The 17th
INTERNATIONAL
FRYDERYK CHOPIN
PIANO COMPETITION

第17回
ショパン国際ピアノコンクール
鑑賞ツアー
世界的に最も権威あるコンクールの1つ、
フレデリック・ショパン国際ピアノ・コンクール。
5年に一度のスター誕生の瞬間に貴方も立ち会いませんか？
チケットはセカンドカテゴリー（一部ファーストカテゴリー）
を確約。
コンクール会場から徒歩圏のホテルにご滞在いただきます。全コース添乗員同行。

ショパンの⼼臓が眠る聖⼗字架教会内。撮影：⽯川みゆき（ポーランド政府観光局）

旅⾏企画・実施

株式会社 ラテーザ L'attesa Corporation

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

〒116-0013 東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-13-12ＴＩＡＡビル1階
TEL

03-6807-8201

FAX

03-6807-8205

E-mail

ラテーザ

検索

www.lattesa.co.jp

［営業時間］⽉〜⾦ 9:30〜18:00（⼟・⽇・祝⽇休み）

info@lattesa.co.jp

担当／梅⽥・上⽉
総合旅⾏業務取扱管理者/ 梅⽥ 恵理⼦

ショパンコンクールとは
ショパン国際ピアノ・コンクールは、
ピアノの
詩人とも呼ばれるロマン派のピアニスト、フレ
デリック・ショパンを記念して作られたピアノ・
コンクールです。世界で最も権威のあるピア
ノ・コンクールと言われており、エリザベート、
チャイコフスキーと並んで世界3大コンクール
とも言われます。5年に1回ショパンの母国、
ポーランドの首都ワルシャワで、ショパンの命
日の10月17日を挟んで、前後3週間に渡って
開催されます。
第1回が行われたのが1927年、第2次世界
大戦による中断を挟み、今年2015年が第17
回となります。最初の頃はポーランドとソ連(現
ロシア)のピアニストたちが圧倒的に強かった
のですが、その後ヨーロッパやアメリカのピア
ニストも活躍するようになり、最近ではアジア
勢の台頭も目覚ましいものがあります。過去の
優勝者には、マウリツィオ・ポリーニ、マルタ・
アルゲリッチ、
クリスティアン・ツィメルマンら、
巨匠の名前がずらりと並びます。アジアからは
ダン・タイ・ソン(ベトナム)とユンディ・リ(中国)
の2人が優勝しています。日本人は、内田光子
の2位が最高で、横山幸雄は1位なしの3位に
輝き、入賞者は数多く輩出していますが、まだ
優勝者を出すことが出来ていません。
今回の審査方法は、まず録音審査(CDでは
なく映像が必要)に通った参加者がワルシャワ
に集められ、予備選考が行われます。そして予
備選考に通った精鋭たちによってコンクール
本選が始まるのです。1次審査では、指定のエ
チュードから2曲、
ノクターン、エチュードから1
曲、バラード、スケルツォから1曲。2次審査で
は、指定のバラード、幻想曲、スケルツォなど
から1曲、指定のワルツ、ポロネーズから1曲。
3次審査では、指定のソナタより、
もしくはプレ
リュード(Op.28)全曲、そして指定のマズルカ
から選んだプログラムとなります。そしてファイ
ナルでは、
ピアノ協奏曲1番か2番を選びます。

Aコース

327,000

料金 ￥
一人参加追加代金

ワルシャワ5泊7日

￥66,000

オープニングコンサート（2日間）と1次予選（前半2日間）鑑賞
1 9/30（⽔）

東京発 乗継 ワルシャワへ
ワルシャワ着後、専⽤⾞にてホテルへ

機内

2 10/1（⽊）

午前：ワルシャワ市内観光
◎ショパンの⼼臓が眠る聖⼗字教会 ◎ショパン博物館
♪オープニングコンサート鑑賞
マルタ・アルゲリッチ「チャイコフスキーのピアノ協奏曲」

朝
昼

3 10/2（⾦）

午前：ジェゾラヴァ・ヴォラ観光
◎ショパン博物館 ◎ショパンが洗礼を受けた聖ロフ教会
♪オープニングコンサート鑑賞
ギャリック・オルソン

朝
昼

4 10/3（⼟）

♪ショパン国際ピアノコンクール
1次審査（前半）鑑賞（1日目）

朝

5 10/4（⽇）

♪1次審査（前半）鑑賞（2日目）

朝

6 10/5（⽉）

ホテル発、専⽤⾞にて空港へ
ワルシャワ発 乗継 東京着

朝
機内

7 10/6（⽕）

東京着

Bコース

298,000

料金 ￥
一人参加追加代金

ワルシャワ5泊7日

￥66,000

1次予選（後半3日間）鑑賞
1 10/3（⼟）

東京発 乗継 ワルシャワへ
ワルシャワ着後、専⽤⾞にてホテルへ

機内

2 10/4（⽇）

午前：ワルシャワ市内観光
◎ショパンの⼼臓が眠る聖⼗字教会

朝
昼

3 10/5（⽉）

♪ショパン国際ピアノコンクール
1次審査（後半）鑑賞（1日目）

朝

4 10/6（⽕）

♪1次審査（後半）鑑賞（2日目）

朝

5 10/7（⽔）

♪1次審査（後半）鑑賞（3日目）

朝

6 10/8（⽊）

ホテル発、専⽤⾞にて空港へ
ワルシャワ発 乗継 東京着

朝
機内

7 10/9（⾦）

東京着

◎ショパン博物館

コンクールスケジュール

10月1日〜2日

オープニングコンサート

10月3〜7日

一次審査

10月9日〜12日

二次審査

10月14日〜16日 三次審査
10月17日

ショパン命日セレモニー

10月18日〜20日 ファイナル
10月21日〜23日 入賞者コンサート
観光客でにぎわう王宮広場
撮影：⽯川みゆき（ポーランド政府観光局）

ヨーロッパでもっとも美しい公演のひとつとして
知られるワジェンキ公園ショパンの像
撮影：⽯川みゆき（ポーランド政府観光局）

Cコース

328,000

料金 ￥
一人参加追加代金

ワルシャワ5泊7日

￥66,000

2次予選（全日程）鑑賞
1 10/8（⽊）

東京発 乗継 ワルシャワへ
ワルシャワ着後、専⽤⾞にてホテルへ

機内

2 10/9（⾦）

♪ショパン国際ピアノコンクール
2次審査（全日程）鑑賞（1日目）

朝

3 10/10（⼟） ♪2次審査（全日程）鑑賞（2日目）

朝

4 10/11（⽇）

♪2次審査（全日程）鑑賞（3日目）

朝

5 10/12（⽉）

♪2次審査（全日程）鑑賞（4日目）

朝

6 10/13（⽕） ホテル発、専⽤⾞にて空港へ
ワルシャワ発

乗継

第⼆次世界⼤戦後によみがえったワルシャワの町並
撮影：⽯川みゆき（ポーランド政府観光局）

朝
機内

東京着

7 10/14（⽔） 東京着

Dコース

395,000

料金 ￥
一人参加追加代金

ワルシャワ5泊7日

￥66,000

3次予選（全日程）鑑賞
1 10/13（⽕） 東京発

機内

2 10/14（⽔） ♪ショパン国際ピアノコンクール

朝

3 10/15（⽊）

♪3次審査（全日程）鑑賞（2日目）

朝

4 10/16（⾦） ♪3次審査（全日程）鑑賞（3日目）

朝

乗継 ワルシャワへ
ワルシャワ着後、専⽤⾞にてホテルへ

3次審査（全日程）鑑賞（1日目）

5 10/17（⼟）

午前：ワルシャワ市内観光
◎ショパンの⼼臓が眠る聖⼗字教会

◎ショパン博物館

6 10/18（⽇） ホテル発、専⽤⾞にて空港へ
ワルシャワ発

乗継

朝
昼
朝
機内

東京着

7 10/19（⽉） 東京着

Eコース

488,000

料金 ￥
一人参加追加代金

ワルシャワ5泊7日

￥66,000

ファイナル（全日程）鑑賞
乗継 ワルシャワへ
ワルシャワ着後、専⽤⾞にてホテルへ

機内

午前：ワルシャワ市内観光
◎ショパンの⼼臓が眠る聖⼗字教会

朝
昼

1 10/16（⾦） 東京発
2 10/17（⼟）

◎ショパン博物館

3 10/18（⽇） ♪ショパン国際ピアノコンクール

朝

4 10/19（⽉） ♪ファイナル（全日程）鑑賞(2日目)

朝

5 10/20（⽕） ♪ファイナル（全日程）鑑賞(3日目)

朝

ファイナル（全日程）鑑賞(1日目)

6 10/21（⽔）

ホテル発、専⽤⾞にて空港へ
ワルシャワ発 乗継 東京着

朝
機内

7 10/22（⽊） 東京着
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聖⼗字架教会内のショパンの像
撮影：⽯川みゆき（ポーランド政府観光局）

今年の
ショパンコンクールは？
今回、応募があった全455名の内訳の国籍
の人数ですが、日本、中国、ポーランド、韓国の
順で、アジア勢の台頭は目覚ましいものがあり
ます。最多の日本からは88名のピアニストが応
募しました。そしてその中から選ばれた160名
が4月13日から24日にワルシャワに集められ、
予備審査が行われます。
さらにそこから選ばれ
た精鋭80名によって10月1日よりコンクールが
始まります。10月1日はアルゲリッチによる記念
コンサートで、チャイコフスキーのピアノ協奏曲
が予定され、2日は過去の優勝者の1人である
ギャリック・オルソンによる記念コンサートが行
われます。そして、1次審査は10月3日から始ま
り7日まで5日間行われます。1日間を空けて、
10月9日から2次審査が始まり12日まで4日間
となります。
また1日空けて、3次審査は14日か
ら16日までの3日間。
ショパンの命日、10月17
日はショパンの心臓が眠る聖十字架教会にて
ワルシャワ国立フィルによって、モーツァルトの
｢レクイエム｣が演奏されます。そして、
ファイナ
ルは18日から20日まで3日間の日程で行われ、
すぐに審査結果が発表されます。
今回の審査委員長は、ポーランド人の女流ピ
アニスト、カタジナ・ポポーヴァ＝ズィドロンで
すが、数多くの優勝者が審査員として呼ばれて
いるのが特徴です。アルゲリッチ、オルソン、
ダ
ン･タイ･ソン、さらには最年少審査員としてユ
ンディ・リも加わります。日本人としては、1980
年の入賞者、海老彰子も参加します。

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） ご旅⾏にはポーランド出国予定⽇+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。
●コンクール鑑賞チケット ツアー代⾦に含まれる鑑賞チケットはカテゴリー2またはカテゴリー1です。座席のご指定はできません。2名様以上でお申し込み
の場合、隣り席の確保ができない場合もございます。コンクール会場までは各⾃移動となります。交通費は各⾃負担となります。コンクールの⽇程、演⽬は
2015年2⽉25⽇時点のものです。予告なく変更となる場合がございます。
利⽤予定航空会社
利⽤予定ホテル
添乗員
募集定員

フィンランド航空など欧州、⽇系航空会社
ノボテルホテル、ポロニアホテルなど
各コースに同⾏します
ABC各コース 10名 DE各コース 15名（最少催⾏⼈数：ABC各コース 10名 DE各コース 15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

 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（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

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。

 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 ￥4,000〜￥5,000程度
③燃油サーチャージ ￥35,000〜￥50,000程度
④成⽥空港使⽤料 12才以上￥2,610、 12才未満￥1,570
⑤ホテル⼀⼈部屋利⽤料 ￥66,000
⑥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。）
⑧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。
キリトリ線

第17回ショパン国際ピアノコンクール鑑賞ツアー
コース

□Aコース

□Bコース

□Cコース

□Dコース

参加申込書

□Eコース

Fax03-6807-8205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

⽣年⽉⽇

⻄暦

年

⽉

⽇⽣

電話

（

）

FAX

（

）

携帯

（

）

（

）才

－

現住所

E-mail

お部屋割り
備

PC

＠

携帯

＠

□（
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）様と同室
※ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。

考

ご意⾒
★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。
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