ご案内とご注意

ジュラ・キシュ
サマーセミナー in ハンガリー

●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） ご旅⾏にはオーストリア出国予定⽇+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。
●ザルツブルク⾳楽祭チケット ご希望の⽅にはザルツブルク⾳楽祭のチケット⼿配を別途承ります。席数には限りがございますため、演⽬、カテゴリーによ
っては完売になっている公演もございます。ご希望の公演のチケットが取れることを保証するものではありません。
●観光 ⽇程表記載の観光は、他のお客様とご⼀緒の現地発着混載のオプショナルツアー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
最少催⾏⼈数

ウィーン、ザルツブルク観光つき

1 0日間

ブダペストでマスタークラス受講の後、音楽の街、ウィーンとザルツブルクを周遊します。

エミレーツ航空または、欧州、⽇系航空会社
ノボテル・ブダペスト・シティ 他
同⾏しませんが、現地事情に精通する教授アシスタントの先⽣が⽇本出発から帰着まで同⾏します。
10名

ザルツブルクではこの時期、世界的に有名なザルツブルク音楽祭が開催され、街は華や
かな雰囲気につつまれます。東京出発から帰着まで現地事情に詳しい教授アシスタント

●取消し料規定について：お申し込み後、お客様のご都合による旅⾏のキャンセルの場合、マスタークラス受講費全額は返⾦いたしかねます。また、旅⾏サー
ビス、運送、宿泊に係る取消料、違約料及び当社所定の取消⼿続料⾦及び当社が得るはずであった取扱料⾦をお⽀払いいただきます。

の先生が同行しますので、海外が初めての方でも安心してご参加いただけます。

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）が⼿配する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客様は当社と⼿配旅⾏契約を締結していただ
くこととなります。⼿配旅⾏契約の内容・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
②利⽤航空会社の規定による預け荷物の運搬
③教授アシスタント同⾏費⽤

この旅⾏条件は2016年3⽉8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。

d)観光費⽤

※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。

 参加費⽤に含まれないもの

※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。

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 ￥0〜￥30,000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 ￥70,000
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
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ブダペスト
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参加申込書

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。 Fax03-3806-8556または〒にて申込書をご提出ください！
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

（

）

（

お部屋割り
備

楽友協会 © Österreich Werbung

ヨハンシュトラウス像 © Österreich Werbung

シェーンブルン宮殿 © Österreich Werbung

）才

－

現住所

E-mail

ウィーン

ザルツブルク⾳楽祭

PC

＠

携帯

＠

□（
□⼀⼈部屋希望
□相部屋希望

企画

東京国際芸術協会

※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

★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。

モーツァルトの⽣家 © Österreich Werbung

ザルツブルク

ザルツブルク城 © Österreich Werbung

お問い合わせ先・旅⾏⼿配

）様と同室

ご意⾒

ザルツブルク

http://www.tiaa-jp.com

2016 Gyula

株式会社 東京国際ツアーズ
観光庁⻑官登録旅⾏業第1353号

〒116-0002

⽇本旅⾏業協会（JATA）正会員

旅⾏業公正取引協議会会員

東京都荒川区荒川3-74-6-301［営業時間］⽉〜⾦ 9:30〜18:00

担当 ・ 総合旅⾏業務取扱管理者 / 梅⽥ 恵理⼦
TEL

03-6806-7820

FAX

03-3806-8556

E-mail

master@ti-tours.com

429,000

料金 ￥
1

8/21（⽇）

一人参加追加代金

￥70,000

＊ホテル２名１部屋の１名様参加代⾦＊別途燃料サーチャージがかかります
＊観光は現地発着の混載のオプショナルツアーになる場合がございます

○午前1時頃：⽻⽥または成⽥発、ブダペストへ（乗継）
○昼頃：ブダペスト着後、ホテルへ
※⽻⽥または成⽥空港集合は8/20の夜となります
※ブダペスト着後、ホテルのチェックイン時間までお待ちいただく場合があります

2 8/22（⽉）

○午前：レオ・ヴァイネール音楽院にてジュラ・キシュ教授によるマスタークラス

3 8/23（⽕）

○午前：レオ・ヴァイネール音楽院にてジュラ・キシュ教授によるマスタークラス

4 8/24（⽔）

○午前：レオ・ヴァイネール音楽院にてジュラ・キシュ教授によるマスタークラス
○午後：修了コンサート

5 8/25（⽊）

○半⽇：ブダペスト市内観光

6 8/26（⾦）

○朝：ホテル発、ブダペスト空港へ
○午前：ブダペスト発、⾶⾏機にてウィーンへ
○午前または午後：ウィーン着、ホテルへ。
ウィーン市内観光（シェーンブルン宮殿など）

7

8/27（⼟）

機内
機内
（ブダペスト泊）
朝⾷
（ブダペスト泊） ⼣⾷
朝⾷
（ブダペスト泊） ⼣⾷
（ブダペスト泊）

朝⾷
⼣⾷

朝⾷
（ブダペスト泊） ⼣⾷
ウィーン⾵景 © Österreich Werbung

朝⾷

（ウィーン泊）

○朝：ウィーン発、列⾞または⾞にてザルツブルクへ
○昼頃：ザルツブルク着

（ザルツブルク泊）

朝⾷

8 ⽉ 31 ⽇までザルツブルク⾳楽祭が開催されています。
華やかな雰囲気をお楽しみください。各公演のチケット⼿
配も受けたまわります（チケット代⾦別途）

ブダペスト

国会議事堂とドナウ川

マスタークラス概要

マスタークラス受講費

これからもっと音楽を勉強したいという若い音楽家を対象に豊

450ユーロ

かな表現力や、可能性を引き出し、国際的に活躍できる音楽家

聴講のみの場合、200ユーロで全レッスン聴講可

の育成として、その学習機会を提供し、もって音楽文化の発展、

追加レッスン：1レッスンにつき特別料金 28,000円

向上に寄与することを目的として8月22日（月）から25日（木）の

海外で音楽を学ぶという貴重な機会を有意義に過ごしてい

4日間、ハンガー国立リスト音楽院ジュラ・キシュ教授の個人マン

ただくため、教授のご厚意により特別に追加レッスンの時

ツーマンレッスンを受講するほか、修了演奏会を会場の多目的

間を設けていただけることになりました。現地で追加レッス

ホールで実施します。

ンのお申し込みをすることはできませんので、希望する方は

マスタークラス開催地

必ず出発までにお申込み下さい。
これまでのマスタークラス

ブダペスト市内

Leo Weiner Conservatory of Music

（レオ・ヴァイネール音楽院）

受講対象楽器
ピアノ

担当教授

では、参加者の70〜80％の方々が追加レッスンを希望し
ています。
※上記レッスン費用はツアー料金には含まれていません。当社既
定のレートにて日本円に換算した金額を、ツアー代金と一緒に
お支払いいただきます。
※このマスタークラスでは一般社団法人東京国際芸術協会の主催
するコンクール・オーディションにおいて成績優秀者に学費免除
推薦が認められています。詳しくはお問い合わせください。

ジュラ・キシュ教授

修了証

レッスン曲とレッスンについて

マスタークラス修了日にジュラ・キシュ教授よりマスターク

自由曲2曲。
このうち1曲は組曲等で構成してもかまいません。

ラス修了証が授与されます。

ジュラ・キシュ教授によるマンツーマン個人レッスンの時間は、
原則1回につき50分です。期間中に2回のレッスンを受講しま

練習室

す。
できるだけレッスン時間を考慮した選曲をおすすめします。

現地マスタークラスレッスンフロアには個別練習室も完備

※レッスンは英語で行われますが、希望者には通訳をおつけします。通

されています。参加者同志で時間を決めて練習室を利用す

訳費用は￥6,000（レッスン2回分）
です。
※通訳を希望しない方でも、現地で必要と判断された場合には通訳をお
つけし、通訳費用をご負担いただきます。
※必ずしもリスト作品などのレパートリーを用意する必要はありません。

ることが可能です。(冷暖房完備)

締切
2016年6月30日
（木）申込書必着

演⽬⼀例：
オペラ「神殿の騎⼠」
（コンサート形式）、
演劇「イェーダーマン」
、
「ベルリンフィルハーモニー演奏会」など

ザルツブルク⾳楽祭

8 8/28（⽇）

○半⽇：サウンド・オブ・ミュージックの舞台、ザルツカンマーグート観光

9 8/29（⽉）

○午前：専⽤バスにてミュンヘン空港へ
○午後：ミュンヘン空港発、成⽥または⽻⽥へ（乗継）

10 8/30（⽕）

（ザルツブルク泊） 朝⾷
機内
（機内泊）
機内

○夜：成⽥または⽻⽥着

◆

⽇程の短縮、延泊等アレンジ承ります。お問い合わせください

ジュラ・キシュ

◆

Gyula Kiss
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