曲レクチャー」（ホテル内会議室にて）17：00～20：00～ 【ライプツィヒ泊】⑥ ライプツィヒ ご自由にお過ごしいただきます。6/20 <オプショナルツアー：ヴァイセンフェルス観光（昼食付） ★城内教会でのオルガン演奏付 8:30～14:30頃>（木）　 17：00～20：00～ 【ライプツィヒ泊】⑦ ライプツィヒ ご自由にお過ごしいただきます。6/21 ＜オプショナルツアー：バッハゆかりのオルガンめぐり「ナウムブルク」＆「シュテルムタール」（昼食付） ★オルガン演奏会付8:30～15:30頃＞（金）　 20：00～　 【ライプツィヒ泊】⑧ ライプツィヒ ご自由にお過ごしいただきます。6/22（土） 19：30～20：00～22：30～ 【ライプツィヒ泊】⑨ ライプツィヒ  9：30～     6/23 　 　（日） 11：30頃～ ご自由にお過ごしいただきます。18：00～　⑩ ライプツィヒ 7：00～12：00頃 専用バスにて、空港へ。6/24 10：30～15：00 航空便にて、帰国の途へ。（ヨーロッパ内乗り継ぎにて）（月） 　 ※ベルリン発の航空便利用の場合もございます。その場合、ベルリン空港までは専用バスのご利用となります。（ライプツィヒ-ベルリン間 所要約２時間３０分）　 　 　 【機中泊】⑪ 羽田または成田 8：00～16：30 通関後、解散となります。6/25 　  ＊「お荷物無料宅配クーポン券（お１人様１個分）」を事前にお送りいたします。 － －（火）  　 　ホテル 機内機内※上記行程は２０1８年１１月１日現在のものであり航空機・バス等交通機関の都合・天候・現地事情により見学箇所・訪問順序等が変更になる場合がございます。それに伴い日程表内記載の現地時刻も変更と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。　　

＜オプショナルツアー：宮廷楽長として活躍した「ケーテン」＆「ハレ」観光(昼食付)  ★ハレ『市場教会』でのオルガン演奏会付 9:00～17:00頃＞※下記いずれかの公演をお選びください。
ホテル X レストラン【ライプツィヒ泊】

ホテル X Xホテル X X

ホテル X X
ホテル X X

ホテル レストラン レストラン【ヴァイマール泊】 ホテル レストラン X

ホテル レストラン レストラン【アイゼナッハ泊】

音楽評論家 加藤 浩子と行く バッハへの旅　１１日間コース音楽評論家 加藤 浩子と行く バッハへの旅　１１日間コース音楽評論家 加藤 浩子と行く バッハへの旅　１１日間コース音楽評論家 加藤 浩子と行く バッハへの旅　１１日間コース

－ 機内【アイゼナッハ泊】

カンタータ礼拝カンタータ礼拝カンタータ礼拝カンタータ礼拝 ＜聖トーマス教会または聖ニコライ教会＞＜聖トーマス教会または聖ニコライ教会＞＜聖トーマス教会または聖ニコライ教会＞＜聖トーマス教会または聖ニコライ教会＞

ミュールハウゼン「聖ブラージウス教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会ミュールハウゼン「聖ブラージウス教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会ミュールハウゼン「聖ブラージウス教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会ミュールハウゼン「聖ブラージウス教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会「バッハハウス（バッハ博物館）」にて、バッハ時代の古楽器での貸切サロンコンサート「バッハハウス（バッハ博物館）」にて、バッハ時代の古楽器での貸切サロンコンサート「バッハハウス（バッハ博物館）」にて、バッハ時代の古楽器での貸切サロンコンサート「バッハハウス（バッハ博物館）」にて、バッハ時代の古楽器での貸切サロンコンサート
アルンシュタット「バッハ教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会アルンシュタット「バッハ教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会アルンシュタット「バッハ教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会アルンシュタット「バッハ教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会
ＩＩＩＩ....ファウスト（ヴァイオリン）＆ファウスト（ヴァイオリン）＆ファウスト（ヴァイオリン）＆ファウスト（ヴァイオリン）＆K.K.K.K.ベザイデンホウト（チェンバロ）ベザイデンホウト（チェンバロ）ベザイデンホウト（チェンバロ）ベザイデンホウト（チェンバロ）＜コングレスハレ（ヴァイサーザール）＞＜コングレスハレ（ヴァイサーザール）＞＜コングレスハレ（ヴァイサーザール）＞＜コングレスハレ（ヴァイサーザール）＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞
<別手配鑑賞公演（別料金）>  A.A.A.A.シフシフシフシフ ピアノリサイタルピアノリサイタルピアノリサイタルピアノリサイタル＜ライプツィヒ・ハウス＞＜ライプツィヒ・ハウス＞＜ライプツィヒ・ハウス＞＜ライプツィヒ・ハウス＞ソロモンズ・ノット・バロック・ソロイスツソロモンズ・ノット・バロック・ソロイスツソロモンズ・ノット・バロック・ソロイスツソロモンズ・ノット・バロック・ソロイスツ＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞ラウテン・カンパニーラウテン・カンパニーラウテン・カンパニーラウテン・カンパニー＜クプファーザール＞＜クプファーザール＞＜クプファーザール＞＜クプファーザール＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  ドイツ・ホーフムジークドイツ・ホーフムジークドイツ・ホーフムジークドイツ・ホーフムジーク＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞ゲヴァントハウス管弦楽団＆聖トーマス教会合唱団ゲヴァントハウス管弦楽団＆聖トーマス教会合唱団ゲヴァントハウス管弦楽団＆聖トーマス教会合唱団ゲヴァントハウス管弦楽団＆聖トーマス教会合唱団＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞ボンバロック＆ヴォクス・ボナボンバロック＆ヴォクス・ボナボンバロック＆ヴォクス・ボナボンバロック＆ヴォクス・ボナ＜ペテロ教会＞＜ペテロ教会＞＜ペテロ教会＞＜ペテロ教会＞ベルリン古楽アカデミー＆ＲＩＡＳ室内合唱団ベルリン古楽アカデミー＆ＲＩＡＳ室内合唱団ベルリン古楽アカデミー＆ＲＩＡＳ室内合唱団ベルリン古楽アカデミー＆ＲＩＡＳ室内合唱団＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  P.P.P.P.アンタイアンタイアンタイアンタイ チェンバロリサイタルチェンバロリサイタルチェンバロリサイタルチェンバロリサイタル＜旧裁判所建物＞＜旧裁判所建物＞＜旧裁判所建物＞＜旧裁判所建物＞～ファイナルコンサート～～ファイナルコンサート～～ファイナルコンサート～～ファイナルコンサート～ オペラ・フオーコ＆テルツ少年合唱団オペラ・フオーコ＆テルツ少年合唱団オペラ・フオーコ＆テルツ少年合唱団オペラ・フオーコ＆テルツ少年合唱団＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞



■旅行期間：２０１９年６月１３日（木）～６月２５日（火）＜11泊13日＞　　  　　　■旅行期間：２０１９年６月１３日（木）～６月２５日（火）＜11泊13日＞　　  　　　■旅行期間：２０１９年６月１３日（木）～６月２５日（火）＜11泊13日＞　　  　　　■旅行期間：２０１９年６月１３日（木）～６月２５日（火）＜11泊13日＞　　  　　　 　　　 　　　 　　　 　　　【限定２５名様募集（両コース計)】■旅行代金：６６８，０００円■旅行代金：６６８，０００円■旅行代金：６６８，０００円■旅行代金：６６８，０００円＜大人・子供お１人様／２名様１室・エコノミークラス利用の場合＞＜大人・子供お１人様／２名様１室・エコノミークラス利用の場合＞＜大人・子供お１人様／２名様１室・エコノミークラス利用の場合＞＜大人・子供お１人様／２名様１室・エコノミークラス利用の場合＞　※燃油サーチャージが別途必要となります。［目安：３４，０００円～３６，０００円（２０１８年１１月１日現在）］ また羽田又は成田空港使用料・保安サービス料および現地空港諸税が必要となります。■旅行発着地：東京（羽田又は成田）発着　 ※大阪、名古屋、札幌、福岡発着をご希望の方には、下記の代金にて国内航空券の手配を承ります。　　　               大阪・名古屋発着１０，０００円(片道)、札幌・福岡発着１５，０００円(片道)   ■利用予定航空会社：ルフトハンザドイツ航空、フィンランド航空、オーストリア航空、KLMオランダ航空、日本航空、全日空のいずれか [ビジネスクラス追加代金：４３０，０００円]■食事条件：朝11回、昼４回、夕３回（機内食を除く）  ■添乗員：羽田または成田出発時から羽田または成田到着時まで同行いたします。 ■最少催行人員：１２名様（両コース計）■１人部屋追加代金：９９，０００円　※お１人（奇数人数）でご参加のお客様は原則として相部屋となりますが、特に１人部屋をご希望の方は左記追加代金にて承ります。日数 地 名 現地時刻 摘要 [◎は入場観光、○は下車観光] 朝 昼 夕①   ＊「お荷物無料宅配クーポン券（お１人様１個分）」を事前にお送りいたします。6/13 羽田または成田 10：30～14：00 航空便にて、ライプツィヒへ。(ヨーロッパ内乗り継ぎにて）（木） ※ベルリン着の航空便利用の場合もございます。その場合、ライプツィヒまでは専用バスのご利用となります。（ベルリン空港-ライプツィヒ間 所要約２時間30分）ライプツィヒ 19：00～23：00 専用バスにて、ホテルへ。（所要約30分）   ② ライプツィヒ 9：00頃 ライプツィヒ観光（◎聖トーマス教会、◎バッハ博物館、◎聖ニコライ教会、◎旧市庁舎など）6/14（金） 13：30頃～ ご昼食後、ご自由にお過ごしいただきます。17：00～20：00～③ ライプツィヒ ご自由にお過ごしいただきます。6/15（土） 14：30～17：00～20：00～④ ライプツィヒ 9：00頃 専用バスにて、アイゼナッハへ。（所要約３時間30分）6/16   （日） アイゼナッハ 12：30頃 ご昼食。アイゼナッハ観光（◎聖ゲオルク教会、○ルター通りなど）15：00頃 専用バスにて、ミュールハウゼンへ。（所要約１時間）ミュールハウゼン 専用バスにて、アイゼナッハへ。アイゼナッハ 18：00頃 ◎バッハハウス（バッハ博物館）見学の後、⑤ アイゼナッハ 8：45頃 アイゼナッハ観光（◎ヴァルトブルク城）6/17  　（月） 11：00頃 専用バスにて、オールドルフへ。（所要約１時間）オールドルフ 12：00頃 オールドルフ観光（◎聖ミカエル教会、◎エーレンシュタイン城）15：00頃 専用バスにて、アルンシュタットへ。（所要約30分）アルンシュタット 15：30頃16：30頃 その後、専用バスにて、ドルンハイムへ。（所要約15分）ドルンハイム ドルンハイム観光（◎聖バルトロメオ教会  ◆パイプオルガンの試奏ができます。ご希望の方はお申し出ください。）17：45頃 専用バスにて、ヴァイマールへ。（所要約45分） ヴァイマール 18：30頃 ホテルへ。⑥ ヴァイマール 9：00頃 ヴァイマール観光（○赤の宮殿、○黄の宮殿、◎市立教会など）6/18  　（火） 13：15頃 ご昼食後、専用バスにて、ライプツィヒへ。（所要約１時間40分）ライプツィヒ 15：00頃 ホテルへ。17：00～20：00～ 【ライプツィヒ泊】⑦ ライプツィヒ ご自由にお過ごしいただきます。6/19（水） 14：00～ ★加藤浩子氏による「３大宗教曲レクチャー」（ホテル内会議室にて）17：00～20：00～ 【ライプツィヒ泊】⑧ ライプツィヒ ご自由にお過ごしいただきます。6/20 <オプショナルツアー：ヴァイセンフェルス観光（昼食付） ★城内教会でのオルガン演奏付 8:30～14:30頃>（木） 17：00～20：00～ 【ライプツィヒ泊】⑨ ライプツィヒ ご自由にお過ごしいただきます。6/21 ＜オプショナルツアー：バッハゆかりのオルガンめぐり「ナウムブルク」＆「シュテルムタール」（昼食付） ★オルガン演奏会付8:30～15:30頃＞（金） 20：00～　 【ライプツィヒ泊】⑩ ライプツィヒ ご自由にお過ごしいただきます。6/22（土） 19：30～20：00～22：30～ 【ライプツィヒ泊】⑪ ライプツィヒ  9：30～     6/23 　 　（日） 11：30頃～ ご自由にお過ごしいただきます。18：00～　⑫ ライプツィヒ 7：00～12：00頃 専用バスにて、空港へ。6/24 10：30～15：00 航空便にて、帰国の途へ。（ヨーロッパ内乗り継ぎにて）（月） 　 ※ベルリン発の航空便利用の場合もございます。その場合、ベルリン空港までは専用バスのご利用となります。（ライプツィヒ-ベルリン間 所要約２時間３０分）　 　 　 【機中泊】⑬ 羽田または成田 8：00～16：30 通関後、解散となります。6/25 　  ＊「お荷物無料宅配クーポン券（お１人様１個分）」を事前にお送りいたします。 － －（火）  　 　ホテル 機内機内※上記行程は２０1８年１１月１日現在のものであり航空機・バス等交通機関の都合・天候・現地事情により見学箇所・訪問順序等が変更になる場合がございます。それに伴い日程表内記載の現地時刻も変更と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。　　

＜オプショナルツアー：宮廷楽長として活躍した「ケーテン」＆「ハレ」観光(昼食付)  ★ハレ『市場教会』でのオルガン演奏会付 9:00～17:00頃＞※下記いずれかの公演をお選びください。
ホテル X レストラン【ライプツィヒ泊】
ホテル X Xホテル X X

ホテル X Xホテル X X

ホテル レストラン レストラン【ヴァイマール泊】 ホテル レストラン X

ホテル X X 【ライプツィヒ泊】 ホテル レストラン レストラン【アイゼナッハ泊】

音楽評論家 加藤 浩子と行く バッハへの旅　１３日間コース音楽評論家 加藤 浩子と行く バッハへの旅　１３日間コース音楽評論家 加藤 浩子と行く バッハへの旅　１３日間コース音楽評論家 加藤 浩子と行く バッハへの旅　１３日間コース

－ 機内 【ライプツィヒ泊】 ホテル レストラン X 【ライプツィヒ泊】

カンタータ礼拝カンタータ礼拝カンタータ礼拝カンタータ礼拝 ＜聖トーマス教会または聖ニコライ教会＞＜聖トーマス教会または聖ニコライ教会＞＜聖トーマス教会または聖ニコライ教会＞＜聖トーマス教会または聖ニコライ教会＞

～オープニングコンサート～～オープニングコンサート～～オープニングコンサート～～オープニングコンサート～ フライブルク・バロックオーケストラ＆聖トーマス教会合唱団フライブルク・バロックオーケストラ＆聖トーマス教会合唱団フライブルク・バロックオーケストラ＆聖トーマス教会合唱団フライブルク・バロックオーケストラ＆聖トーマス教会合唱団＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  ル・コンセール・デ・ナシオンル・コンセール・デ・ナシオンル・コンセール・デ・ナシオンル・コンセール・デ・ナシオン＜聖ニコライ教会＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  K.K.K.K.メルテンスメルテンスメルテンスメルテンス((((ﾊﾞｽﾊﾞｽﾊﾞｽﾊﾞｽ))))＆＆＆＆T.T.T.T.コープマンコープマンコープマンコープマン((((ﾁｪﾝﾊﾞﾛﾁｪﾝﾊﾞﾛﾁｪﾝﾊﾞﾛﾁｪﾝﾊﾞﾛ､､､､ｵﾙｶﾞﾝｵﾙｶﾞﾝｵﾙｶﾞﾝｵﾙｶﾞﾝ))))＆＆＆＆T.T.T.T.マトーマトーマトーマトー((((ﾁｪﾝﾊﾞﾛﾁｪﾝﾊﾞﾛﾁｪﾝﾊﾞﾛﾁｪﾝﾊﾞﾛ))))＜聖パウロ大学教会＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  カフェ・ツィマーマンカフェ・ツィマーマンカフェ・ツィマーマンカフェ・ツィマーマン＜クプファーザール＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  ゲヴァントハウス管弦楽団ゲヴァントハウス管弦楽団ゲヴァントハウス管弦楽団ゲヴァントハウス管弦楽団＜コングレスハレ（大ホール）＞ミュールハウゼン「聖ブラージウス教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会ミュールハウゼン「聖ブラージウス教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会ミュールハウゼン「聖ブラージウス教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会ミュールハウゼン「聖ブラージウス教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会「バッハハウス（バッハ博物館）」にて、バッハ時代の古楽器での貸切サロンコンサート「バッハハウス（バッハ博物館）」にて、バッハ時代の古楽器での貸切サロンコンサート「バッハハウス（バッハ博物館）」にて、バッハ時代の古楽器での貸切サロンコンサート「バッハハウス（バッハ博物館）」にて、バッハ時代の古楽器での貸切サロンコンサートアルンシュタット「バッハ教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会アルンシュタット「バッハ教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会アルンシュタット「バッハ教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会アルンシュタット「バッハ教会」にて、パイプオルガン貸切演奏会
ＩＩＩＩ....ファウスト（ヴァイオリン）＆ファウスト（ヴァイオリン）＆ファウスト（ヴァイオリン）＆ファウスト（ヴァイオリン）＆K.K.K.K.ベザイデンホウト（チェンバロ）ベザイデンホウト（チェンバロ）ベザイデンホウト（チェンバロ）ベザイデンホウト（チェンバロ）＜コングレスハレ（ヴァイサーザール）＞＜コングレスハレ（ヴァイサーザール）＞＜コングレスハレ（ヴァイサーザール）＞＜コングレスハレ（ヴァイサーザール）＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン＜聖トーマス教会＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  A.A.A.A.シフシフシフシフ ピアノリサイタルピアノリサイタルピアノリサイタルピアノリサイタル＜ライプツィヒ・ハウス＞ソロモンズ・ノット・バロック・ソロイスツソロモンズ・ノット・バロック・ソロイスツソロモンズ・ノット・バロック・ソロイスツソロモンズ・ノット・バロック・ソロイスツ＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞ラウテン・カンパニーラウテン・カンパニーラウテン・カンパニーラウテン・カンパニー＜クプファーザール＞＜クプファーザール＞＜クプファーザール＞＜クプファーザール＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  ドイツ・ホーフムジークドイツ・ホーフムジークドイツ・ホーフムジークドイツ・ホーフムジーク＜聖ニコライ教会＞ゲヴァントハウス管弦楽団＆聖トーマス教会合唱団ゲヴァントハウス管弦楽団＆聖トーマス教会合唱団ゲヴァントハウス管弦楽団＆聖トーマス教会合唱団ゲヴァントハウス管弦楽団＆聖トーマス教会合唱団＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞ボンバロック＆ヴォクス・ボナボンバロック＆ヴォクス・ボナボンバロック＆ヴォクス・ボナボンバロック＆ヴォクス・ボナ＜ペテロ教会＞＜ペテロ教会＞＜ペテロ教会＞＜ペテロ教会＞ベルリン古楽アカデミー＆ＲＩＡＳ室内合唱団ベルリン古楽アカデミー＆ＲＩＡＳ室内合唱団ベルリン古楽アカデミー＆ＲＩＡＳ室内合唱団ベルリン古楽アカデミー＆ＲＩＡＳ室内合唱団＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞＜聖ニコライ教会＞<別手配鑑賞公演（別料金）>  P.P.P.P.アンタイアンタイアンタイアンタイ チェンバロリサイタルチェンバロリサイタルチェンバロリサイタルチェンバロリサイタル＜旧裁判所建物＞～ファイナルコンサート～～ファイナルコンサート～～ファイナルコンサート～～ファイナルコンサート～ オペラ・フオーコ＆テルツ少年合唱団オペラ・フオーコ＆テルツ少年合唱団オペラ・フオーコ＆テルツ少年合唱団オペラ・フオーコ＆テルツ少年合唱団＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞＜聖トーマス教会＞
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