
札幌発着

鈴木 雅明 ©Marco Borggreve

サイトウ・キネン・オーケスト ©大窪道治

旅行代金 83,000円
（おとな２名１室利用／おひとり様あたり）

シャルル・デュトワ ©Kiyotane Hayashi

小澤征爾 ©Shintaro Shiratori

出発日 限定２本／各コース共通：最少催行人員５名（受付可能人数 最大２０名まで ※新千歳発着は１０名）

丘珠発着 2021.8.28 (土) 新千歳発着 2021.9.2 (木)

【旅行企画・実施】株式会社クレオトラベル
【特別協賛】一般社団法人 松本観光コンベンション協会／株式会社フジドリームエアラインズ
【協力】セイジ・オザワ 松本フェスティバル実行委員会／東洋観光事業株式会社

公演内容

オーケストラ コンサート Ａプログラム

キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館)

8月29日(日) 開演 15:00 公演時間：約２時間（休憩あり）

メンデルスゾーン：≪夏の夜の夢≫作品61より

序曲 アレグロ・ディ・モルト
第１曲 スケルツォ：アレグロ・ヴィヴァーチェ
第５曲 アレグロ・アパッショナート
第７曲 夜想曲：アンダンテ・トランクィロ
第９曲 結婚行進曲：アレグロ・ヴィヴァーチェ
第１０曲 葬送行進曲：アンダンテ・コモド
第１１曲 道化師たちの踊り：アレグロ・ディ・モルト
第１２曲 フィナーレ：アレグロ・ディ・モルト

シベリウス：交響曲第2番 ニ長調 作品43

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ
指揮：鈴木雅明

オーケストラ コンサート Ｂプログラム

キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館)

9月3日(金) 開演 19:00 公演時間：約2時間(休憩あり)

ラヴェル：組曲≪マ・メール・ロワ≫
ドビュッシー：≪海≫～３つの交響的スケッチ～
ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
ストラヴィンスキー：バレエ組曲≪火の鳥≫(1919年版)

演奏：サイトウ・キネン・オーケストラ
指揮：シャルル・デュトワ

画像／SEIJI OZAWA MASTUMOTO FESTIVAL HPより



新型コロナウィルス
ワクチン接種済みの方へ

ギフト券プレゼント♪

１回目接種済みの方

おひとり様 1,000円分

２回目接種済みの方

おひとり様 3,000円分

※ワクチン接種が確認できる
書面をご提示ください。

セイジ・オザワ 松本フェスティバルＳ席チケット付 公演鑑賞ツアー３日間

日 程 食事

１
日

目

8/28発 9/2発

朝×
昼×
夕×

FDA224 丘珠空港 11:50
松本空港 13:30

着後、各自ホテルへ

FDA212 新千歳空港 14:15
松本空港 15:55

着後、各自ホテルへ

宿泊：アルピコプラザホテル

２
日

目

ホテルにて朝食

各自、キッセイ文化ホールへ

15:00開演
（公演時間:約2時間)

セイジ・オザワ
松本フェスティバル

オーケストラ コンサート
Aプログラム

終了後、各自ホテルへ

ホテルにて朝食

各自、キッセイ文化ホールへ

19:00開演
（公演時間:約2時間)

セイジ・オザワ
松本フェスティバル

オーケストラ コンサート
Bプログラム

終了後、各自ホテルへ

朝〇
昼×
夕×

宿泊：アルピコプラザホテル

３
日

目

ホテルにて朝食

チェックアウト後、フリータイム

各自、空港へ

FDA225 松本空港 14:50
丘珠空港 16:25

着後、解散

ホテルにて朝食

チェックアウト後、フリータイム

各自、空港へ

FDA211    松本空港 11:30
新千歳空港 13:10

着後、解散

朝〇
昼×
夕×

■スケジュール

ツ ア ー の ご 案 内

■設定期間：202１年8月28日（土）、9月2日(木)出発 ２泊３日

■催行催行人員５名（受付可能人数 最大20名まで ※新千歳発着は10名）

■利用ホテル アルピコプラザホテル ■添乗員は同行いたしません。

■ご旅行代金に含まれるもの ・往復航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・宿泊料金(2

泊) ・消費税、サービス料 ・食事代（朝食２回） ・公演チケット（１公演分）

※公演チケットの座席のご希望はお伺い出来かねますので予めご了承ください。

旅 行 条 件 （要約） お申し込みいただく前に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください

■募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社クレオトラベル〔北海道札幌市中央区南一条西2丁目11番地・北海道
知事登録旅行業第2-407号〕(以下「当社」という。)が企画して実施するものであり、お客さまは当社と募集型企画
旅行契約(以下「契約」という。)を締結することになります。また契約の内容・条件は、本パンフレット、旅行条件
書、確定書面(最終旅程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります 。
■旅行契約の申し込み・旅行契約成立 (1)所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えてお
申込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
お申込金： ご旅行代金の２０％以上
(2)当社および当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約
の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に
旅行申込書と申込金を提出していただきます。(3)契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立
するものとします。(4)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼり１４日前までに全額お支払いいただきま
す。ただし、１３日前以降にお申し込み時に全額お支払いいただきます。
■旅行代金 旅行代金は、特に注釈のないときは満１２歳以上の方はおとな旅行代金、満３歳以上１２歳未満の方は
こども旅行代金を。おとな・こどもの区分表示がないときは満３歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。
■添乗員 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必要な
クーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行っていただきます。
また悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合は当該部分の代替
サービスの手配や手続きはお客さまご自身でおこなっていただきます。
■取消料等 契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお１人様につき次の料率
の取消料を所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と同額の違約料をいただ
きます。なお複数人数のご参加で一部のお客さまが契約を解除される場合はご参加のお客さまから運送・宿泊機関等
の（１台/１室当たりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

■取消料

* お客様のご都合により旅行開始日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解除とみ
なし、上記取消料の対象となります。
* 各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。
* オプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。

■旅行条件・旅行代金の基準期日 この旅行条件は 2021年7月1日を基準としています。また旅行代金は2021年7
月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。
■ご注意 (1)お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。(2)交通渋滞など当社の責に帰すべき事
由によらずご予約便にお乗り遅れの場合あらたに航空券をご購入いただきます。またご予約便の払い戻しもできませ
ん。(3)悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、当該旅行サービ
スに対する取消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし代替サービスに宿泊費・交通費等は
お客さまご負担となります。
■個人情報の取り扱いについて 当社は申込書に記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用する
ほか、旅行において運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続きに
必要な範囲内で利用します。

【松本市美術館 × ＰＡＲＣＯ】
2021.7.3～2022.2.28 の期間中、松本パルコの最上階に８か月間限定で開館
する特別な美術館では「つながる箱」と題して、松本市や長野県ゆかりのアー
ティストをご紹介しています。 JR松本駅から徒歩約5分
休館日：水曜日（ただし祝日の場合は開館）

松
本

画像・資料／松本観光コンベンション協会より

【国宝 松本城】
1593～1594年頃に建てられた、五
重六階の大天守を中心に連結複合式
と呼ばれる独特の構成をもった五棟
の櫓が連なる天守群は、四百有余年
の風雪に耐え、戦国時代の優れた築
城技術を今に伝えます。

JR松本駅から徒歩約15分

【城下町 なわて通り】
松本城から徒歩５分。お店が長屋風に
軒を連ねる商店街。松本初の夜店が始
まった場所であり、現在もたい焼き店
や雑貨店などが並ぶ人気スポット。

■利用ホテル アルピコプラザホテル

〒390-0815 長野県松本市深志1-3-21
TEL.0263-36-5055 FAX.0263-36-5077

松本駅から徒歩２分

取消日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

旅行開始日前日
旅行開始日

当日(右記除く)

旅行開始後また
は無連絡不参加21日前まで 20日～8日前 7日～2日前

取消料率 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

定員
大人 小人（３～１１歳）

8/28発、9/2発

１名１室 85,000円

２名１室 83,000円 79,000円

※FDA フジドリームエアラインズ■旅行代金（おひとり様あたり／税込）

松本の観光は
こちらからチェック♪

この夏に信州旅行をする皆様へのお願い

画像／イメージ


