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株式会社 東京国際ツアーズ
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TI-Tours Corporation（旧社名：株式会社ラテーザ）
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観光庁⻑官登録旅⾏業第1353号 ⽇本旅⾏業協会（JATA）
正会員 旅⾏業公正取引協議会会員
〒116-0002東京都荒川区荒川3-74-6-301［営業時間］⽉〜⾦ 9:30〜18:00（⼟⽇祝⽇休み）

WEB

www.ti-tours.com

担当 / 栗村・川上
総合旅⾏業務取扱管理者 / 川上 尚志

コンサートプログラム

ブラームス作曲 ［ドイツ・レクイエム］作品45
1868年にブラームスが作曲した、オーケストラと合唱、ソプラノ・バリトン
の独唱による全7曲の宗教曲です。通常レクイエムはカトリック教会の「死者
のためのミサ」のことで、歌詞もラテン語の「典礼⽂」が⽤いられています
が、ブラームスはプロテスタントであったため、ラテン語は使⽤せず、マル
ティン・ルターのドイツ語版の聖書に基づいて、ブラームス⾃⾝が選んだ歌詞
を使⽤して書いています。

会場

ウィーン楽友協会大ホール 黄金の間
毎年1⽉1⽇に⾏われる【ニューイヤーコンサート】の会場として有名なホール
で、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠地です。2.1秒の残響を持つ
ホールでは、マーラーやカラヤン、アーノンクールなどが活躍し、世界中の⾳
楽家の憧れの場所となっています。

ウィーン・楽友協会© Österreich Werbung

指揮

武藤 英明

Hideaki Muto

桐朋学園⼤学卒業。斎藤秀雄に指揮を学ぶ。1976年チェコのプラハに渡り、ズデネェク・コシュラーに師事す
る。1977年、国際バルトーク・セミナーに参加し、最優秀指揮者に輝く。1986年プラハ放送交響楽団とサント
リーホール・オープニングシリーズで⽇本デビュー。1990年同放送交響楽団と「プラハの春」国際⾳楽祭に出
演。2004年名古屋フィルハーモニー交響楽団と再度「プラハの春」国際⾳楽祭に出演。今までに指揮している
主なオーケストラは、プラハ交響楽団FOK、スロヴァキア・フィルハーモニー、プラハ放送交響楽団、チェコ・
フィルハーモニー管弦楽団、フランクフルト放送交響楽団、ロシア・フィルハーモニー交響楽団、ネザーラン
ド・フィルハーモニー交響楽団、チューリッヒ交響楽団、国内では、札幌交響楽団、⽇本フィルハーモニー交響
楽団、読売⽇本交響楽団、新⽇本フィルハーモニー交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団等々。現在、プ
ラハ在住。

合唱指導

高橋 誠也

Seiya Takahasi

1963年⼭形⼤学教育学部特設⾳楽科卒業。同教育専攻科(ピアノ)修了。ピアノを⽯川治⼦、指揮を前⽥幸市
郎、伴奏法を⼩林道夫の各⽒に師事。卒業と同時に上京し、オペラや声楽の伴奏者として活動を始める。68年よ
り東京芸⼤⼤学院オペラ科講師として38年間勤め、客員教授ニコラ・ルッチ⽒に強く⾳楽的影響を受け、⽒のも
と多くのオペラ制作に携わる。1972年神奈川フィルで指揮者としてデビューし、在京のオーケストラや東北各
地のオーケストラでコンサート指揮者として活躍する⼀⽅、⽇本オペラ協会や横浜カントーレ等で数々のオペラ
を指揮する。東京合唱団に於いてピアニスト兼副指揮者を⻑く務め、前⽥幸市郎⽒に宗教⾳楽を学ぶ。1982年
東京JSバッハ合唱団を創設し、以後毎年マタイ、ヨハネ受難曲、ロ短調ミサなどバッハの⼤曲を公演、バッハの
教会⾳楽の研究をライフワークとしている。72年より川⼝市に在住、川⼝第九を歌う会に於いては発⾜当時より
指導の任に当たりブラームスのドイツ・レクイエム他数々の宗教⾳楽を指揮する。

オーケストラについて

フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋
2011年3⽉に、ウィーン式管楽器を愛する中京地区のアマチュア・オーケストラのメンバーを中⼼に設⽴され、現在は全国から集まるメンバーに
よって演奏活動を⾏っています。
特に管楽器・打楽器は⽇本で唯⼀、団員全員がウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と同⼀の形式のものを利⽤しており、同楽団の現役奏者やOB
との交流も盛んです。
■団員募集要項：管楽器奏者はウィーン式の経験者のみ募集します。練習は名古屋を中⼼に⾏いますが参加希望者は名古屋在住に限りません。⼤
型楽器はウィーンにて借⽤を予定しています。（8⽉26⽇・27⽇に⽩樺湖で合同合宿を予定しています。）
■募集パート：ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、コントラファゴット、トロンボーン、ティンパニ、ハープ、オルガン

合唱団について

ソリスト

ウィーン・ドイツ・レクイエム特別合唱団
今回の演奏会のために、特別に編成する合唱団です。合唱団単位や個⼈単位での参加を歓迎します。
■団員募集要項：[ドイツ・レクイエム]合唱経験者であれば、年齢男⼥パート問わず募集いたしま
す。練習は埼⽟県南部（川⼝市）や東京都北区（⾚⽻）を中⼼に⾏いますが、参加希望者は全国か
ら可能です。なお練習⽇程は株式会社東京国際ツアーズのHPにて告知いたします。（8⽉26⽇・27
⽇に⽩樺湖で合同合宿を予定しています。）
■募集パート：全パート

安藤 るり

平野 和
©Claudia Prieler

A ウィーンコース 6日間
2017 年9 ⽉14 ⽇(⽊)

ツアー料⾦‣

388,000円

1⼈部屋利⽤：30,000円

成⽥発または中部発

9 ⽉19 ⽇(⽕)

9月初旬よりウィーン国立歌劇場やフォルクスオーパーが開
演していますので、オペラやコンサートなどが鑑賞できます。
またホイリゲ（ワイン居酒屋）で発酵完成前のシュトルム（発
酵途中のワイン）が飲めるのもこの時期だけです。
宿泊：ウィーン4泊
観光：ブラームスのお墓がある「中央墓地」、ウィーンのシ
ンボル「シュテファン⼤聖堂」、オペラの聖地「国⽴オペラ
座」

ブラームスの墓

B

ウィーン国⽴歌劇場

ザルツブルクと
オクトーバーフェストのミュンヘン
延泊コース 8日間
ツアー料⾦

9 ⽉14 ⽇(⽊)

ザルツブルク

ホイリゲ

C

9 ⽉21 ⽇(⽊) 448,000円
1⼈部屋利⽤：60,000円

シュテファン⼤聖堂

成⽥発または中部発

パークホテルシェーンブルン

プラハ延泊コース 8日間

9 ⽉14 ⽇(⽊)

ツアー料⾦

9 ⽉21 ⽇(⽊) 448,000円
1⼈部屋利⽤：55,000円

成⽥発または中部発

ミュンヘン

ザルツブルク：音楽祭はシーズンオフになりますので、本来の
落ち着いた街並みを鑑賞できます。
ビールで有名な街でテラ
スでゆっくりビールを楽しんでください。
ミュンヘン：
【世界最大のお祭り】オークトーバーフェストが開
催中のため、町中が盛り上がっています。また同時期にバイ
エルン国立歌劇場もシーズンインしますので、こちらも楽しみ
です。

ドヴォルザーク音楽祭が開催中です。
クラシカルな建物のル
ドルフィヌムで地元のチェコ・フィルを聞くチャンスです。

宿泊：ウィーン4泊、ザルツブルク1泊、ミュンヘン1泊
観光：モーツァルトの⽣家、ザルツブルク⼤聖堂、ミュンヘ
ン旧市街、バイエルン国⽴歌劇場など

宿泊：ウィーン4泊、プラハ2泊
観光：ブルックナーの眠る「ザンクトフローリアン修道院
」、世界遺産「チェスキークルムロフ」、プラハ旧市街など

プラハ

応 援参 加者は全コースとも4 0 , 0 0 0 円 値 引きになります。
ご案内とご注意
●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） ご旅⾏には帰国⽇に3ヶ⽉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。

お申込みから、旅行出発までの流れ
お申込み

案内書類

申込⾦

練習

費⽤⽀払

ご出発

下記お申込書を郵
送またはFAXにて
お送りください。
第⼀次締切：
1⽉20⽇（⾦）
第⼆次締切：
3⽉24⽇（⾦）

お申込書が弊社に
到着後、旅⾏⼿続
きのご案内をお送
りします。

案内書類到着後旅
⾏お申込⾦（10万
円、旅⾏費⽤の⼀
部）をお振込くだ
さい。

できる限り練習会
にご参加くださ
い。
スケジュールは別
途ご連絡します。

ご出発1ヶ⽉前頃
に請求書をお送り
しますのでお⼿続
きください。

添乗員と共に出発
いたします。

ご旅行条件（要件）
このご旅⾏は株式会社東京国際ツアーズ（以下当社といいます）が主催する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客様は当社と主催旅⾏契約を締結していただ
くこととなります。主催旅⾏契約の内容・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

 旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準

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（４ツ星クラス、
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公演運営に関する諸費⽤（会場使⽤料、⾳響･照明、指揮者･オーケストラ･
ソリストに関する費⽤など）
⑤添乗員費⽤

この旅⾏条件は2016年11⽉18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（主催旅⾏契約）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。

 参加費⽤に含まれないもの

※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。

①現地出⼊国税 ￥8,000 〜 ￥14,000程度
②航空保険料 ￥6,000〜￥8,000程度
③燃油サーチャージ ￥0〜￥10,000程度
④空港使⽤料 成⽥￥2,610、中部国際￥2,570
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⽇本国内練習にかかる費⽤
⑦オプショナル・ツアー、その他個⼈的性質の費⽤

※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。

利⽤予定航空会社
フィンランド航空/ルフトハンザ航空/全⽇空、その他の⽇系航空会社
利⽤予定ホテル
パークホテルシェーンブルンなど、各都市とも4ツ星クラスのホテルを利⽤予定
添乗員
各コースに同⾏します
募集定員
80名（最少催⾏⼈数：合唱参加者40名様以上 ＊但し、Bコース・Cコースは合唱/応援合計20名以上催⾏）
●応援での参加者：応援で参加される⽅には、演奏会をベスト・カテゴリーのお席にてお楽しみいただけます。
●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。
●上記の規定コース以外でご参加を希望の⽅はお問合せください。ご希望に応じてお⾒積もり、⼿配を承ります。
キリトリ線

ウィーン楽友協会⼤ホール
コース

□Aコース

□Bコース

［ドイツ・レクイエム］演奏ツアー

□Cコース

□未定

Fax03-3806-8556または〒にて
申込書をご提出ください！

参加者⽒名は旅券（パスポート）に登録されているお名前でご記⼊下さい。
ふりがな

性別

お名前

男

〒

⼥

参加申込書

⽣年⽉⽇

⻄暦

年

⽉

⽇⽣

電話

（

）

FAX

（

）

携帯

（

）

（

）才

－

現住所

E-mail
パート

PC

＠

携帯

＠
□当演⽬の経験あり

所属団体名
備

考

ご意⾒

2017

★お客様からお預かりする個⼈情報は厳重な管理の下、当ツアーの実施及び当社の営業業務の範囲に限り使⽤させていただきます。
★練習案内など必要と認められる範囲において、指導者または合唱団事務局と⽒名、メールアドレス、電話番号などの連絡先を共有する場合があります。

