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冬のヨーロッパを愉しむには何と言っても音楽・芸術鑑賞が一番でしょう。
ベルリン、ドレスデンというドイツの二大古都に連泊し、芸術三昧に浸っていただく8日間の旅です。

ベルリンではゆったり3連泊し、ベルリン・フィルハーモニーの音楽鑑賞を。
そしてドレスデンでは州立歌劇場（ゼンパーオペラ）にて観劇にご案内します。

この時期ならではのクリスマスマーケットもお楽しみください。

ベルリン・ドレスデン
名門ホテルと音楽三昧の旅

8日間

クリスマスのシーズンのベルリン（イメージ）

東京発
ビジネスクラスでゆく旅

ベルリンフィルとゼンパー歌劇場

ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。

●キャンセル料について
キャンセル料について（1名利用の場合、1名利用追加料金を含めた
金額となります）お客様は別に定める取消料をお支払いいただくこと
により、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
※特定日：4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～
1月7日出発

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・
条件の他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の
旅行業約款によります。ご旅行条件は、2022年7月1日現在の運賃・
料金を基準としております。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
であり、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになりま
す。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご
出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

●旅行代金に含まれるもの
１. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
２. ホテル料金：2名室をお2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. 手荷物運搬料金：原則としてエコノミークラス利用の場合、お1人
につき20kg以内、ビジネスクラスの場合は30kg以内となってお
ります。（但し、利用航空会社や方面で重量や個数に例外もござい
ますのでお問い合わせください。）

4. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料（但し、
船内チップは除く）

5. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
6. 海外の空港税・出国税

●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
１. 海外旅行傷害疾病保険料　２. 現地における個人的性質の費用
３. 日本国内における空港施設使用料
４. 渡航手続き諸費用（査証料・パスポート印紙代等）
5. 燃油サーチャージ：「燃油サーチャージ」とは燃油原価水準の異常
な変動に対処するために、一定の期間と条件下に限って航空各社
が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含ま
れない付加価値的な運賃です。金額は利用航空会社・利用区間に
よって異なり、利用する旅行者すべてに課せられます。燃油サー
チャージは記載日における目安金額です。変更される場合や、利
用便決定後に当該料金をお知らせする場合もございますので、予
めご了承ください。

6. 日本空港使用料（国際線）：旅客サービス施設使用料および旅客
保安サービス料（合計金額）成田空港=2,660円、旅客取扱施設
利用料/羽田空港=2,950円、関西国際空港=3,100円

7. 国際観光旅客税＝1,000円。

●お部屋について
1. 部屋割りは、原則としてホテルまたは船会社が予め定めております。
また、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合があり
ます。 弊社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、
各地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

2. 可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド

ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●船のスケジュール及び観光について（上陸観光も含む）
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払い戻しはございません。

●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

●渡航先の危険情報・保健衛生について
渡航先（国または地域）によっては、外務省より危険情報など安全に関
わる海外渡航関連情報が出されている場合があります。最新情報につ
いてお知りになりたい方は、当社にお問い合わせいただくか、または、
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
でもご確認いただけます。渡航先（国または地域）の衛生状況
につきましては、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ
（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

●時間帯の目安
時間帯の目安：弊社では、原則として時刻を明記した日程表といたし
ておりますが、地域により時刻を明記できない一部の日程表は下記
時間帯を目安にしてください。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光�◯＝下車観光�i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食�h＝昼食�y＝夕食�k＝機内食�s＝食事なし
l＝軽食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝飛行機�B＝バス�D＝列車�K＝自動車�F＝船�
R＝ロープウェイ

●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
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ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-0111
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●個人情報の取扱いについて
当社は、当該個人情報を、お客様との連絡のために
利用させていただくほか、将来よりよい旅行商品の開
発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、利用させていただくことがあります。
個人情報の提出は任意ですが、ツアーの遂行に必要な個人情報を
提出されない場合は、ツアーの参加をお断りする、適切なサービ
スの提供ができない可能性があります。また、ご高齢の方および
高地宿泊を予定するツアーに参加される方から、健康情報等の特
定の機微な個人情報を取得致します。ツアーの催行に必要なサー
ビス及びご旅行を安全に運営するために、運送・宿泊機関、観光庁
及びその関連機関、医療検査機関等にお客様の氏名・性別・生年月
日・住所を電話・FAX・郵送・メール等で提供することがございます。

旅行契約解除の日 特定日に開始する旅行 特定日以外

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40
日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

￥30,000
（旅行代金が30万
円未満…10％）
￥50,000（旅行代金が
25万円未満…20％）

無 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30
日目にあたる日以降～21日目にあたる日まで
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20
日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日より当日まで
旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

渡航に関しての重要事項 （必ずご一読ください）

弊社では当面の間ワクチン３回接種が完了したお客様だけを対象にツアーの募集を行います。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、当面の間、海外募集型企画旅行は見合わせておりましたが、4月1日に外務省の感染症危険情報レベルが大幅に見直され、
レベル3からレベル2へと引き下げられました。さらに5月26日からはレベル2の国の一部はレベル1に変更されました。これを受け、弊社では、皆様の安全・安心面を最
重要視し、段階を踏みながら海外観光旅行を再開しています。

■ツアー催行決定に関して ： ツアーの催行には、感染症危険情報や訪問国、および日本の
入国時の制限、隔離等の状況によりツアーの催行可否を出発1カ月前までに判断します。

■日本出発前の準備について ： PCR検査の必要ありません。ご自身で準備していただ
く必要があるのは、お住まいの自治体が発行する英文の「ワクチン接種証明書」だけ
です。（電子版、書面版のどちらでも問題ありません）

■日本帰着時に関しての準備 ： 旅行先から出国する72時間前以内に実施されたPCR検
査の陰性証明が日本政府の規定書面で必要となります。弊社では、必要事項を事前
に記入した書面を準備し、行程の中で現地医療機関へご案内します（陰性証明書の発
行料金は現地にて実費でお支払いいただきます。３千円～２万円。国や地域によって
異なります。）日本帰着の際、スマートフォンが必携ではなくなりました。MYSOSや
COCOAのアプリケーションをダウンロードすることで日本帰国時の手続きの一部を
簡略化出来ますが、上記手続きをせずに帰国しても入国時の時間差は現状ほとんど
ありません。ご不安点や疑問点がある場合は最寄りの店舗までお気軽に問い合わせ
ください。

※各国の最新の入国制限措置については外務省海外安全ホームページをご覧ください。
　外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
　渡航先（国または地域）の衛生状況については、
　厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ（https://www.forth.go.jp/）でもご確
認いただけます。各国・地域の入国制限・検疫規則が随時変更となる可能性があります。
最新の情報は外務省安全ホームページや各国大使館・観光局などのホームページにて
ご確認いただきますようお願いいたします。

万が一の新型コロナウィルス罹患に備えて
〇ご出発前
新「海外キャンセルサポート保険」のご加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない事情によりツアーをキャンセル
された場合、発生したキャンセル料金の70パーセントまで補償されます。※ただし細則がご
ざいますので、詳しくはお問い合わせください。また、当面の間WEB受付限定となります。

〇ご旅行にあたって
必ず「海外旅行傷害保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になった場合、従来の海外旅行保
険で宿泊費用や日本帰国の為の航空券代が補償されます。また国によっては加入が義
務づけられているところもあります。

【海外旅行「安心・安全の旅」への取り組みについて】
■全参加者が3回のワクチン接種済　⇒  いずれのコースも、ご出発の15日前までに3
回目の新型コロナワクチン接種を完了された方だけがツアーにご参加いただけます。

■バス座席は1名あたり、2席以上をご用意　⇒  バスの乗車率を50％以下に。「1名様
につき2席以上」と十分な間隔を空けてご利用いただけます。

■イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保　⇒  観光の際にはイヤホンガ
イドシステムを利用し、密状態を避けます。

■連泊中心のゆとりある日程です　⇒  現地での突発的な問題発生など、万が一の事
態にも対応できるように連泊主体のゆとりある日程としております。

心に残る高品質な旅



ゼンパー歌劇場

冬のヨーロッパを愉しむには何と
言っても音楽・芸術鑑賞が一番で
しょう。ベルリン、ドレスデンとい
うドイツの二大古都に連泊し、芸
術三昧に浸っていただく8日間の
旅です。ベルリンではゆったり3連
泊し、ベルリン・フィルハーモニー
の音楽鑑賞を。そしてドレスデン
では州立歌劇場（ゼンパーオペ
ラ）にて観劇にご案内します。美
術館ではフェルメール作品をはじ
めとする名画の数 も々ご覧いただ
きます。訪れる時期はちょうどクリ
スマスマーケットが街 を々彩る頃。
ドレスデンはクリスマスマーケット
発祥の地ともいわれ、中世の面
影を湛えた街並みがきらきらと輝く
さまは、この時期だけの美しさで
す。歴史ある2つの街を舞台に、
音楽、美術、建築といったハイレ
ベルな芸術をご堪能いただけるプ
ログラムでご案内します。

ツアープランナーより

ドイツ２つの音楽の都で珠玉の音楽・芸術を鑑賞

クリスマスマーケット輝くドレスデンに3連泊

ドレスデンの至宝を鑑賞します
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ここにご注目。旅のポイント

❶ ベルリンでは高級ホテルに3
連泊。ベルリン・フィルのコン
サート鑑賞をお楽しみいただ
きます。

❷ ザクセン公国の都ドレスデン
では高級ホテルに2連泊。ゼ
ンパーオペラで観劇を。

❸ 古都を彩るクリスマスマーケッ
トの散策へ。冬の風物詩をお
楽しみください。

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

秋から冬にかけてヨーロッパでは、コ
ンサートやオペラ公演の真っ盛り。舞
台芸術のベストシーズンともいうべき
季節を迎えます。ドレスデン2連泊、
そしてベルリン3連泊で、最高峰の芸
術に、存分に浸っていただきます。
ベルリンでは、ベルリン・フィルハーモ
ニー管弦楽団のコンサート鑑賞をプロ
グラムに織り込みました。コンクール
優勝者や名うての演奏家がそろって奏
でるハーモニーは世界屈指。本拠地、
ベルリン・フィルハーモニーで耳にする

クリスマスマーケットは、冬の街を
華やかに彩る一大イベント。近年、
新型コロナウイルスの影響で中止を
余儀なくされていましたが、今年は
多くの街で再開される予定です。古
都ドレスデンのアルト・マルクト広場
で開かれる「シュトリーツェルマルク
ト」は、1434年からはじまった国内
最古のクリスマスマーケット。クリス
マスツリーやクリスマスピラミッド、
観覧車などが可愛らしく飾られ、日
中はもちろん、ライトアップされた

「エルベ河畔の真珠」と謳われる、ド
イツでも屈指の美都ドレスデンが誇
る、至高の芸術鑑賞を。中でもヨー
ロッパでも屈指の収蔵品の質と量を
誇るアルテマイスター美術館は必見
です。フェルメールやラファエロの
名画をご堪能ください。ドイツ屈指
の宝物館を有するドレスデン城では、
歴代のザクセン選帝候が収集した宝

夜は一段と美しいもの。伝統と懐か
しさの残るマーケットの雰囲気をお
楽しみください。

ご宿泊ホテル

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食6回、昼食3回、夕食3回　■添乗員：成田空港ご出発から成田空港ご到着
まで随行いたします。　■パスポート必要残存期間：帰国時3か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ページ以
上必要

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1
成田空港11：35発H
チューリッヒ18：00着 

午前、スイスインターナショナルエアラインズ・直行便ビジネスク
ラスにてチューリッヒへ。着後、ホテルへ。
� （チューリッヒ空港泊）skk

2

チューリッヒ07：05発H
ドレスデン08：45着
Bマイセン
Bドレスデン

ゼンパー歌劇場観劇

チューリッヒより航空機にてドレスデンへ(エコノミークラス)。
着後、バスにて磁器の町マイセンへ。●マイセン磁器工房と磁器
博物館を訪れます。その後、マルクト広場や旧市街の散策へご案
内します。
午後、ドレスデンへ。
夜、ゼンパー歌劇場にて観劇をお楽しみください（注）。
� （ドレスデン泊）lhy

3

ドレスデン 午前、徒歩にてドレスデンの市内観光へ。マイセン磁器のタイル
に描かれた〇君主の行列や、ラファエロの作品などで知られるツ
ヴィンガー宮殿内の●アルテ・マイスター絵画館、16世紀以降の
工芸作品が展示される●新・緑の丸天井、などへご案内します。
午後、ドイツ最古のクリスマスマーケットが開かれるアルト・マルク
ト広場を訪れます。その後、自由行動です。
� （ドレスデン泊）ahs

4

ドレスデン09：30発D
ベルリン11：32着 

午前、ドレスデンより鉄道にてベルリンへ。
午後、初代プロイセン国王フリードリヒ１世の妃の別荘、●シャル
ロッテンブルク宮殿へご案内します。
� 【３連泊】（ベルリン泊）aly

5

ベルリン

ベルリンフィル
コンサート鑑賞

午前、フェルメールやレンブラントの絵画などを収蔵する●絵画
館へご案内します。
午後、自由行動。クリスマスマーケットの散策などをお楽しみく
ださい。夜、ベルリンフィルのコンサート鑑賞へ。
� （ベルリン泊）ass

6
ベルリン 終日、自由行動。美術館巡りや散策など、思い思いにお過ごしく

ださい。ご心配な方は、添乗員もお手伝いいたします。
� (ベルリン：リッツ・カールトン泊）asy

7
ベルリン09：30発H
チューリッヒ11：00着
チューリッヒ13：00発H

午前、航空機にてチューリッヒへ（エコノミークラス）。
着後、航空機を乗り換えスイスインターナショナルエアラインズ・
ビジネスクラスにて成田へ。 � (機中泊）lsk

8 成田空港10：30着 午前、成田空港に到着。着後、解散。 � kss

※日程表の発着空港・及び時刻の記載はスイスインターナショナルエアラインズ利用の場合のもので
す。

（注）12/5発は3日目の夜に観劇へご案内します。

裏表紙の【渡航に関しての注意事項】【ご旅行条件書（抜粋）】を必ずご確認ください
※星の数は、HOTELLERIE SUISSE 又はドイツホテル協会の格付け基準に基づきます。星の記載
の無いホテルは格付け機関への登録無し、または未申請となります。

利用予定航空会社：スイスインターナショナルエアラインズ� ツアーコード：EMC57T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・8日間】
11月28日（月） , 12月5日（月） , 12日（月）

ビジネスクラス利用

¥788,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥120,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：（日本発着国際線区間【成田〜チューリッヒ間往復】）
燃油サーチャージ別途目安：￥105,000：8 月1日現在

H

H

ドレスデン（2泊）

ベルリン（3泊）

ドイツ
マイセン

チューリッヒへ

チューリッヒより

■ チューリッヒ空港 ：  
　 ハイアット・リージェンシー・チューリッヒエアポート・ザ・サークル ★★★★

チューリッヒ空港から歩いて３分程の至近距離にあるホテル。長距離移動の疲れを
お取りください（シャワーのみの客室となります）。

■ ドレスデン ： ケンピンスキー・タッシェンベルグパレ ★★★★★
ドレスデンを代表する高級ホテル。旧市街の中心に位置し、観光や町歩きに絶好のロ
ケーションです。

■ ベルリン ： リッツ・カールトン ★★★★★
ベルリンフィルまで徒歩圏、中心部の一つ、ポツダム広場近くに建つ高級ホテルです。

ドレスデンのアルテマイスター絵画館
©ドイツ観光局

ドレスデンのクリスマスマーケット（イメージ）

石など豪華絢爛な新・緑の丸天井へ
ご案内します。

世界に誇るマイセン陶磁器
エルベ川沿いにある小さな街マイセ
ンは、陶磁器のマイセン焼で世界に
知られています。繊細な技術力と絵
付の美しさを兼ね備えたドイツ陶器
の名窯で、高台にあるアルブレヒト城
にヨーロッパで最初の王立磁器工場
が設立されたのがはじまりです。城
内から工場が移転したあとはマイセ
ン磁器工房と磁器博物館となってお
り、18世紀以来のマイセンコレクショ 磁器博物館に並ぶマイセンコレクション

ン約3000点の圧巻の展示をご覧い
ただけます。

ビジネスクラスでゆく旅

地方発着追加料金 大阪・名古屋〜東京　片道 ････￥5,000
福岡・札幌〜東京　片道 ･･････￥10,000

但し付帯条件がございますので
支店・営業所へお問い合わせ下さい。

ベルリンフィルハーモニー、ゼンパー歌劇場
合計２回の演目を組み込みました

2回のチケット付き

■ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のコンサート
11/28発　12月2日(金)　20:00開演
指揮 ： トゥガン・ソヒエフ　チェロ ： ブリュノ・ドルプレール
演目 ： ドヴォルザーク/序曲「謝肉祭」、エドゥアール・ラロ/チェロ協奏曲、
　　　チャイコフスキー /白鳥の湖
12/5発　12月9日(金)　20:00開演
指揮 ： アンドリス・ネルソンス　　ピアノ ： 内田光子
演目 ： シェーンベルク/ピアノ協奏曲、ブルックナー /交響曲第７番
12/12発　12月16日(金)　20:00開演
指揮 ： クリスティアン・ティーレマン　　ソプラノ ： カミラ・ニールンド
演目 ： リヒャルト・ワーグナー /「パルジファル」より前奏曲、「パルジファル」より
聖金曜日の音楽、リヒャルト・シュトラウス/４つの最後の歌、ハンス・プフィッツ
ナー /パレストリーナより３つの前奏曲、ヨハン・セバスチャン・バッハ/前奏曲と
フーガ BWV552

■ゼンパー歌劇場（ドレスデン）
11/28発　オペラ「ノルマ」（2日目観劇）
12/5発  　バレエ「くるみ割り人形」（3日目観劇）
12/12発　バレエ「くるみ割り人形」（2日目観劇）

体験は、この時期にドイツを訪ねる十
分な目的といえます。また旅の始まり
となるドレスデンでは、州立歌劇場（ゼ
ンパーオペラ）での観劇もお楽しみい
ただきます。

ベルリンフィル

ケンピンスキー・タッシェンベルグパレ（ドレスデン） リッツ・カールトン（ベルリン）

2回のチケット付き


