1弾

加藤都紀子先生と行く

第

作曲家の故郷を訪ねてイタリア 9日間

&

ヴェルディ
プッチーニ

門下生以外の方や音楽愛好家の方、
どなたでもご参加いただけます！
※コンサートご参加にあたりましてはオーディションがございます。詳細はお問い合わせください。
旅⾏期間

2015年

9 月19 日(土) 27 日(日)

聖フランチェスコゆかりのカトリック信者の
巡礼地アッシジにある聖フランチェスコ大
聖堂は世界遺産にも登録されている美しい
教会です。
その教会での2日間にわたるコン
サートの後にプッチーニとヴェルディという
2大音楽家のゆかりの地を巡ります。
オペラの殿堂ミラノではスカラ座でオペラ
鑑賞の機会もあります (オプショナル)。EXPO開
催中のミラノを是非お楽しみください。
ミラノでは
オペラを楽しんで

アッシジにて
コンサート

プッチーニゆかりのルッカ、
トッレデ・ラーゴを訪問
ヴェルディの⾯影を追って
パルマ、ロンコレ、ブッセート、
サンタガタを訪問
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企画

旅⾏企画・実施

加藤都紀子音楽教室

株式会社 ラテーザ L'attesa Corporation

〒164-0013
東京都中野区弥⽣町2-31-18蒼苑ビル302
TEL 03-3380-1784

ラテーザ

検索

www.lattesa.co.jp

〒116-0013 東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-13-12ＴＩＡＡビル1階

［営業時間］⽉〜⾦ 9:30〜18:00（⼟・⽇・祝⽇休み）
TEL

03-6807-8201

FAX

観光庁⻑官登録旅⾏業第1353号

03-6807-8205

E-mail

⽇本旅⾏業協会（JATA）正会員

info@lattesa.co.jp
旅⾏業公正取引協議会会員
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旅のスケジュ
旅のス
旅のスケジュール
ケジュール
ル
⽇程

9月19日出発

9⽉
19 ⽇

398,000 円

2名様1室利⽤の場合のお1⼈様の料⾦
※お1⼈部屋利⽤追加代⾦￥71,000
※燃油サーチャージ、空港諸税、
旅客保安サービス料は別途となります。

(⼟)

スケジュール

朝：成⽥発 ヨーロッパ内乗継にてローマへ
ローマ着
専⽤バスにてアッシジへ
アッシジ着後、ホテルチェックイン

20 ⽇

アッシジ泊

世界遺産 聖フランチェスコ大聖堂にてコンサート

(⽇)

アッシジ泊

21 ⽇
(⽉)
22 ⽇
(⽕)

アッシジ発、専⽤⾞にてルッカヘ
途中、ワイナリーにて昼⾷
ルッカ観光（◎プッチーニの⽣家

◎サンミケーレインフォロ教会

ホテル ホテルでご利⽤頂く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」を⼿配するようにしておりますが
、ホテルの事情等により２つのベッドがくっついているタイプ
のツインベッド･ルームや、クイーン⼜はキングサイズのベッド
が⼊っている「ダブルベッド･ルーム」となる場合があります。
ツインベッド･タイプをご希望されるお客様がいずれかのタイプ
の部屋を割り当てられた場合、現地にて可能な限り変更する努
⼒を致しますが、ツインベッド･ルームの提供は保証致しかねま
すのでご了承下さい。※3名様での１部屋利⽤（トリプル）の場
合、通常の２⼈部屋に簡易ベッドを搬⼊しますので⼿狭になり
ます。簡易ベッドの搬⼊は現地の消防法などの関係でお客様⼊
室後または夜の時間帯になることがあります。またホテルによ
り３名１室の利⽤が出来ない場合がありますので、予めご了承
下さい。
旅券（パスポート） ご旅⾏にはイタリア出国予定⽇+90⽇以
上の有効期間が残っている旅券が必要です。予告なく変更にな
る場合がありますので、必ずご確認ください。
査証（ビザ） ⽇本国籍の⽅は査証は必要ありません。外国籍
の⽅は別途お問い合わせください。
航空機 座席はエコノミーを利⽤します。ビジネスクラス・フ
ァーストクラスをご希望のお客様はお問い合わせください。た
だし差額が発⽣いたします。

朝食 昼食

23 ⽇

ピサ観光（◎斜塔 ◎ドゥオーモ）、昼⾷
トゥレ・デ・ラーゴ観光（◎マノン・レスコー、蝶々夫⼈などが⽣み出されたプ
ッチーニ邸<ヴィラ・プッチーニ>）
観光後、パルマへ
朝食 昼食
パルマ泊

24 ⽇

パルマ観光（◎トスカニーニの⽣家 ◎⼤聖堂 ◎レッジョ劇場）、昼⾷
昼：パルマ発
ヴェルディが⽣まれたロンコレ観光（◎ヴェルディの⽣家 ◎ヴェルディがオルガ
ニストを務めたサン・ミケーレ教会）
ブッセート観光（◎ヴェルディ劇場
◎ヴェルディが住んだバレッツィ邸）
サンタガタ観光（◎ヴェルディの邸宅）
夜：ミラノ着
朝食 昼食
ミラノ泊

25 ⽇
(⾦)

終⽇：⾃由⾏動
オプショナル
ミラノ観光（◎ドゥオモ、◎ヴェルディが眠る⾳楽家憩いの家、
◎スカラ座博物館、◎最後の晩餐）
オプショナル
20:00 スカラ座にてオペラ
「愛の妙薬」
ドニゼッティ作曲 鑑賞
指揮：ネッロ・サンティ 歌⼿：E.ブラット、V.グリゴーロ、
M.オリヴィエーリ、M.ペルトゥージ、他
朝食
ミラノ泊

26 ⽇

朝：ホテル発、空港へ
ミラノ発、ヨーロッパ内乗継で成⽥へ

27 ⽇
(⽇)

午前：成⽥着

(⽔)

(⽊)

ご案内とご注意

朝食

◎⼤聖堂）
ルッカ泊

様々な作曲家のアヴェ・マリア（ソロ）
ペルゴレージの
スタバート・マーテル

朝食

世界遺産 聖フランチェスコ大聖堂にてコンサート
アッシジ泊

コン サ ート 演 目

機内 機内

(⼟)

機内泊

朝食

利⽤予定航空会社
フィンランド航空など欧州、⽇系航空会社
利⽤予定ホテル
ロゼオホテル（アッシジ） ベストウェスタン（ルッカ） スターホテル・ドゥ・パルク（パルマ）など
添乗員
同⾏します
最少催⾏⼈数
20名
●取消し料規定について：お客様は次の取消し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出来ます。
旅⾏開始⽇の前⽇から起算して31⽇⽬以前の取消しに関しては旅⾏費⽤を全額返⾦致します。
30⽇⽬にあたる⽇以降から3⽇⽬にあ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、当該取消し料の他に所要実費を別途申し受けることがあります。

ご旅行条件（要約）
このご旅⾏は株式会社ラテーザ（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を締結していただくこととなります。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。
 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（往復団体エコノミー料⾦）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、バス代、⼊場料を含む）
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け荷物の運搬
④コンクール鑑賞チケット代⾦
⑤添乗員費⽤
 参加費⽤に含まれないもの
①現地出⼊国税・航空保安料 ￥6,000 〜 ￥10,000程度
②燃油サーチャージ ￥37,000〜￥50,000程度
③成⽥空港使⽤料 12才以上￥2,610、 12才未満￥1,570
④ホテル⼀⼈部屋利⽤料 ￥71,000
⑤海外旅⾏傷害保険料（加⼊されることを強くお勧めします。）
⑥オプショナル・ツアー、その他個⼈的性質の費⽤

申込書は電話、FAXまたは、
メールにてご請求ください。
ふりがな

 旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準
この旅⾏条件は2015年2⽉25⽇を基準としています。また旅⾏代⾦は作成⽇現在有効な普通航空運賃、適⽤規則に基
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。
※⼀部の空港⼜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できない場合、または⼤幅に時間が
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回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
すゆえ、予めご了承ください：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（流⾏病含む）、疾病、税関規則、その他当社が管理不可能な事由により
⽣じた損害など。
※帰国に際しては、個⼈的理由による単独帰国はできません。万が⼀の場合、個⼈で帰国する必要が⽣じたときには
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。

TEL 03-6807-8201 FAX 03-6807-8205 Eメール info@lattesa.co.jp
加藤都紀子先生と行く 作曲家の故郷を訪ねて
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住所(〒

-

)

必要部数

氏名
電話番号またはメールアドレス

部

