ロッシーニ没後150年記念特別企画

音楽評論家

水谷彰良と行く

ペーザロ・ロッシーニ音楽祭＆
ザルツブルク音楽祭９日間
2018年８月１
４日
（火）
〜８月２２日
（水）
限定

！
旅行企画・実施

！

郵船グループ

生 地ペーザロでのロッシーニ音 楽 祭︑そしてザルツブルク音楽 祭で

ロッシーニ劇場
（イメージ）

記 念 イヤーな らではのロッシーニ作 品 を 鑑 賞 フローレス︑バルトリ︑

ペルトゥージ︑ロチャなど稀 代のロッシーニ歌いが出演

20
名様
募集

音楽評論家 水谷彰良と行く

ペーザロ・ロッシーニ音楽祭＆
ザルツブルク音楽祭 9日間

添乗員
同行

水谷 彰良氏
プロフィール
1957年東京生まれ。音楽・オペラ研究家。日本
ロッシーニ協会会長。
フェリス女学院大学オープ
ンカレッジ講師。
著書：
『プリマ・
ドンナの歴史』全2巻
（東京書籍）
、
『ロッシーニと料理』
（透土社）
『消えたオペラ譜』
、
、
『サリエーリ』
（第27回マルコ・ポーロ賞受賞）
『
、イタ
リア・オペラ史』
『 新イタリア・オペラ史』
（以上、音
楽之友社）
、
『セビーリャの理髪師』
（水声社）
。
日本ロッシーニ協会HPに多数の論考を掲載。
https://www.akira-rossiniana.org/

旅行期間と旅行代金（2名1室・エコノミークラス利用・大人お1人様）

2018年8月14日
（火）
〜8月22日
（水）785,000円
旅行代金には5公演のオペラ鑑賞チケット代が含まれております。

燃油サーチャージが別途必要となります。
（目安25,000円〜29,000円：2018年2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。
■1人部屋追加代金：116,000円
（相部屋も承っております）
■食事回数：朝7回、昼2回
（5日目は軽食）
、
夕1回
（軽食）
［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ご帰国まで同行いたします。
■利用予定航空会社：ルフトハンザ・
ドイツ航空、アリタリア航空、KLMオランダ航空、エールフランス航空、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 ■最少催行人員：12名様

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。

〜ペーザロ・ロッシー

（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。）

スケジュール（◎は入場観光、○は下車観光）

1

ロッシーニ劇場：
《アディーナ》鑑賞

羽田または成田発
（10：30〜13：00）
Z
（ヨーロッパ内乗り継ぎにて）
ボローニャへ。
ボローニャ着
（19：00〜20：30） 着後、専用バスにてペーザロへ。
（所要約２時間20分）

8/14 ※フィレンツェ空港着の航空便利用の場合もございます。その場合、フィレンツェ空港からペーザロまでは専用
（所要：約3時間）
（火） バス利用となります。
22：30〜24：00頃：ペーザロ着 着後、
ホテルへ。

2

8/15
（水）

ペーザロ泊LF
9：00頃：
〈ご希望者のみ〉
ペーザロ観光
（◎ロッシーニ音楽院、○ポポロ広場など）
13：30頃〜：ご昼食後、
ご自由にお過ごしいただきます。
19：15頃：徒歩にてロッシーニ劇場へ。
（所要約15分）

ロッシーニ《アディーナ》
ペーザロ・ロッシーニ音楽祭
〈ロッシーニ劇場〉
／20：00開演
終演後、徒歩にてホテルへ。

ペーザロ泊ASL

ご自由にお過ごしいただきます。
別途手配鑑賞公演（別料金）

コンサート
「ロッシーニの大シェーナ集」
3

ペーザロ・ロッシーニ音楽祭
〈ロッシーニ劇場〉
／16：00開演

ロッシーニ《セビリャの理髪師》
ペーザロ・ロッシーニ音楽祭
〈アドリアティック・アレーナ〉
／20：00開演
ペーザロ泊ALL

ご自由にお過ごしいただきます。
別途手配鑑賞公演（別料金）

ロッシーニ《ランスへの旅》

◆指揮：D.マテウス ◆演奏：G.ロッシーニ交響楽団
◆演出：R.クッキ
◆出演予定：V.プリアンテ、L.オロペーザ、M.マッキオーニほか
8月15日
（水）
／20：00開演
2 ndカテゴリー席をご用意しております。
ペーザロ
（イメージ）

ペーザロ・ロッシーニ音楽祭
〈ロッシーニ劇場〉
／11：00開演
8/17 19：00頃：専用バスにてアドリアティック・アレーナへ。
（所要約20分）
（金）

4

ペーザロ・ロッシーニ音楽祭
〈ロッシーニ劇場〉

ロッシーニ
《アディーナ》

（所要約20分）
8/16 19：00頃：専用バスにてアドリアティック・アレーナへ。
（木）

終演後、専用バスにてホテルへ。

日本を発ち、その日のうちにアドリア海に面した中部イタリアの小
都ペーザロに到着し、
ご宿泊いただきます。
2日目はご希望者のみ午前中の市内観光にご案内し、海辺のレ
ストランで昼食をお楽しみいただきます。夜は20時よりロッシーニ劇
場にて、1幕のファルサ《アディ
ーナ》を鑑賞します。
これはバ
グダッドの後宮を舞台にした
笑劇で、
ロゼッタ・クッキの新演
出、2005年METコンクールに
優勝してデビューしたキュー
バ系アメリカ人ソプラノ、
リゼッ
ロッシーニ劇場
（イメージ）
ト・オロペサの主演です。

ロッシーニ《リッチャルドとゾライデ》
ペーザロ・ロッシーニ音楽祭
〈アドリアティック・アレーナ〉
／20：00開演

終演後、専用バスにてホテルへ。

ペーザロ泊ALL
ご出発までご自由にお過ごしいただきます。
11：00頃：専用バスにて、
ボローニャ空港へ。
（所要約2時間20分）
ミュンヘンへ。
8/18 16：30〜17：00：ボローニャ空港から航空便にて、
（土） 17：30〜18：00：ミュンヘン着 着後、
専用バスにてザルツブルクへ。
（所要約２時間4５分）
21：30〜22：00頃：ホテルへ。
ザルツブルク泊ASL

5

8：30〜10：30頃：
〈ご希望者のみ〉
ザルツブルク観光
（○ミラベル庭園、○モーツァルトの生家、
○モーツァルトの住居、○大聖堂など） ご自由にお過ごしいただきます。
別途手配鑑賞公演（別料金）

6

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

アドリアティック
・アレーナ：
《セビリャの理髪師》鑑賞

ザルツブルク音楽祭
〈祝祭大劇場〉
／11：00開演
8/19 17：30頃：ホテル内レストランにて、
ご夕食
（軽食）
をお召し上がりいただきます。
（日）
18：40頃：専用バスにてモーツァルト劇場へ。
（所要約10分）

ロッシーニ《アルジェのイタリア女》
ザルツブルク音楽祭
〈モーツァルト劇場〉
／19：30開演
終演後、専用バスにてホテルへ。

ザルツブルク泊ALD

ご自由にお過ごしいただきます。
17：40頃：専用バスにてモーツァルト劇場へ。
（所要約10分）

7

8/20
（月）

モンテヴェルディ
《ポッペアの戴冠》

ペーザロ・ロッシーニ音楽祭
〈アドリアティック・アレーナ〉

ザルツブルク音楽祭
〈モーツァルト劇場〉
／18：30開演
終演後、専用バスにてホテルへ。

8

ザルツブルク泊ALL
ザルツブルク空港発
（10：30〜14：30）
Z
（ヨーロッパ内乗り継ぎにて）
空路、
帰国の途へ。

その場合、
ザルツブルクからミュンヘン空港までは専用
8/21 ※ミュンヘン空港発の航空便利用の場合もございます。
（所要：約2時間45分）
（火） バス利用となります。
機中泊AL F

9

羽田または成田空港着
（8：30〜15：30）

8/22 着後、
解散。おつかれさまでした。
（水）

A＝朝食 S＝昼食 D＝夕食 F＝機内食 Z＝航空機
※交通機関の都合や天候・現地事情により、旅程・見学箇所・訪問順序等が変更になる場合があります。

3日目は日中ご自由にお過ごしいただけますが、別手配にてロッシ
ーニ劇場16時開演の演奏会「ロッシーニの大シェーナ集」
もご用意
しました。夜は20時よりアドリアティック・アレーナにて、喜歌劇の傑作
《セビリャの理髪師》
を鑑賞します。イヴ・アベル指揮、
ピエル・ルイー
ジ・ピッツィ新演出。歌手はロジーナの脇園彩を中心に、
マキシム・ミロ
ノフ、
ピエトロ・スパニョーリ、
ミケーレ・ペルトゥージと万全の布陣で臨
みます。

F

ロッシーニ《セビリャの理髪師》
◆指揮：Y.アベル ◆演奏：RAI国立交響楽団
◆演出：P.L.ピッツィ ◆出演予定：脇園 彩、
M.ミロノフ、
P.スパニョーリ、
M.ペルトゥージほか
8月16日
（木）
／20：00開演
１stカテゴリー席をご用意しております。

ペーザロ・ロッシーニ音楽祭＆ザルツブルク音楽祭9日間へのお誘い…………案内人・水谷彰良
昨年10月、
ユネスコはロッシーニ生誕の地ペーザロを「音楽の創造都市」
に認定しました。11月にはイタリア上院で没後150 年を祝う特別法
案が可決され、2018年をロッシーニ・イヤーと宣言しました。これに伴い、
ペーザロのロッシーニ博物館も誕生します
（開館日未定）
。
ロッシーニ没後 150 年を記念するこの特別ツアーでは、
ペーザロ・ロッシーニ音楽祭の３演目── ベルカント・テノールの最高峰フローレス主
演《リッチャルドとゾライデ》
、脇園彩主演ピッツィ新演出の《セビリャの理髪師》
、バグダッドの後宮を舞台とするファルサ《アディーナ》─ 、
ザルツ
ブルク音楽祭の2 演目── バルトリ主演《アルジェのイタリア女》
とクリスティ指揮のモンテヴェルディ
《ポッペアの戴冠》
をご鑑賞いただきます。別
手配にて、
ロッシーニ音楽祭の演奏会「ロッシーニの大シェーナ集」
、若者公演《ランスへの旅》
、
ザルツブルク音楽祭のウィーン・フィル演奏会
（ブ
ルックナーの交響曲第4番ほか）
もご用意しました。魅惑の2都市で記念年ならではの催しと賑わいを満喫するペーザロ・ロッシーニ音楽祭＆
ザルツブルク音楽祭 9日間、是非ご一緒しましょう！

ーニ音楽祭とザルツブルク音楽祭をたっぷりとお楽しみください〜 鑑賞公演
アドリアティック
・アレーナ：
《リッチャルドとゾライデ》鑑賞
4日目は日中ご自由にお過ごしいただけますが、
別手配にてロッシーニ劇場
午前11 時開演の若者公演《ランスへの旅》
もご用意しました。夜は 20 時よりア
ドリアティック・アレーナにて、大規模なオペラ・セリア
《リッチャルドとゾライデ》
を
鑑賞します。十字軍の騎士リッチャルドと アドリアティック・アレーナ（イメージ）
アジアの王女ゾライデのスペクタクルな恋
物語を、
世界のスター、
フアン・ディエゴ・フ
ローレスとプリティ・イェンデの主演、
マー
シャル・ピンコスキ新演出でお楽しみくだ
さい。

ペーザロ・ロッシーニ音楽祭
〈アドリアティック・アレーナ〉

ロッシーニ
《リッチャルドとゾライデ》
◆指揮：G.サグリパンティ ◆演奏：RAI国立交響楽団
◆演出：M.ピンコスキ ◆出演予定：J.D.フローレス、P.イェンデ、
S.ロマノフスキー、N.ウリヴィエーリほか
8月17日
（金）
／20：00開演
１stカテゴリー席をご用意しております。

空路ザルツブルクに移動
5日目はザルツブルクへの移動日となります。ホテルを出発する昼近くまでゆ
っくりお過ごしいただき、
夕方空路ボローニャからミュンヘンに飛び、専用バス
でザルツブルクのホテルに到着します。バス移動中にザルツブルク音楽祭2演
目の予習説明もいたします。

ザルツブルク音楽祭：
《アルジェのイタリア女》鑑賞
6日目は夕刻までご自由にお過ごしいただけますが、
ご希望者を午前中徒
歩でのザルツブルク市内観光にご案内します。
また別手配にて祝祭大劇場11
時開演のウィーン・フィル演奏会
（プロムシュテット指揮、
シベリウスとブルックナー
の交響曲第4番）
もご用意しました。夜は19時30分よりモーツァルト劇場にて、
ロッシーニ《アルジェのイタリア女》
をご鑑賞いただきます。
チェチーリア・バルトリ
主演だけでも大注目ですが、
共演のエドガルド・ロチャ、
イルダール・アブドラザコ
スピノジ
フ、
アレッサンドロ・コルベッリ、
モーシュ・ライザー＆パトリス・コリエの演出、
指揮アンサンブル・マテウスの伴奏も大いに期待できます。

ザルツブルク音楽祭〈モーツァルト劇場〉

ロッシーニ
《アルジェのイタリア女》
◆指揮：J.C.スピノジ ◆演奏：アンサンブル・マテウス
◆演出：M.ライザー、P.コリエ ◆出演予定：C.バルトリ、E.ロチャ、
I.アブドラザコフ、A.コルベッリ、
R.オルヴェラほか
8月19日
（日）
／19：30開演
2 ndカテゴリー席をご用意しております。
ザルツブルク音楽祭
（イメージ）

ザルツブルク音楽祭：
《ポッペアの戴冠》鑑賞
7日目は夕刻までご自由にお過ごしいただき、夜は18時30分よりモーツァルト
劇場にて、バロック
・オペラの名作《ポッペアの戴冠》
をご鑑賞いただきます。
こ
れは昨年生誕450年を迎えたモンテヴェルディ最後の歌劇で、皇帝ネローネと
不倫した人妻ポッペアが野心に目覚め、皇妃オッターヴィアと自分の夫オットー
ネを追放して戴冠するプロ ザルツブルク街並（イメージ）
セスがセクシーな設定も交え
て描かれます。
ヤン・ロワース
新演出、
ウィリアム・クリスティ
指揮レザール・フロリサン、
ポ
ッペア役はMETでミミ、
ヴィ
オレッタ、
ジルダを演じて大人
気のソニア・ヨンチェーヴァと、
ツアーの締め括りにふさわし
い公演です。

ザルツブルク音楽祭〈モーツァルト劇場〉

モンテヴェルディ
《ポッペアの戴冠》
◆指揮：W.クリスティ ◆演奏：レザール・フロリサン
◆演出：J.ロワース ◆出演予定：S.ヨンチェーヴァ、K.リンジー、
S.ドゥストラック、L.デサンドレ、D.ヴィスほか
8月20日
（月）
／18：30開演
2 ndカテゴリー席をご用意しております。
8日目は午後の便でザルツブルク空港を発ち、
フランクフルト経由で8月22日、
羽田空港に到着します。
音楽都市ペーザロでロッシーニ没後150年の3公演、
ザルツブルク音楽祭で
ファン垂涎の2公演を観劇するペーザロ・ロッシーニ音楽祭＆ザルツブルク音楽
祭9日間。
記念年ならではの特別企画として、
皆さまのご参加を心よりお待ちし
ております。

別手配鑑賞公演（別料金）
ペーザロ・ロッシーニ音楽祭〈ロッシーニ劇場〉

コンサート
「ロッシーニの大シェーナ集」
◆指揮：M.スポッティ ◆出演予定：N.アライモ、
R.ジローネ
8月16日
（木）
／16：00開演
ペーザロ・ロッシーニ音楽祭〈ロッシーニ劇場〉

ロッシーニ
《ランスへの旅》
◆指揮：H.カリオ ◆演出原案：E.サージ ※若手歌手の公演
8月17日
（金）
／11：00開演
ザルツブルク音楽祭〈祝祭大劇場〉

ウィーン・
フィルハーモニー管弦楽団
◆指揮：H.ブロムシュテット
◆シベリウス
《交響曲 第4番 イ短調》
ブルックナー《交響曲 第4番 変ホ長調
「ロマンティック」》
8月19日
（日）
／11：00開演

※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。

ゆったりと快適なホテルをご用意
ペーザロ

ホテル・サヴォイ

イムラウアーホテル・
ピッター（4ツ星）

ザルツブルク

（4ツ星）
旧市街とビーチの中間に建
ち街歩きにも海岸の散歩に
も最適の立地です。海岸リ
ゾートの雰囲気が漂い、
プー
ルなどもあり、機能性にも
富むホテルです。

［旧クラウンプラザ・ピッター］
ミラベル庭園に程近い新市街
の中心部に立地。内装は清潔
感溢れる白を基調にした明る
い雰囲気で、機能性にも富ん
でいます。最上階のレストラン
からの眺望が楽しめます。

水谷 彰良氏を迎えて旅行説明会・鑑賞オペラ解説会を開催いたします。
本旅行に同行の水谷彰良氏をお迎えし、事前の旅行説明会、鑑賞オ
ペラの解説会を実施いたします。旅行申込みの有無に関わらず、
お気
軽にご参加ください。
なお、座席数に限りがございますので、予約制とさ
せていただきます。参加ご希望の方は必ず開催日の3日前までに下記
のお申し込み・お問い合わせ先までご連絡ください。※途中からご参加
の方は事前にお知らせください。
（ビル出入口開閉の事情事情の為）

予約制・参加無料

▲至水道橋
波多野ビル

●日時：2018年6月23日
（土）13：30〜17：00頃
〈説明会13：30〜14：15頃／解説会14：30〜16：30頃〉

●会場：東京都千代田区神田神保町2 - 2
郵船トラベル株式会社 波多野ビル 8階会議室

（神保町駅・駅上）

A5
神保町

三菱東京UFJ銀行
神保町支店 A4
神保町
◀至九段下
岩波
ホール
A6

至小川町▶
A7

※東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄三田線および都営新宿線
「神保町」駅下車A4出口直結、JR「水道橋」駅下車 徒歩10分

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。）
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。
・国内線追加の手配完了後は、当該国内線区間も基本コースと併せて募集型企画旅行の範囲と
して取り扱います。
・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

ペーザロ/ロッシーニ像
（イメージ）

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。

●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。
海外危険情報及び衛生状況について
・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。
●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
●お１人部屋をご利用の方へ
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、
・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 「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
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。
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
●３名様で１部屋（トリプルルーム）
をご希望の方へ
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
・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
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
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
い。
（http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/counter-terrorism.pdf）
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。
●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。
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
個人情報の取扱い
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。
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
●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
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
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
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
ブレックファストになります。
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
空港税等について
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
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
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
日本円でお支払いください。
とがあります。
○日本の空港税等
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
旅客サービス施設料
旅客保安サービス料
空港施設料
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
成田空港
2,090円
（1,050円）
520円（520円）
440円
（220円）
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
羽田空港
2,570円
（1,280円）
100円（100円）
ー
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
中部空港
2,570円
（1,290円）
ー
ー
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。
関西国際空港
2,730円
（1,370円）
310円（310円）
ー
海外旅行保険への加入について
※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：12,000〜19,000円（2018年2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

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。

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。）
募集型企画旅行契約

旅行代金に含まれるもの

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
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 （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）
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
、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
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） 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
によります。
、
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。

旅行のお申し込みと契約の成立時期

旅行代金に含まれないもの

●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）

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。

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。
契

約

解

除

の

日

取

消

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

旅行代金の10％

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

旅行代金の20％

3. 旅行開始日の前々日以降から当日まで

旅行代金の50％

4. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の100％

お問い合わせ・お申し込み
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）
・岩崎］
フリーダイヤル

■東

料

0120 -319 -105

※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。

京 TEL.03-5213-6240 FAX.03-5213-8494 E-mail:tst@ytk.co.jp
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
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。

※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2月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年2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。

〈旅行企画・実施〉
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