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2020〜2021 ニューイヤーコンサートまでの音楽祭へ 
  

合唱団・吹奏楽団の皆様へ、ヨーロッパ演奏旅行御案内 

2020 年ドイツ・マクデブルク演奏旅行は如何ですか？ 
2018 年に大成功を収めたマグデブルク文化週間の合唱フ

ェスティバル、日本からの合唱団・吹奏楽団を募集してお

ります。 

日本から音楽を通してドイツでの文化行事に参加しませ

んか？ 年齢、団員数、レベルなどは一切不問、心から歌

と音楽を愛する合唱団・吹奏楽団の皆様の参加をお待ちし

ております。 

 

 

 

全行程通訳付きでご案内します。 

また合唱団だけではなく、歌と楽器とのアンサンブルで

もご参加いただけます。 

前回はハープによる弾き語りも行われました。 

 
 

 

2020 年 10 月 7〜10 日 

マクデブルク合唱フェスティバル行事に参加。教会、または市民ホールでのコンサート 

＊現地コーラスとジョイントでの出演も可能です。 

 

〇 対象＞  合唱団 

〇 プログラム＞ 演奏時間 30−45 分程度 

〇 宿泊＞  ご希望のクラスのホテルをご用意 

〇 ご希望により＞ 世界遺産の街クエトリンブルク、ハルツ地方ライプツィヒなど 

      観光などご案内します。 
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〇 受付締め切り＞ 4 月 30 日 

 

☆ マクデブルクのみならず、ご希望に応じてコンサートやジョイント等各所で演奏や

合唱ができる機会を見つけます。（例えば世界遺産の大聖堂でコーラスも可能です。） 

 

コンサート例：ベルリンの大聖堂（世界遺産） 

ドレスデンのフラウエン教会（バロックの壮麗な教会です。） 

マイセンの陶磁器博物館内 

マリーエンブルク城 

 

その他街の広場や宮殿の庭園など、可能な場所で即興のアカペラコンサートなどはいか

がですか。 

 

各合唱団のご希望に沿ってオーダーメイドで旅行日程を組みます。 

現地滞在の泊数、また見学希望の箇所など、リクエストに応じてご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真はイメージです。 
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2020 年 ヨーロッパ 各都市の音楽祭ご案内 

 

トスカーナ音楽祭 

イタリア 7 月 22 日- 7 月 26 日 

 

イタリアの大変景色の美しい地域、ヨーロッパの休暇と

しても大変人気です。文化と芸術の花開いたフィレンツ

ェや、社頭で有名なピサの街からも近く、 素晴らしい 会

場の雰囲気の中で演奏を楽しんでいただけます。 

 

対象＞   合唱団、オーケストラ、菅弦楽アンサンブル等  

プログラム＞  演奏時間 30−45 分程度 

宿泊＞   ご希望のクラスのホテルをご用意 

ご希望により＞ フィレンツェ市内観光、ルッカ、シエナ、ピサ観光などご案内 

    します。 

受付締め切り＞ 4 月 30 日 

 

 

パリ国際音楽祭 

フランス  8 月 19 日- 8 月 23 日 

 

ヨーロッパの美と芸術が集う街パリ。 

シャンゼリゼ通りやエッフェル塔などの観光は 

もちろんですが、クラシック音楽を通じてまた 

違った街の魅力を見つけてください。 

 

対象＞    合唱団、オーケストラ、菅弦楽アンサンブル等  

プログラム＞   演奏時間 30−45 分程度 

宿泊＞    ご希望のクラスのホテルをご用意 

ご希望により＞ パリ市内観光、セーヌ川クルーズやベルサイユ観光などご案内 

    します。 

受付締め切り＞  5 月 25 日 
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プラハ国際音楽祭 

チェコ   8 月 26 日- 8 月 30 日 

 

モルダウ川の流れる黄金の街、プラハ。 

音楽を愛する人は是非一度訪れたい、 

歴史と情緒あふれる街です。 

 

対象＞    合唱団、オーケストラ、菅弦楽アンサンブル等  

プログラム＞   演奏時間 30−45 分程度 

宿泊＞    ご希望のクラスのホテルをご用意 

ご希望により＞ モルダウ川クルーズ、郊外のカルルシェライン城などご案内します。 

受付締め切り＞  5 月 30 日 

 

 

その他のヨーロッパの音楽祭情報 2020-2021 

 

ガルダ湖国際音楽祭 

イタリア 10 月 15 日- 10 月 19 日 

対象: オーケストラ、合唱グループ 30-45 分プログラム 

申し込み: 7 月 15 日 

 

ウィーン国際音楽祭 

オーストリア 10 月 29 日- 11 月 2 日 

対象: オーケストラ、合唱グループ 30-45 分プログラム 

申し込み: 7 月 15 日 

 

バーデンバーデン国際「クリスマスミュージック」フェステバル 

ドイツ 12 月 3 日- 12 月 6 日 

対象: オーケストラ クラシック曲 30-45 分プログラム 

 合唱グループ クリスマスに関する曲 30-45 分プログラム 

申し込み: 8 月 30 日 
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2021 年 

ローマ国際音楽祭 

イタリア 3 月 10 日 - 14 日 

対象: オーケストラ、合唱グループ 30-45 分プログラム 

申し込み:2020 年 12 月 15 日 

 

イストラ国際音楽祭 

クロアチア 4 月 14 日 - 18 日 

対象: オーケストラ、合唱グループ 30-45 分プログラム 

申し込み:2021 年 1 月 15 日 

 

第 12 回ブラームス国際合唱フェスティバル & コンクール 

ドイツ 7 月 21 日- 7 月 25 日 

対象:合唱グループ 15 分程度のプログラム 

申し込み:2021 年 1 月 20 日 

上記のイベント参加に際して、プログラムや通訳、移動、宿泊等全て私たちがご案内し

ます。参加グループに限りがあるイベントもございます。 

お早めにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 

TEL：０２７ー３５３－３９００  FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

2020年 バイロイト音楽祭 

 

 

今年で第109回目を迎えるバイロイト音楽祭、特に初日のオープニング公演は政治家や

芸能人等豪華な著名人が客席に並び、また正装に身を包んだ観客が華やかな雰囲気に包

まれます。 
今回の目玉はワーグナーの大表作「ニーベルングの指環」です。 
４部からなるこの「指環」公演を３回にわたりセットでご案内いたします。 
滞在中は提携するホテルでゆったり過ごし、音楽祭のムードで盛り上がるバイロイトの

街を楽しんでください。 
なおチケット数に限りがありますので、なるべく早め

のご予約をお勧めいたします。 
夏のドイツ、ヨーロッパは一年で最も素晴らしいバカ

ンスのシーズンです。 

お客様のご希望に合わせて旅行もご案内します、お気

軽にご相談ください。 

Guido Radig [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] 

 

バイロイト音楽祭 2020 価格表 
「タンホイザー」「ローエングリン」 

「ニュールンベルグのマイスタージンガー」 

 お一人様 ：€1.750-（1公演チケット平土間/ ホテル１泊朝食付） 

 

8/17公演 「ラインの黄金」 

8/21公演 「ジークフリート」 

お一人様  :€2.050-（1公演チケット平土間/ ホテル１泊朝食付） 
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指輪セットⅠプレミア公演 
7/27「ラインの黄金」7/28「ワルキューレ」 

7/31「ジークフリート」 8/1「神々の黄昏」 
お一人様 :€9.050- 

（4公演チケット平土間/ ホテル6泊朝食付） 

 

指輪セットⅡ、Ⅲ  
「ラインの黄金」「ワルキューレ」 
「ジークフリート」「神々の黄昏」 

お一人様 ：€7.500- 

（4公演チケット平土間/ ホテル6泊朝食付） 

 

宿泊: こちらのホテルをご案内致します。 

                       「ホテル ゴールデナー・ヒルシュ」 
「ホテル アルヴェルナ・コングレス」 
「ホテル ラインゴルド」 

 
シングルチャージ €150- 

延長１泊につき €200-（ダブルルームお一人様につき） 

 

*公演チケットランクアップ(A1-A3)追加料金:  お一人様 €500- 

こちらの宿泊は「ホテル ゴールデナー・アンカー」をご案内いたします。 

  

お支払いについて: 

お申し込みの時点で全額のお振込みとなります。（別途海外送金手数料一件につき6.600円） 

なおチケットの数に限りがございます。お早めにご予約ください。 

 

キャンセルについて: 

再販が可能な場合、お一人様あたり €150-の手数料がかかります。 

直前のキャンセル等で再販が不可能な場合は、全額負担となります。 

ストライキや病気等が原因で公演自体が実施されない場合、公式の手続きに則りチケットのみ

払い戻しが行われます。払い戻し価格は購入価格とは異なる場合がございます。 

 

公演プログラムについては公式サイトに基づいて記載していますが、変更の場合もございます。

その場合はキャンセルの正当な理由とはなりません。 

 

宿泊や旅行旅行のキャンセル、その他の事項については現地の法令及び旅行規定（別途お送りします。） 

に沿ってご案内いたします。 

 

*不測の事態を考慮してキャンセル補償付き旅行保険への加入をお勧めします。 
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2021年新春ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート鑑賞の旅 

 

世界的に有名な新春恒例のウィーンフィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサ

ート鑑賞と５つ星のホテルで過ごす素晴らしい旅を、お客様に合わせたフルオーダーで

御案内いたします。  

 

日程: 

2020-年 12 月 30 日 – 2021 年 1 月 2 日 

(延長も可能です)  

 

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 

ニューイヤーコンサート: 

ウィーン楽友協会黄金の間 

 

2021 年 1 月 1 日 11 時 15 分より  

リッカルド・ムーティ指揮 

ウィーン楽友協会と黄金の間 
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ご利用ホテル：ホテル アンバサダー ★★★★★ 

ウィーン中でも比類のないエレガンスとラグジャリーを兼ね備えたホテルアンバサダ

ーは 100 年以上も人々を魅了し続けています。 

 

ホテルは、ケルントナー通りに面しておりショッピングにも大変便利。ノイエマルクト

やオペラ座、ステファン大聖堂、ホーフブルク王宮や音楽協会等も徒歩圏内です。  

過去と現在、伝統と革新、芸術と歴史の出会う魅力的な街、 ウィーンの中心地でゆっ

たりと過ごす贅沢をお楽しみください。 

 

お一人様 €8.900-  

個室使いの場合 €500- 追加料金がかかります。 

延長１泊につき€400-（ダブルルームお一人様につき） 

 

価格に含まれるもの:  

• ３泊朝食付き(クラシックダブルルーム)  

• ニューイヤーコンサートチケット (カテゴリー I-III)  

• 大晦日の夜 10 時よりホーフブルク王宮で開かれる舞踏会ル・グラン・バル 

予約席チケット（ディナーは含まれません、ご希望の方はお問い合わせく 

さい.） 

* ドレスコード:女性はロングドレス、男性はタキシードかスモーキング 

• 空港からホテルへのリムジン送迎（往復） 

• 1 月 1 日、ホテルからまでウィーン楽友協会まで馬車でご案内。 

（朝 10 時出発）• 専属スタッフがご案内致します。 

画像はイメージです。 
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ホテル ザ レヴァンテ パーラメント ★★★★★ 

 

ウィーンクラシックモダンの建築に、現代的な室内デザインとモダンアートに彩られた

格式あるホテル、ザ レヴァンテ パーラメント 。６５の部屋と５つのスイートはほぼ

全室中庭に面しており、街の中心地ながら大変静かに過ごしていただけます。 

  

お一人様 €7.400-  

個室の場合 €570- 追加料金がかかります。 

延長１泊につき€300-（ダブルルームお一人様につき） 

 

価格に含まれるもの:   

• ３泊朝食付き 

• ニューイヤーコンサートチケット (カテゴリー I-III)  

•  専属スタッフがご案内致します。 

 

 

ホテル インペリアル ★★★★★+  

 

ラグジュアリーコレクションホテル（ウィーン最高級クラス） 

ウィーン学友協会のすぐ近くにある当ホテルは、元々ヴュルテンベルク家の王子のウィ

ーンの宮殿として設計されました。1873 年国際博覧会に合わせて、ウィーン初のラグ

ジュアリーホテルとしてオープンして以来、ヨーロッパの王族や政治家といった名高い

人物が数多く訪れ、今でも国際的な VIP のお客様に大変愛されているホテルです。 

(ホテル内のレストランOPUS はミシュランの星を認定されています。) 

  

お一人様 €9.200-  

個室の場合 €1.900- 追加料金がかかります。 

延長１泊につき€550-（ダブルルームお一人様につき） 

 

価格に含まれるもの:  

•クラシックルーム４泊朝食付き 

•ニューイヤーコンサートチケット (カテゴリー I-III)  

•シルベスターのガラディナー（ワイン＋ドリンク付き） 

•ホテルと空港間のリムジン送迎 
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お支払い : お申し込みの時点で、50%、残金は09月30日までのお振込みとなります。 

 

キャンセルについて: 

再販が可能な場合、お一人様あたり €100-の手数料がかかります。 

直前のキャンセル等で再販が不可能な場合は、全額負担となります。 

ストライキや病気等が原因で公演自体が実施されない場合、公式の手続きに則り 

チケットのみ払い戻しが行われます。払い戻し価格は購入価格とは異なる場合

がございます。 

 

公演プログラムについては公式サイトに基づいて記載していますが、変更の場合もございます。

その場合はキャンセルの正当な理由とはなりません。 

このご旅行は、現地発着の手配につきその他,現地法令や現地の取消料の規定が日本の旅行業

約款より優先をいたします事を予めご了承戴きお申し込みください。 

 

*不測の事態を考慮してキャンセル補償付き旅行保険への加入をお勧めします。 

 




