
年末年始特別企画

郵船グループ
旅行企画・実施

43年の
経験と実績
郵船トラベル
音楽の旅

43rd

東京（羽田・成田）／大阪（関空）発※大阪発は6日間コースのみ

ウィーン・フィル
ニューイヤーコンサート
ウィーン６・7日間



楽友協会（イメージ）

◆2017年12月31日（日）10：30開演～12：30終了予定   
◆予定会場：パルフィ宮殿
ウィーン・フィルのコンサートマスターを34年間務めた
ヴェルナー・ヒンク氏監修のウィーン・フィルメンバーによる
室内楽コンサートと、ウィーン国際文化協会の協力による
歓迎レセプションをお楽しみいただきます（ドリンク付き）。
※演奏者ならびに楽器編成、演奏プログラムの詳細は10月に確定します。

ウィーン・フィルのメンバーによるスペシャル！
プライベート室内楽コンサート 前回までのコンサート＆

歓迎レセプションの様子

ツアー参加の
お客様限定！！

イメージ

イメージ

イメージ

アストリア

お部屋の一例 お部屋の一例

デラックスルーム（約35㎡～）クラシックルーム（約25㎡～）
お部屋の一例

広さの目安（約20㎡～）

年末年始をゆったりとお過ごしいただける快適なホテルをご用意しました！

シュテファン大聖堂と国立歌劇場を繋
ぐ繁華街ケルントナー通りのほぼ中央
に位置する1912年創業のクラシック
なホテルです。

（４ツ星） （5ツ星） （5ツ星）

外観

ブリストル インペリアル

国立歌劇場の目の前に建つデラックスホテル。ケルン
トナー通りに近く街歩き
に大変便利な立地。重
厚感あふれる内装、き
め細やかなサービスに
は定評があります。

楽友協会に隣接、19世紀にヴュルテンベルク公爵の館として建てられ、
皇帝フランツ・ヨーゼフＩ世統治下の1873年に万国博覧会の迎賓館兼ホ
テルに改装されました。多くの著名な音楽家のほか国賓御用達の高い
格式と伝統を誇るホテルです。お部屋の一例

お部屋の一例

外観

デラックスルーム（約35㎡～）

デラックス・オペラ
ビュールーム
（約35㎡～）
※歌劇場に面した
　お部屋です。

外観

年末年始を至福の音楽で迎える夢のひととき
2018年は巨匠リッカルド・ムーティの指揮で華やかに幕が開きます。

ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート



ウィーン・フィルニューイヤーコンサート
ウィーン６・7日間 添乗員同行

■旅行発着地：成田空港・羽田空港（東京）・関西空港（大阪・6日間コースのみ）また、札幌、福岡、名古屋発着の国内線を追加代金にて手配を承ります。詳しくはお問合せください。
■食事回数：〈観光付き〉（6日間コース）朝食4回、昼食2回、夕食1回（機内食を除く）、 （7日間コース）朝食5回、昼食2回、夕食1回（機内食を除く）
　　　　　 〈観光なし〉（6日間コース）朝食4回、昼食1回、夕食1回（機内食を除く）、 （7日間コース）朝食5回、昼食1回、夕食1回（機内食を除く）
■添乗員：（東京発6日間コース）羽田・成田空港出発から、ご帰国まで同行いたします。
（東京発7日間コース）羽田・成田空港出発から、ご帰国まで同行いたします。
（大阪発6日間コース）２日目から５日目ホテル出発まで東京から同行する添乗員がお世話いたします。１日目のウィーン空港到着からホテルまで、及び５日目ホテル出発からウィーン空港までは現地係員
がお世話いたします。なお、８名様以上の場合には、関西空港出発から、ご帰国まで添乗員が同行いたします。
■利用予定航空会社：ルフトハンザドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、フィンランド航空のいずれか
■航空便座席利用クラス：エコノミークラス　■最少催行人員：（東京発）6・7日間 各コース8名様、（大阪発）6日間 2名様　■利用予定ホテル：インペリアル、ブリストル、アストリア
■ビジネスクラス追加代金：470,000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。
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12/29
（金）

2
12/30
（土）

◆ご宿泊のホテルにてガラ･ディナーをお楽しみいただきます。

★選べる観光プラン★3つの観光プランからお好きなプランをお選びいただけます。
ウィーン泊LFウィーン泊LF

F

3
12/31
（日）

4
1/1
（月）

5
1/2
（火）

6
1/3
（水）

7
1/4
（木）

ウィーン泊ASL

ウィーン泊ALL機中泊ALF

機中泊ALF

ウィーン・フィルのメンバーによる
プライベート室内楽コンサート＆歓迎レセプション

パルフィ宮殿／10：30開演～12：30終了予定

A＝朝食  S＝昼食  D＝夕食  F＝機内食  Z＝航空機  ◎＝入場観光  ○＝下車観光 
N＝オプショナルツアー（別料金）
※オプショナルツアーおよび別手配鑑賞公演の詳細は、お申込時に別途お渡しする書面にてご確認ください。 
※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。 
※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。

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。）

ブリストル
（デラックスルーム）アストリア インペリアル

（デラックスルーム）
インペリアル

（クラシックルーム）
ブリストル

（デラックス・オペラビュールーム）

1,480,000
（290,000）

1,530,000
（322,000）

1,430,000
（260,000）

1,470,000
（293,000）

1,410,000
（257,000）

1,450,000
（280,000）

1,370,000
（236,000）

1,400,000
（255,000）

1,220,000
（120,000）

1,240,000
（132,000）

■旅行代金2名1室・エコノミークラス利用・大人お1人様 （　　　）内は1人部屋追加代金 単位：円
利用ホテル（部屋カテゴリー）

6日間コース（東京・大阪発）

7日間コース（東京発のみ）

〈日程2日目の観光なしプラン〉基本旅行代金より12,000円引き

※お席の割り当てはお申込み受付順（先着順）とさせていただきます。

〈ビジネスクラス追加代金〉470,000円

6日間スケジュール 7日間スケジュール
羽田または成田または関空発（10：00～15：00）
Z空路、ヨーロッパ内乗り継ぎにてウィーンへ。
ウィーン着（18：30～23：10）　
着後、専用バスにてホテルへ。 

羽田または成田空港発（10：00～15：00）Z
空路、ヨーロッパ内乗り継ぎにてウィーンへ。
ウィーン着（18：30～23：10）　
着後、専用バスにてホテルへ。 

ウィーン発（9：00～16：30）Zヨーロッパ内乗り
継ぎにて、空路、帰国の途へ。

羽田または成田または関空着（9：00～16：00）
着後、解散。おつかれさまでした。

ご自由にお過ごしいただきます。
N世界遺産”ドナウの真珠”ブダ
ペスト観光（8：00～20：00頃／昼食付）

ウィーン発（9：00～16：30）Zヨーロッパ内乗り
継ぎにて、空路、帰国の途へ。

羽田または成田空港着（9：00～16：00）
着後、解散。おつかれさまでした。

バロックの至宝！華麗なる「リヒテンシュタイン侯爵家」の貴重な名コレクション
◎リヒテンシュタイン美術館（ガーデンパレス）、○王宮など（9：00～14：00頃）

プラン❷

音楽家ゆかりの地めぐり！◎ベートーヴェン遺書の家、◎ヨハン・シュトラウスの
住居、音楽家たちが眠る○中央墓地など（9：00～14：30頃）

プラン❸

プラン❶ 【世界遺産】ハプスブルク家の栄華の象徴 ◎シェーンブルン宮殿、○王宮など
（9：00～14：00頃）

ウィーン泊ALD

●日本の出発空港施設使用料（　　）内は子供料金／東京（成田）：2,090（1,050）円　東京（羽田）：2,570（1,280）円　名古屋（中部）：2,570（1,290）円　大阪（関空）：2,730（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　大阪（関空）：310円　●ヨーロッパの空港諸税：10,000円～14,000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。

燃油サーチャージが別途必要となります。（目安20,000円～25,000円：2017年6月1日現在）※また、日本および現地空港諸税が必要となります。（裏表紙参照）

ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート（指揮：R．ムーティ）のチケット付き！！

ドナウ運河

●市立公園

ウィーン楽友協会★

王宮庭園●
●英雄広場●

インペリアル■

アストリア

王宮●

●聖シュテファン大聖堂

●

ヨハン・シュトラウスの住居●

ウィーン国立歌劇場●
●コンツェルトハウス

グランドホテル

パルフィ宮殿
ブリストル

■

●シェーンブルン宮殿

■

Wien

★選べる観光プラン★

ハプスブルク家歴代皇帝の
夏の離宮であるシェーンブ
ルン宮殿。ヴェルサイユ宮殿
に対抗して建てられたと言わ
れ、ヨーロッパ屈指の美しい
バロック宮殿のひとつです。

リヒテンシュタイン侯爵家のコレクシ
ョンは絵画だけでも１６００点を超える
といわれます。中でも１４世紀から１８
世紀までの重要なコレクションとして
選り抜かれた絵画、彫刻、家具などが
展示される「リヒテンシュタイン美術
館（ガーデンパレス）」にご案内します。

難聴に苦悩し、絶望の淵におかれ
ていたベートーヴェンが遺書を書
いた家、《美しき青きドナウ》が作
曲されたヨハン・シュトラウスの住
居、シューベルト、ベートーヴェン、ブ
ラームス、シュトラウス一家などが
眠る中央墓地にご案内します。

世界
遺産

観光なしプランもございます。基本旅行代金より12,000円引きとなります。

各プランともブリストルおよびインペリアル発着となります。
アストリアのお客様はブリストル発着となります。（アストリア～ブリストル間／約200m）

シェーンブルン宮殿（イメージ）

リヒテンシュタイン美術館（イメージ）

ベートーヴェン遺書の家（イメージ）

プラン❶

プラン❷

プラン❸

ベートーヴェン遺書の家
フォルクス・オパー
リヒテンシュタイン美術館

●

ベルヴェデーレ宮殿
中央墓地 ●

500m ◆終演後、グランドホテルにてニューイヤーランチ（ビュッフェ）をお召し上がりいただきます。

ウィーン泊ASL ウィーン泊ALL観光付き 観光なし

ウィーン・フィルニューイヤーコンサートウィーン・フィルニューイヤーコンサート
◆指揮：R．ムーティ　◆演奏：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団　
※曲目は未定　楽友協会（大ホール）／11：15開演～13：45終演予定
◆指揮：R．ムーティ　◆演奏：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団　
※曲目は未定　楽友協会（大ホール）／11：15開演～13：45終演予定

楽友協会（イメージ）



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2017年6月19日T-17-008

※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。

お問い合わせ・お申し込み

観光庁長官登録
旅行業第1267号

右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、ご遠慮なく右記の総合旅行業務取
扱管理者にご質問ください。

旅行企画・
実施

■東　京  TEL.03-5213-6240  FAX.03-5213-8494　E-mail:tst@ytk.co.jp  
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 波多野ビル8F（平日9：30～17：30 土・日・祝は休業）
総合旅行業務取扱管理者：宮本 秀文

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（イシマ）］
フリーダイヤル0120-319-105
インターネットでもご案内中！ 郵船トラベルホームページ www.ytk.co.jp

郵船グループ

お申し込み・ご参加の条件 
●お申し込み時点で20才未満の方は親権者の同意書が必要です。
●旅行開始時点で15才未満の方は保護者の同行が必要です。尚、保護者が同行できない場合
は、当該保護者が指定した16才以上のお客様の同行が必要です。（当該同行者が未成年者の場
合は、親権者の同意書が必要です。）
●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。
渡航手続きについて 
●旅行に必要な旅券（パスポート）、査証（ビザ）、再入国許可及び各種証明書の取得については、
お客様自身で行って頂きます。当社はお客様の依頼によって渡航手続代行契約を締結し、渡航手
続きの一部又は全部を代行します。
●日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所へお問合せく
ださい。
航空機について 
●ビジネスクラスについて
・基本コースのご予約と同時にお申し出ください。座席のご希望も併せて予約時にお申し出くだ
さい。お申し込み後の手配のため、ご希望に沿えない場合があります。予約をお取りできず、基本
コース自体を取り消す場合、お申し出時期によっては取消料が必要となります。
・特に記載のない限り、日本発着の国際線区間（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）のみの適用となり、それ以外の区間はエコノミークラスとなり
ます。また、往復の空港でのチェックイン受付、現地での旅行サービス内容はエコノミークラス
のお客様と同一となります。
・当パンフレットに掲載しているビジネスクラスは、当社が特別に設定したもので、お客様のご希
望はお受けできません。また、各航空会社が独自に行うビジネスクラスのお客様向けの付帯サー
ビスは適用されない場合があります。
●札幌・名古屋・大阪・福岡からご参加の方へ
・札幌・名古屋・大阪・福岡のお客様は、この旅行ご予約後にお送りする「お申込みからご出発まで
のご案内」書類に記載された追加代金をお支払いし、成田空港又は羽田空港への国内線をご利用
頂くことにより、成田空港又は羽田空港発着ツアーにご参加頂けます。
・国内線の利用においては、手配旅行契約となり、特別補償規程による補償金等の適用は受けら
れません。
・利用空港によっては国内の空港施設使用料等が別途必要となります。成田空港発着ツアーで
羽田便となった場合、羽田⇔成田空港間の交通機関はお客様自身の手配・ご負担となります。航
空機以外の交通機関の費用、宿泊を伴う場合の宿泊代は、お客様のご負担となります。

・ 国内線出発空港から添乗員が同行しない場合は、国内線出発空港における搭乗手続きはお客
様自身で行って頂きます。
●共同運航便について
利用航空会社によっては、他航空会社との共同運航便となることがあります。この場合、他航空
会社の機材及び客室乗務員となることもあります。詳しくは最終日程表でご確認ください。
ホテル・お部屋について 
●お部屋のベッドタイプについて
・2人用のお部屋には、シングルベッドが2台の「ツインベッドルーム」、或いはキング又はクイー
ンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」のどちらかをご利用いただきます。
・「ツインベッドルーム」の場合、2つのベッドが離れていない部屋や、2つのベッドサイズ、種類が
異なることがあります。
・ハネムーナーやご夫婦でご参加の際、「ダブルベッドルーム」のご利用となる場合があります。
●お１人部屋をご利用の方へ
・お１人部屋をご希望される場合、追加代金にて承ります。原則としてワンベッドルームとなりま
すが、ツインベッドルームをご利用いただくこともあります。
●３名様で１部屋（トリプルルーム）をご希望の方へ
・ヨーロッパのホテルは、３名様で１部屋をご利用いただけるタイプの部屋の設定が無い、もしく
は非常に少ないのが一般的です。したがいまして、原則として３名様で１部屋利用のご希望は承
りかねます。ただし、下記の条件を予めご了承いただける場合のみ承ります。
＊通常の２人部屋に簡易ベッドを入れ、３名様でご利用。（旅行代金の割引はございません。）
食事について 
●旅行代金には、各日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれています。ただし、お客
様が注文された飲物・追加料理代はお客様のご負担となります。
●朝食は、基本的にアメリカン又はビュッフェブレックファストとなります。なお航空機の出発時刻
等により早朝出発の場合はコンチネンタルブレックファストやサンドイッチ・スナック類のボックス
ブレックファストになります。
空港税等について 
旅行代金には、下記に示す日本及び海外の空港税等は含まれておりません。旅行代金と併せて
日本円でお支払いください。
○日本の空港税等

※カッコ内は子供料金（2歳以上12歳未満）
※子供が大人用航空券を使用する場合は、大人料金が適用されます。
○海外の空港税等：10,000～14,000円（2017年6月1日現在）

航空機の乗降地、経由地及び為替レートによって合計金額が異なることがあります。お支払いい
ただく合計金額は、ご出発の40日前に確定し、ご請求させて頂きます。それ以降の為替変動によ
る追加徴収、返金は致しません。
燃油サーチャージについて 
旅行代金には燃油サーチャージは含まれておりません。旅行出発日の40日前までに確定し、ご
請求させて頂きます。それ以降に為替変動等による過不足が生じましても追加徴収又は返金は
ありません。また、燃油サーチャージの確定までに燃油サーチャージが廃止となった場合、当社は
請求を取りやめます。
※燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及
び一定の条件下に限って運送サービスを含む旅行商品の対価に含められるべき通常の運賃とは
異なる性格の付加的な運賃として、全ての旅行者に一律に課せられるものです。
海外危険情報及び衛生状況について 
●渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等により国・地域の渡航に関する情報が
発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡し致します。また
、「外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）」でもご確認できます。旅行
日程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取
れる外務省海外旅行登録システム「たびレジ」（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）へ
の登録をお勧めします。また、テロ・誘拐対策に関する「海外旅行のテロ・誘拐対策」をご確認くださ
い。（http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/counter-terrorism.pdf）
●渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ（
http://www.forth.go.jp/）」でご確認ください。
個人情報の取扱い 
当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連
絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申し込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等（主
要な運送・宿泊機関等については当該パンフレット記載の日程表及び最終日程表に記載されてい
ます。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内
で利用させて頂きます。その他、当社らは、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、
キャンペーンのご案内とその手続き②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケ
ートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂
くことがあります。当社は、お申し込み頂いた旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代行
者に対し、お客様の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、パスポート番号等の個人情報を
、予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供致します。また、当社は、旅行先でのお客
様のお買い物等の便宜の為、お客様の氏名、性別、パスポート番号、及び搭乗される航空便名等
を土産物店に予め郵便、電子的方法等で送付することによって提供致します。
海外旅行保険への加入について　
ご旅行中にけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、
加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、
また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入するこ
とをお勧めします。海外旅行保険についてはお申し込みの旅行取扱店にお問い合わせください。

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、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いたします。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）、日程表に記載された演奏会チケット代（別手配を除く）、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。※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）
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。

旅のご案内とご注意（お申し込み前に必ずお読みください。）

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、事前にご確認の上、お申込みください。）
※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2017年6月1日を基準としています。また、旅行代金は2017年6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、
10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。

1. 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

契　約　解　除　の　日

2. 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
3. 旅行開始日の前々日以降から当日まで
4. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の10％

   取　消　料

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

成田空港
羽田空港
中部空港

関西国際空港

旅客サービス施設料
2,090円（1,050円）
2,570円（1,280円）
2,570円（1,290円）
2,730円（1,370円）

旅客保安サービス料
520円（520円）
100円（100円）

ー
310円（310円）

空港施設料
  440円（220円）

ー
ー
ー

別途手配鑑賞公演のご案内
旅行代金に含まれるウィーン・フィル ニューイヤーコンサートの他、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）

ウィーン交響楽団
コンツェルト・ハウス（大ホール）

◆指揮：P．ジョルダン　
◆ベートーヴェン《交響曲第２番 ニ長調》
　ベートーヴェン《交響曲第９番 ニ短調「合唱つき」》
◆ソリスト：E．マギー、A．フォンドゥンク、
　　　　  A．シャーガー、D．イヴァチェンコ
［12月30日（土）20：00開演］［1月1日（月）20：00開演］

フンパーディンク
《ヘンゼルとグレーテル》

ウィーン国立歌劇場

◆指揮：P．ランゲ　◆演出：A．ノーブル
◆出演予定：C.レイス、M.プラマー、A.エレートほか

［12月30日（土）19：30開演予定］
［1月2日（火）19：30開演予定（7日間コースのみ）］

J.シュトラウス《こうもり》
※指揮・出演者は未発表

J.シュトラウス《こうもり》
◆指揮：C．マイスター　◆演出：O.シェンク
◆出演：M.シャーデ、L．アイキン、M．ナザロワ、
　　　 B．ブルンスほか（12月31日）
　　　 H．リッペルト、R.ハングラー、
　　　 I.トンカ、 B．ブルンスほか（1月1日）

［12月31日（日）19：00開演予定］
［1月1日（月）19：00開演予定］

ミュージカル
《マイ・フェア・レディ》

※指揮・出演者は未発表［12月30日（土）19：00開演］

ウィーン交響楽団

フォルクス･オパー

◆指揮：P．ジョルダン　
◆ベートーヴェン《交響曲第９番 ニ短調「合唱つき」》
◆ソリスト：E．マギー、A．フォンドゥンク、
　　　　  A．シャーガー、D．イヴァチェンコ

［12月31日（日）19：00開演］

ベナツキー
《天国の扉の前に立つアクセル》

※指揮・出演者は未発表
［1月2日（火）19：00開演（7日間コースのみ）］

コンツェルト・ハウス大ホール（イメージ）

ウィーン国立歌劇場（イメージ）

フォルクス･オパー（イメージ）

［12月31日（日）19：00開演］［1月1日（月）19：00開演］


