いざ音楽の聖地イタリアへ！
認定NPO法人 世界アマチュアオーケストラ連盟 協力イベント

ミラノ万博２０１５がイタリアで開催されるにあたり、世界アマ
チュアオーケストラ連盟（ＷＦＡＯ）は、ミラノにおいてヨーロッパ
では初めての世界アマチュアオーケストラフェスティバルインミ
ラノ２０１５を開催いたします。 この機会に世界アマチュアオー
ケストラの一員として演奏会に出演し、ミラノ万博を思い切り楽
しみませんか。 多くの方のご参加をお待ちしています。
☆開催地：イタリア ロンバルディア州 ミラノ
☆旅行期日：２０１５年９月１４日（月）〜２２（火）
☆演奏会本番：２０１５年９月２０日（日）

Conservatorio G.Verdi di Milano

☆募集期間：平成２７年４月２日（木）〜５月３１日（日）
☆募集人数：２０名様 （定員になり次第締め切らさせて頂きます）

万博に沸くミラノの街並み

☆最少催行人数：１５名様
☆添乗員：現地係員がお世話させていただきます。
☆宿泊施設：エルミタージュ ホテルミラノ
☆航空会社：アリタリア航空
☆食事回数：朝食７回・昼食１回・夕食２回
☆フェスティバルオーケストラ演奏曲目
第一部 〜本場でイタリアオペラを〜
オペラの珠玉の名曲をイタリア人指揮者と共に
プッチーニの序曲、アリアより
指揮者 マリオ ジョヴェント
第二部 〜生誕150年を迎えた作曲家〜
シベリウス：トゥオネラの白鳥
ニールセン：交響曲第３番「広がりの交響曲」
指揮者 山路 譲

☆演奏会場：ミラノ音楽院ヴェルディホール
☆費用：交通費、宿泊費、食費自己負担（別紙参照）
参加費 €９０（日本からの参加者の方は
ＮＰＯーＷＦＡＯで負担いたします。）
★２２歳以下の方が参加される場合渡航費

☆フェスティバル参加お申し込み（日本）
NPO-WFAOのホームページより「参加申込書」をダウン
ロードし、必要事項を記載の上NPO-WFAO事務局（担当・
森下）までメールにてご連絡下さい。詳細につきましては
後日メールにて随時ご連絡いたします。

１）参加申込書 URL http://:www.npowfao.or.jp/
２）送付先

e-mail npo-wfao-japan-nfo@googlegroups.com
★現地合流・解散での参加も可能ですが、その旨を事務局
までお知らせ下さい

の一部をＮＰＯーＷＦＡＯで援助します。
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行程表【成田空港発着】
日次

月 日

都市名

食 事

交通機関

①

９/１４
（月）

成田空港

機内

アリタリア
７８７便

ミラノ空港

機内

ミラノ

朝食

②

９/１５
（火）

行

程

直行便にてミラノへ移動（成田12:40発 / ミラノ18:10着）
入国手続き後、ホテルへご案内致します。

専用車

ホテルにて朝食
ミラノ観光へご案内致します
◆サンタマリア・デッレ・グラツィエ教会/修道院にてダ・ビンチ作
『最後の晩餐』の見学
◆『受胎告知』『ヴィーナスの誕生』をはじめルネッサンスの名画
が集まるウッフィッツィ美術館の見学
◆繊細で荘厳ナゴシック教会でミラノのシンボル、ドゥオモ見学

昼食

など
夕食

ミラノ

③

専用車

ホテルにて朝食
◆ミラノ国際博覧会（万博）の入場見学

９/１６
（水）

各自

ミラノ

③

朝食

レストランで夕食

各自

２０１５年５月１日〜１０月３１日までの１８４日間で開催
※各国のパビリオン等は詳細発表され次第、ご案内を
させて頂きます

朝食

ホテルにて朝食後、各自で会場へ移動
【Morning 9:00-13:00】
TUTTI rehearsal（会場・CONSERVATORIO）

９/１７
（木）

各自
【Afternoon 15:00-19:00】
Section rehearsal（会場・TEATRO FONTANA）

ミラノ

④

９/１８
（金）

各自

終了後、各自でホテルへ移動

朝食

ホテルにて朝食後、各自で会場へ移動
【Morning 9:00-13:00】
TUTTI rehearsal（会場・CONSERVATORIO）

各自
【Afternoon 15:00-19:00】
Section rehearsal（会場・TEATRO FONTANA）
各自

200306C

終了後、各自でホテルへ移動

月 日

日次

都市名

食 事

ミラノ

朝食

交通機関

行

程

ホテルにて朝食後、各自で会場へ移動
【Morning 9:00-12:00】
TUTTI rehearsal（会場・TEATRO SAIA FONTANA）

９/１９
（土）

⑥

各自

【Afternoon 14:00-18:00】
Section rehearsal（会場・CONSERVATORIO）
【Evening 20:00-22:00】
Final Party（会場・未定）

夕食

終了後、各自でホテルへ移動

ミラノ

ホテルにて朝食後、各自で会場へ移動
【Morning 9:00-13:00】
TUTTI rehearsal（会場・CONSERVATORIO）

９/２０
（日）

⑦

朝食

各自
【Evening 20:30-22:30】
Concert （会場・ONSERVATORIO）
各自

朝食
９/２１
（月）

⑧

ミラノ

９/２２
（火）

成田空港

専用車

各自
機内

⑨

終了後、各自でホテルへ移動

機内

エルミタージュ ホテル・ミラノ
(Hermitage Hotel Milan ) ★★★★

ホテルにて朝食
出発時間まで、自由行動になります。

アリタリア
７８６便

出国手続き後、直行便にて帰国（ミラノ15:25 / 10:15成田）

到着後、解散

住所：Via Messina 10 Milan MI20154
電話：03-6743-6580

◆ロケーション

ガリバルディ駅から1km、センピオーネ通りとブレラ地区の間に位置し、周囲 にはミラノ記念墓地・10 コルソ コモ・平和の門・ミラノ大聖堂・
センピオーネ公園などがあります。
◆ホテルの設備

レストランのほか、フィットネスセンターがあります。また、バー ・ラウンジ、無線インターネットアクセス (無料)などもご利用いただけます。公
共エリアでは、無線インターネット アクセスを無料でご利用いただけます。ビジネスアメニティには、ミーティングルーム、リムジン / タウン
カー サービスがあります。多言語サービス、ロビーでの無料新聞サービスもご利用いただけます。 宿泊者用パーキング (有料) をご利用い
ただけます。
◆客室

１３１室ある客室にはミニバーと室内にセーフティーボックスがあります。 また無料の高速インターネット アクセス (無線) をご利用いただけ
ます。 ３２インチチ液晶テレビでは、衛星放送チャンネル、有料ムービーをご利用いただけます。バスルームには、シャワー付き浴槽、ビデ、
ヘアドライヤー、無料のバスアメニティがあります。 アイロンとアイロン台も、ご希望に応じてご利用いただけるアメニティとして提供されてい
ます。

200306C

ご旅行代金
２名１室利用お１人様あたり

出発/帰着空港
成田空港

基本旅費
※１

燃料サーチャージ

￥２８６，０００−

※１ 現地空港税・成田空港施設利用料は含まれております。

※２

１人部屋ご希望の場合

￥２８，６００−

※３

￥８４，０００−

ミラノ万博入場料（EUR27）も含まれております。

※２ 航空燃料高騰に伴い、燃油サーチャージを別途事前徴収させて頂きます。（４月１日現在目安）
燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）は、予告なく徴収額の 増額・変動が生じる場合があり、その都度追加徴収させて頂く場合
がございます。減額になった場合は差額分をご返金致し ます。
※３ ホテル宿泊１室１名利用（シングル）をご希望の追加費用
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。旅行条件書は、旅行業法

旅行条件（要約） 第12条の４に定める取引条件説明書面及び同法第12条の５に定める契約書面の一部となります。この条件に定めのない事
項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款をご希望の方は係員にご請求ください。
この旅行は、東武トップツアー株式会社豊橋
支店〔愛知県豊橋市藤沢町141･観光庁長官登
録 旅 行 業 第 38 号 〕( 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。旅行契約の内容、条件
は、当パンフレットの記載内容および別途お
渡しする旅行条件書、確定書面(クーポン類ま
たは最終日程表)ならびに当社旅行業約款(募
集型企画旅行契約の部)によります。
１、お申込み方法と旅行契約の成立
(1)当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、
お1人様につき右記のお申込金を添えてお申込
みください。お申込金は旅行代金、取消料ま
たは違約料の一部または全部として取扱いま
す。(2)旅行契約は、当社が締結を承諾し、申
込金を受領したときに成立するものとします。
２、お申込金(お1人様につき)￥２０，０００
３、旅行代金に含まれるもの･含まれないもの
旅行日程に記載した航空機（エコノミー）、
貸切バス運賃、宿泊料金（２名１室）、食事
料金、万博入場料金、ガイド料金、通常手荷
物運搬料金、団体行動中のチップ、イタリア
現地空港税
行程に含まれない交通費、空港施設使用料、
運 送機関の 課す付加 運賃・料金（ 燃油サ ー
チャージなど）等、楽器運搬料金、カルネ申
請ならびに個人的性質の諸費用は含まれてい
ません。
４、この旅行条件・旅行代金は27年4月1日
現在を基準としております。

５、旅行契約の解除

７、個人情報の取扱について

お客様は、次の取消料をお支払いいただくこと
により旅行契約を解除することができます。な
お、取消日とは、お客様が当社またはお申込店
の営業日・営業時間内に旅行契約を解除する旨
をお申し出いただいた日とします。

当社は、旅行のお申込みにあたってお預かり
するお客様の個人情報につきまして、お客様
との連絡、お申込み頂いた旅行の手配と旅行
サービスの提供、当社の旅行契約上の責任や
事故時の費用等を担保する保険手続のために
利用させて頂くほか、お客様への商品やキャ
ンペーンのご案内、ご意見・ご感想等のアン
ケートのお願いなどのために利用させて頂き
ます。 (2) 当社は、前項の利用目的の範囲内
で、個人情報の取扱いについて当社と契約を
締結している運送・宿泊機関および保険会社
等に対し、お客様の氏名、年令､性別、住所、
電話番号、国籍等の個人情報を、予め電子的
方法で送信する等の方法により提供させて頂
くことがあります。 (3) また、旅行先でのお
買い物等の便宜を図るため、お客様の氏名、
パスポート番号及び帰路航空便名等を、個人
情報の取扱いについて当社と契約を締結して
いる免税店などの土産物店に対し、予め電子
的方法で送信する等の方法により提供するこ
とがあります。 (4) このほか、当社がデータ
処理や案内業務を委託している業者にお客様
の個人情報を委託することがあります。 (5)
申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容
に誤りがあった場合、旅行の手配やサービス
の提供等に支障を来たす恐れがありますので、
正確な記入をお願いします。 (6) 個人情報の
利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報
の訂正・追加・削除、個人情報の利用の停止、
個人情報の消去または第三者への提供の停止
等をご希望の場合は、本旅行条件書に記載の
取扱事業所へお申出下さい。なお、個人情報
管理責任者は当社経営企画部長となります。

取消し日

取消し料

旅行開始日がピーク時の時、
旅行開始日前日から起算して
さかのぼって40日目にあたる
日から31日目にあたる日まで

旅行代金
の10％

旅行開始日の前日からさかの
ぼって30日目にあたる日から3
日目にあたる日まで

旅行代金
の20％

旅行開始日の前々日から当日
まで

旅行代金
の50％

旅行開始後または無連絡不参
加の場合

旅行代金
の100％

＊「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、7月20日から8月
31日までをいいます。
６、パスポート・ビザについて
当掲載コ−スに参加される日本国籍の方は、出
国時90日以上有効な旅券が必要です。
また査証は入国日も含めて90日以内の滞在は不
要です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、
渡航先の領事館、入国管理事務所にご自身でご
確認ください。

≪事業企画≫

≪旅行企画・実施≫

東武トップツアーズ㈱豊橋支店
観光庁長官登録旅行業第38号

特定非営利活動法人 世界アマチュアオーケストラ連盟
〒441-8028 愛知県県豊橋市立花町４６光陽ビル３階
URL：http://www.npowfao.or.jp/
email:npo-wfao-japan-nfo@googlegroups.com

JATA正会員･ボンド保証会員

総合旅行業務取扱管理者:所 真司（承認番号：341927-0331）
〒441-8061 愛知県県豊橋市藤沢町１４１
TEL.０５３２−４７−０１０９ 土･日･祝日休業
平日･土曜 ９：００〜１８：００
担当者：長坂 和也・所 真司
総合旅行取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での責任者です。
旅行の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
上記の総合旅行取扱管理者にご質問下さい。

