
名曲＆オペラアリア＆コーラス

2023 NEW YEAR GALA CONCERT
in 東京オペラシティ コンサートホール

2023年
1月7日（土）
東京オペラシティ コンサートホール
午後2時  開演 【午後1時15分開場／午後4時すぎ終演予定】 
全席指定（税み） S席 ¥4,000　A席 ¥3,000　B席 ¥2,000

申し込み
受付開始

9月12日（月）
10時30分～
申し込み多数が予想されるため

上記日時より受け付け
開始いたします。

予定プログラム
● 威風堂々
● カルメンより「花の歌」
● アヴェ・ヴェルム・コルプス
● くるみ割り人形より「花のワルツ」
● ダッタン人の踊り
● ラ・ボエームより「私の名はミミ」
● ナブッコより
  「行け 我が思いよ 黄金の翼にのって」
● イル・トロヴァトーレより
  「アンヴィル・コーラス」
● トスカより「星は光りぬ」
● 交響詩「フィンランディア」 など

ソプラノ
渡海 千津子
Chizuko WATARUMI

指揮 田久保 裕一
演奏 N響団友オーケストラ

テナー
澤原 行正
Yukimasa SAWAHARA

コーラス
コーロ・プリマヴェーラ
Coro Primavera

コーラスアンサンブルも初登場
長きに亘るコロナ禍の中、皆様には「元気が出る」そんなニューイヤーをお迎えいただきたいと願い、このたびは
ソプラノ、テノールにコーラスも加えまして、さらに選曲も「元気が出る」に相応しいプログラムで構成いたしました。

明るくにぎやかで楽しいひとときを精一杯お届けしたいと思います。
皆様、ご家族やお仲間もお誘いあわせの上、ぜひお出かけください。
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アンサンブルコーラスグループ。
今回は総勢12名の歌手が素敵なハーモニーをお届けします。

ツアープランお申し込みは右記まで ※ご予約の電話は混み合ってつながりにくい場合がございます。　

　　　　　　ニューイヤーコンサート2023と共に
フォーシーズンズ東京大手町とハイアット箱根で寛ぐ　贅沢なお正月2023　4日間

出発日・旅行代金 3泊4日

【名古屋駅集合・4日間】
1月7日（土）発  旅行代金 ¥217,000（コンサートS席チケット代込み） 
（お一人参加のお客様は1名室利用追加代金¥80,000にて承ります）

フォーシーズンズホテル東京大手町　デラックスルーム（皇居ビュー）
1室追加￥40,000にて承ります。

■東京駅集合解散のお客様は旅行代金より¥18,000を返金します。
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名古屋駅10：49発D東京駅12：24着W大手町（ホテルに
荷物を預けます）K東京オペラシティ　14：00開演「ニュー
イヤーコンサート2023」をS席で鑑賞K大手町17：00着
【2連泊】（東京：フォーシーズンズホテル東京大手町泊）sss

大手町D午前、●東京国立博物館にて干支の「うさぎ」をテ
ーマにした国宝・重文などが展示される「博物館に初もう
で」にご案内。
午後、自由行動です。
この日は大相撲初場所初日です。ご希望の方は観覧席を
お取りいたします。（お早めにお申し出ください。）
ホテルでゆっくり過ごすのもお勧めです。スパ（有料）、無
料のスイミングプール、ジムは専用エレベーターでお部屋
からバスローブ等で直接移動できます。
（東京：フォーシーズンズホテル東京大手町泊）ass

大手町10：00発B箱根B●ポーラ美術館B●岡田美術館
Bハイアットリージェンシー箱根17：00着　
夕食はホテルのメインダイニングにて。

（箱根強羅：ハイアットリージェンシー箱根泊）ahy

出発までゆっくりお過ごしください。
12：00発B富士の絶景と駿河湾を望む三島スカイウォー
クB三島駅15：30頃　三島駅15：46発D名古屋駅17：01
着　 ass

ご自宅までお荷物を託送します。

フォーシーズンズホテル東京大手町

ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパ

大手町のビル群の中でもひときわ高い
Otemachi One タワー(高さ200ⅿ)の
最上部６フロアに位置し、最上階(39階）の
ロビーフロアはもちろん、
客室からも都心の景観を一望できます。

「箱根の我が家」をコンセプトに
上質で温かみのある滞在を
お楽しみいただけます。
客室は56㎡以上と広々です。

広々とした客室でお過ごしいただけます

スーペリアルーム（イメージ）

■最少催行人員 ： 10名様
■食事 ： 朝食3回、昼食1回、夕食1回
■添乗員 ： 名古屋駅ご集合から名古屋駅ご到着まで随行いたします。
■ホテル ： 東京／フォーシーズンズホテル東京大手町
               （バス・トイレ付洋室スーペリアルーム）
　　　     箱根／ハイアットリージェンシー箱根　リゾート＆スパ
               （バス・トイレ付洋室）
■利用予定バス会社：伊豆箱根バスまたは同等クラス ご希望の方は両国国技館で大相撲初場所の初日観戦もどうぞ 三島スカイウォークから富士の絶景を楽しみます

名古屋駅発着

名古屋支店　TEL ： 052-252-2110

営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ご旅行条件（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。
●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：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. 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
●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. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次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。
■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～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて承
ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降の
現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

ご旅行条件は、2022年8月1日現在の運賃・料金を基準としております。

（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

旅行企画・実施
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