
合唱団員・ツアー（一般参加者）募集

Tomomi
        Nishimoto

基本コース 4泊6日間

11.14月 ▶11.19土
合唱団コース ¥285,000 同行者コース ¥355,000
より多彩な全５コースをご用意しております。

ヴァチカンから世界へ向けて祈りの歌を！
2013年ヴァチカン国際音楽祭にアジアの団体として初めて招聘されてから、

3年連続で大喝采を浴び続けて来ました。

ヴァチカンからも、もはやウィーンフィルと並んで、音楽祭のホスト・オーケストラと

位置付けられるようになり、4年連続で招聘を受けました。

今年は1年目と同じベートーヴェンの第九です。

ヴァチカンから世界へ向けて祈りの歌を！
2013年ヴァチカン国際音楽祭にアジアの団体として初めて招聘されてから、

3年連続で大喝采を浴び続けて来ました。

ヴァチカンからも、もはやウィーンフィルと並んで、音楽祭のホスト・オーケストラと

位置付けられるようになり、4年連続で招聘を受けました。

今年は1年目と同じベートーヴェンの第九です。
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西本智
実指揮『第九』

イルミナート合唱団お申込方法

http://vatican.illuminart-phil.com/

ご旅行条件

●お申し込み・お問い合わせ

▶

◎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室利用) c

食事代 d観光費用(ガイド代、バス台、入場料を含む) e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(同行者)

◎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壮行会

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

◎旅行条件・旅行代金の基準

　この旅行は2015年4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

　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、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、規則を

順守されるようお願いいたします。

◎取消料規定について

　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

とができます。旅行開始日の前日から起算して31日目以前の取り消しに関

しては旅行費用を全額返金いたします。旅行開始日の30日前に当たる日

以降から3日前に当たる日までは旅行代金の20％。旅行開始日の前々日か

ら出発当日は旅行代金の50％。旅行開始後の取り消し、及び無連絡不参

加の場合は旅行代金の100％を頂きます。また、特別な事情により予め告

知の上で、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。

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。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。

◎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。イタリアもヴァチカンも現地(シェンゲン条約

国)を出国する際に90日以上の残存期間が必要になります。

◎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名以上同行いたします。

早期申込特典のご案内
2016年6月30日までにヴァチカン国際音楽祭2016ツアーにお申込みの方には、

大変お得な早期特典をご用意しております。合唱団員だけでなく、一般の鑑賞ツ

アーご参加希望の方も対象になりますので、是非この機会にご検討くださいませ。

　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できます。旅行開始日の前日から

起算して31日目以前の取り消しに関しては旅行費用を全額返金いたします。旅行開始日の30日前に当たる日
以降から3日前に当たる日までは旅行代金の20％。旅行開始日の前々日から出発当日は旅行代金の50％。旅
行開始後の取り消し、及び無連絡不参加の場合は旅行代金の100％を頂きます。また、特別な事情により予め
告知の上で、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。

このご旅行はフルスコア インターナショナル（ヴィガーK2株式会社）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。

◎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、エールフランス航空、

フィンエアー、日本航空、全日空

◎利用予定ホテル

［ローマ］チチェローネ、ヴィスコンティ・パレス、スターホテル・ミケランジェロ　［フィレンツェ］アルバー

ニ　［ヴェネツィア］スプレンディド・スイス、フェニーチェ・エ・アーティスト、ケッテ、アルアンジェロ　［ミ

ラノ］　ミケランジェロ　［タオルミナ］　エクセルシオール・パレス　［アグリジェント］ディオスクリ・ベ

イ・パレス　［パレルモ］グランドホテル・エデパルメ

ツアー募集から旅行出発までの流れ

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。

お問い合わせ

三菱東京UFJ銀行　大和王寺（ヤマトオウジ）支店　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）

▶

申込書をご記入いた

だき、FAXあるいは

メールにてお送りくだ

さい。尚、申込書ご提

出と同時にお申込み

金（お1人様5万円）

を下記指定口座にお

振込みください。

正式申込み

▶

予定練習日はパンフ

レットならびにイルミ

ナート合唱団ホーム

ページ等をご参照く

ださい。

合唱練習

▶

ご出発が近づきまし

たら、残金のご請求

書をお送りいたしま

す。（10月）

費用支払い

▶

ご出発2週間前前後

に、ご集合や日程につ

いての詳細をお送り

いたします。（11月初

旬）

最終案内

11月14日、添乗員と

ともにローマに向け

てご出発いたします。

ご出発

［お申込み口座］
※お振込の際、お客様のお名前の後ろに続けて「レク」とご入力をお願いします。

◆ツアー代金より3,000円のディスカウント! 
◆ローマ「三越」のお買い物割引券を差し上げます!

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 　e-mail : info@fs-international.jp

TEL 03-6303-8351
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：村上、沼尻
観光庁長官登録旅行業第1種登録番号1989号 日本旅行業協会(JATA)正会員

更に、合唱団員の方には、　［合唱登録申込金］ ◆早割申込期間中にお申込み

頂いた場合は、今回より合唱 登録申込金として1万円をお預かりし、ツアー代

金に充当させていただきます。早期特典を受けた方で、お申込み不成立の方の

返金はいたしかねます。予めご了承ください。　［練習参加費］ ◆合唱参加費1

回2,000円のところを、1回1,000円にて参加可能!（3月より練習開始）ご出発

の11月までの練習参加費が半額になります。（計15回以上の練習予定）

合唱団員としての参加ご希望の方は、イルミナート合唱団への参加申込が別途必要です。
イルミナート合唱団お申込方法は下記をご覧ください。

ヴァチカン国際音楽祭2016ホームページ

〈東京・関西共通〉

【練習参加費】

リハーサル1コマにつき2,000円の参加費をお支払いください。

可能な限りリハーサルにご参加ください。

【楽譜について】　●下記楽譜を各自ご用意ください。

モーツァルト　戴冠式ミサ　ハ長調　K.317 Breitkopf版

ベートーヴェン　交響曲第九番　ニ短調　ベーレンライター版

●練習会場にて配布する楽譜　オラショ「グレゴリオ聖歌」

〈東京〉

【練習会場】

新宿御苑会場タケビル8階（※参加人数に応じて別会場になります。）

住所：東京都新宿区新宿1-9-1　東京メトロ・丸ノ内線「新宿御苑前駅」出口2（大木戸口）徒歩3分

【練習日程】

4/16（土）　4/30（土）　5/8（日）　5/22（日）　6/19（日）　6/26（日）
※練習日程詳細及び７月以降の日程はHPをご参照ください

〈関西〉
練習会場・練習日程は決定次第、ヴァチカン国際音楽祭2016ホームページでご案内致します。

【イルミナート合唱団お申込のご案内】

●ヴァチカン国際音楽祭2016及び国内での壮行演奏会に参加して頂きます。

●国内の拠点（東京・関西・北海道・その他）を選んでください。

基本的にリハーサル・壮行演奏会は拠点での参加となります。

ヴァチカン国際音楽祭2016 ホームページの国内拠点情報エリアに
設けた「参加フォーム」よりお申し込み下さい。

（問）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

指揮者 西本智実
Tomomi Nishimoto

イルミナート芸術監督兼首席指揮者、ロイヤルチェンバーオーケストラ音楽監督

兼首席指揮者、日本フィルミュージックパートナー。大阪音楽大学客員教授。平戸

名誉大使第1号。大阪国際文化大使第1号。

名門ロシア国立響、国立歌劇場で指揮者ポストを外国人で初めて歴任、ヨーロッ

パ、北米、アジア、南米約30ヶ国から指揮者として招聘。国家戦略担当大臣より感

謝状など受賞多数。2013年【ヴァチカン国際音楽祭】で熱狂的に絶賛された。【枢

機卿ミサ】ではアジアの指揮者として史上初めて招聘され、2014年には“才能と芸

術性と功績に対して”ヴァチカンの音楽財団より【名誉賞】が最年少で授与。以降、

ウィーンフィルと共に西本とイルミナートフィルがメインオーケストラを担ってい

る。またサンピエトロ大聖堂における【ローマ教皇代理ミサ】での演奏は、2014年

よりヴァチカンTV放送により約35ヶ国に世界同時中継されている。

2004年『Newsweek JAPAN』「世界が尊敬する日本人100人」に選出、2015年

G7サミットに向けて、日本国政府公式英文広報誌及び日本政府が海外へ日本国

を広報するCMに、国際的に活躍している日本人として起用された。2007年ダボ

ス会議のヤンググローバルリーダー選出、ハーバード大学院に奨学金研修派遣さ

れ修了。

イルミナートフィルハーモニーオーケストラ
IlluminArt Philhamonic Ochestra

2013年11月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。その演奏は熱狂的に絶賛された。2014年より

ウィーンフィルと共にメインオーケストラとして招聘、2014年よりサンピエ

トロ大聖堂での【ローマ教皇代理ミサ】の模様はヴァチカン放送により世界

同時中継されている。 

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され、国籍・国境を超越する今までの既成概念から

抜け出した新しいスタイルのオーケストラ。 室内楽からイルミナートオペ

ラ・イルミナートバレエとの総合芸術を担い、エンターテインメントな舞台

作りも特色のひとつで、TVやCM出演もしている。

全国各地でコンサートを行っており2014年11月からはオーチャードホー

ル定期演奏会がスタート。 

 

2012年のデビューからわずか3年で、世界を舞台に活躍するオーケストラ

への成長は目覚ましく、早くも各界からの注目を集めている。   

 西本智実公式HP http://www.tomomi-n.com/ 

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   

© 新井秀幸
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Kumamoto Kana Nogami Takako Nizuka Naoki Tanaka Tsutomu



ヴァチカン国際音楽祭とは
Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra

© 新井秀幸

© 鍋島徳恭

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15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＆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

ヴェンの交響曲第九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、2015年、原爆

投下70年に際しミサと演奏会は原爆被害者

追悼に捧げられ、サン ピエトロ大聖堂での

「ローマ教皇代理ミサ」に於いて、西本智実が

全世界にむけて祈りのメッセージを捧げまし

た。2014年より「ローマ教皇代理ミサ」はヴァ

チカンTV放送により世界35か国に中継され

ています。そして2016年も早々に4年連続で

招聘を受け、今やウィーンフィルと並び、ホス

ト・オーケストラとして認められています。

サン ピエトロ大聖堂
Basilica di San Pietro in Vaticano

サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会
Basilica di Sant'Andrea della valle

ヴァチカン市国南東端にあるカトリック教会の総本山。カトリック教会の伝

承によれば、もともと使徒ペトロの墓所があったところに建立されていたと

いわれている。ローマ教皇にふさわしい巨大教会堂として再建され、当時の

第一級の芸術家たちがその造営に携わった。その巨大さ、荘厳さ、内部装飾

の豪華さを含め、聖堂の中の聖堂と呼ぶにふさわしい威容を誇っている。

ローマ4大教会の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

理石に支えられている内部は息を飲む壮大さである。1980年

に世界遺産に登録されている。

ヴァチカン国際音楽祭
http:www.festivalmusicaeartesacra.net

http://vatican.illuminart-phil.com

　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。プッチーニのオペ

サン パオロ大聖堂
Basilica di San Paolo fuori le mura

二つの会場

リハーサル会場

ラ｢トスカ｣の1幕の舞台がこの教会。アンジェロッティ

が隠れ、トスカとカヴァラドッシが愛の2重唱を歌い、

フィナーレのスカルピアの｢テ・デウム｣のシーンに使わ

れたのはここである。

北イタリアの2大都市ヴェネツィア、ミラノを巡るコー

スです。途中、フィレンツェとヴェローナの観光も含ま

れ、盛りだくさんな内容になっています。

フィレンツェ ヴェネツィア ヴェローナ ミラノ

Eイタリア周遊
　コース

Cローマ延泊コース
ローマの休日を満喫して頂くコースです。ヴァチカン

音楽祭の18日のウィーン少年合唱団、19日のウィー

ンフィルの演奏会もご覧頂くことが可能です。

ローマ

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。同行者の方も合唱団

の練習中は観光など盛りだくさんなプログラムが組み込まれています。

Fシチリア島周遊
　コース
専用バスでゆったりと地中海最大の島、シチリア島

の魅力を満喫して頂くコースです。3,000年に渡り

様々な文化、文明が残した遺産は当時の栄華を物語

ります。

カターニャ タオルミーナ

エンナ パレルモアグリジェント

6泊8日間

11.14月 
▶11.21月

合唱団コース ¥308,000
同行者コース ¥378,000

ツアー料金

6泊8日間

11.14月 
▶11.21月

合唱団コース ¥328,000
同行者コース ¥398,000

ツアー料金

4日間までは基本コースと同じ

11.18（金）

午前

午後

ローマ
ローマ発

フィレンツェ着

ホテルにて朝食

専用バスにてフィレンツェへ

着後、市内レストランにて昼食

着後、簡単な市内観光（旧市街市内散策）

同バスにてヴェネツィアへ

市内レストランにてヴェネツィア風の夕食

朝食／昼食／夕食
5

ヴェネツィア泊

19（土）
午前

午後

ヴェネツィア ホテルにて朝食

徒歩にて半日市内観光（サンマルコ大聖堂、ドゥカーレ宮殿等）

着後、市内レストランにて昼食

半日自由行動（ショッピング等をお楽しみ下さい）

朝食／昼食6
ヴェネツィア泊

20（日）

午前

午後

ヴェネツィア
ヴェネツィア発

ヴェローナ

ミラノ着

ホテルにて朝食

専用バスにてミラノへ

途中、ヴェローナの市内レストランにて昼食

簡単なヴェローナ観光（アレーナ、ジュリエットの家等）

同バスにてミラノへ

朝食／昼食7
ミラノ泊

21（月）
午前

午後

ミラノ
　

ホテルにて朝食
専用バスにてミラノ半日観光（ドゥオーモ、スカラ座博物館、
最後の晩餐のサンタ・マリア・デッレ・グラーツィエ教会等）
市内レストランにてミラノ風の昼食
半日自由行動（ショッピング等をお楽しみ下さい）
OP)スカラ座オペラ｢ボギーとベス｣鑑賞

朝食／昼食
8

ミラノ泊

22（火）
ミラノ

ミラノ発　

ホテルにて朝食

専用バスにて空港へ

直行便もしくは経由便にて東京へ

朝食／機内9
機内泊

23（水） 成田（羽田）着 着後、解散10

4日間までは基本コースと同じ

11.18（金）

午前

午後

ローマ
ローマ発

カターニャ着

タオルミーナ着

ホテルにて朝食

専用バスにて空港へ

航空機にてシチリア島のカターニャへ

着後、市内レストランにて昼食

簡単な市内観光後、エトナ山経由、タオルミーナへ

着後、簡単な市内観光

地中海料理の夕食

朝食／昼食／夕食

5

タオルミーナ泊

19（土）

午前

午後

タオルミーナ
タオルミーナ発

エンナ着

エンナ発

アグリジェント着

ホテルにて朝食

専用バスにてエンナへ

着後、市内レストランにて昼食

同バスにてアグリジェントへ

着後、市内観光（神殿の谷）

市内レストランにて夕食

朝食／昼食／夕食
6

アグリジェント泊

20（日）
午前

午後

アグリジェント
アグリジェント発

パレルモ着

　

ホテルにて朝食

専用バスにてパレルモへ

着後、市内レストランにて昼食

市内（ノルマンニ宮殿、大聖堂）、モンレアーレ（大聖堂）観光

市内レストランにて地中海料理の夕食

朝食／昼食／夕食7
パレルモ泊

21（月）
パレルモ

パレルモ発　

ホテルにて朝食

専用バスにて空港へ

経由便にて東京へ

朝食／機内8
機内泊

22（火） 成田（羽田）着 着後、解散9

Dフィレンツェコース
例年ご好評を頂いている歴史と文化の町フィレンツェ

を堪能して頂くコースです。市内観光の他、ピサ・シエ

ナ・サンジミニャーノのオプションにもご参加頂けます。

フィレンツェ 4日間までは基本コースと同じ

11.18（金）

午前

午後

ローマ
ローマ発

フィレンツェ着

ホテルにて朝食

専用バスにてフィレンツェへ

着後、市内レストランにて昼食

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）

着後、市内レストランにてトスカーナ風の夕食

朝食／昼食／夕食
5

フィレンツェ泊

19（土）

フィレンツェ
 

ホテルにて朝食

終日自由行動

OP）ピサ、シエナ、サン・ジミニャーノ3都巡り

朝食6
フィレンツェ泊

20（日）
フィレンツェ

フィレンツェ発

　

ホテルにて朝食

専用バスにて空港へ

直行便もしくは経由便にて東京へ

朝食／機内7
機内泊

21（月） 成田（羽田）着 着後、解散8

8泊10日間

11.14月 ▶11.23水
合唱団コース ¥418,000
同行者コース ¥488,000

ツアー料金

7泊9日間

11.14月 ▶11.22火
合唱団コース ¥418,000
同行者コース ¥488,000

ツアー料金

最少催行人員：20名様

基本コース 4泊6日間

11.14月 ▶11.19土

最少催行人員：20名様

ローマ ホテルにて朝食

終日、自由行動

OP）ウィーン少年合唱団コンサート

　　＊同行者はツアーに含まれる

朝食5
ローマ泊

ローマ ホテルにて朝食　終日、自由行動　OP）ナポリ・ポンペイ1日観光

OP）｢ウィーンフィルハーモニー管弦楽団｣コンサート　

＊ウィーンフィルハーモニーのみ同行者はツアーに含まれる

朝食6
ローマ泊

ローマ

ローマ発

　

ホテルにて朝食

専用バスにて空港へ

直行便もしくは経由便にて東京へ

朝食／機内7
機内泊

成田（羽田）着 着後、解散8

4日間までは基本コースと同じ

さらに楽しみたい方に4つのコースをご用意しましたTOUR SCHEDULE

ツアー料金 A合唱団コース ¥285,000 B同行者コース ¥355,000 ¥56,000
1人部屋追加代金 

1人部屋追加代金 ¥84,000 

1人部屋追加代金 ¥78,000

1人部屋追加代金 ¥98,000

1人部屋追加代金 ¥88,000

同行者はヴァチカン国際音楽祭2016の全公
演を見ることが出来る【ブロンズチケット】付き

直行便もしくは経由便にてローマへ

着後専用バスにてホテルへ

ホテルにて朝食

半日自由行動

OP）ローマ半日市内観光　コロッセオ、トレヴィの泉、スペイン広場等

サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会にてミサ、第九のリハーサル

OP）カンツォーネ・ディナー

ホテルにて朝食

自由行動　OP）ヴァチカン半日観光（ヴァチカン美術館、

　　　　　　  システィーナ礼拝堂、サン ピエトロ大聖堂）

サン ピエトロ大聖堂にて｢ローマ教皇代理ミサ｣リハーサル

ホテルにて朝食

自由行動　OP）ティヴォリ庭園半日観光

サン パオロ大聖堂にて｢ベートーヴェンの第九交響曲｣リハーサル

ホテルにて朝食

専用バスにて空港へ

直行便もしくは経由便にて東京へ

着後、解散

直行便もしくは経由便にてローマへ

着後専用バスにてホテルへ

ホテルにて朝食

ローマ半日市内観光　コロッセオ、トレヴィの泉、スペイン広場等

市内レストランにて昼食

半日自由行動

OP）カンツォーネ・ディナー

ホテルにて朝食

ヴァチカン半日観光（ヴァチカン美術館、

システィーナ礼拝堂、サン ピエトロ大聖堂）

市内レストランにて昼食

ホテルにて朝食

ティヴォリ庭園半日観光

ホテルにて朝食

専用バスにて空港へ

直行便もしくは経由便にて東京へ

着後、解散

11.14（月）
成田（羽田）空港発

ローマ着
1

11.15（火）

ローマ

　午前

午後

2

11.16（水）

ローマ

　午前

14：00

16：00

3

11.17（木）

ローマ

　午前

午後

21：00
4

11.18（金）

ローマ

ローマ発

　

5

11.19（土） 成田（羽田）空港着6

機内

ローマ泊

機内

ローマ泊

朝食／昼食

ローマ泊朝食 ローマ泊

朝食／昼食

ローマ泊

朝食

ローマ泊

ローマ泊

朝食朝食

ローマ泊

朝食

機内泊

朝食

機内泊

月日 時間 都市名 合唱団コース 同行者コース 

ローマ教皇代理ミサ／サン ピエトロ大聖堂
モーツァルト「戴冠式ミサ　ハ長調　K.317」　オラショ「グレゴリオ聖歌」

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

ヴァチカン国際音楽祭2016／サン パオロ大聖堂
ベートーヴェン「交響曲第九番　ニ短調　Op.125（合唱付）」

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

OP: 豪華なオプショナルツアーをご用意しております。

2,000年前の古代遺跡が息づく町、ローマ。世界遺産の街並みを観光します。●参加可能コース：A、C、D、E、Fコース

11.15火 午前中
ローマ半日市内観光　コロッセオ、トレヴィの泉、スペイン広場等

お一人様  ¥5,000 観光はすべて下車のみ 昼食付き　最少催行人員　1名様　

最少催行人員　120名様　 最少催行人員　40名様　

最少催行人員　20名様　

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、

カトリックの総本山サン ピエトロ大聖堂を巡ります。●参加可能コース：A、C、D、E、Fコース

11.16水 午前中
ヴァチカン半日観光　ヴァチカン美術館、システィーナ礼拝堂、サン ピエトロ大聖堂

お一人様  ¥8,000 観光はすべて下車のみ 昼食付き　最少催行人員　1名様　

イタリア人歌手がカンツォーネやオペラのアリアを歌いあげます。●参加可能コース：A、B、C、D、E、Fコース

11.16水 夜
カンツォーネ・ディナー

お一人様  ¥13,000 送迎、ディナー付き　最少催行人員　20名様　

世界遺産に登録されている古代ローマ時代の皇帝の別荘を訪ね、

ヴィラ・デステ、ヴィラ・アドリアーノへ入場します。●参加可能コース：A、C、D、E、Fコース

11.17木 午前中
ティヴォリ庭園半日観光

お一人様  ¥11,000 最少催行人員　20名様　

天使の響きによる宗教曲の数々をサンタマリア・マッジョーレ教会でお聞きください。●参加可能コース：Cコース

11.18金 21時
ウィーン少年合唱団コンサート

お一人様  ¥35,000 往復送迎付き　最少催行人員　1名様　

陽光に輝くナポリのサンタ・ルチア湾と2,000年前のヴェスヴィオ火山の噴火に

埋没したポンペイの遺跡を訪ねます。●参加可能コース：Cコース

11.19土 終日
ナポリ・ポンペイ1日観光

お一人様  ¥19,000 最少催行人員　15名様　

曲目、指揮者未定

ホストオーケストラ、ウィーンフィルの演奏会をサン パオロ大聖堂でお聞き頂きます。

●参加可能コース：Cコース

11.19土 21時
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コンサート

お一人様  ¥35,000 往復送迎付き　最少催行人員　1名様　

中世の街並みが残る世界遺産の3都市を巡ります。●参加可能コース：Dコース

11.19土 終日
ピサ、シエナ、サン・ジミニャーノ3都巡り

お一人様  ¥23,000 昼食付き　最少催行人員　20名様

オペラの殿堂スカラ座で、ガーシュインの傑作オペラ｢ボギーとベス｣をご覧頂きます。

●参加可能コース：Eコース

11.21月 夜
スカラ座オペラ｢ボギーとベス｣鑑賞

お一人様  ¥48,000 往復送迎付き　最少催行人員　10名様　

早割
詳しくは裏面を
ご覧ください。

フルスコア インターナショナル
www.fs-international.jp

TEL:03-6303-8351

●お申し込み・お問い合わせ

FAX 03-6303-8352 

e-mail : info@fs-international.jp

同行者の方はツアー料金に含まれます

同行者の方はツアー料金に含まれます

最少催行人員　30名様　

最少催行人員　20名様　

最少催行人員　20名様　

本番

本番

11.18（金）

19（土）

20（日）

21（月）

添乗員：各コースに同行


