
2022年9月17日　 ▶9月23日土 金

90,000円2人1部屋利用
（一人あたり）

1人1部屋利用 128,000円

437,000円2人1部屋利用
（一人あたり）

1人1部屋利用 482,000円

●手続き代行費用 10,000円（税込） ●手続き代行費用 10,000円（税込）

羽田2022年9月17日

<個人情報の取扱について> 当社は「個人情報の保護に関する法律」並びに「当社個人情報保護方針」に基づき、お客様の個人情報を次のようにお取扱いし、保護に努めております。
１）ご旅行の申込等にあたり当社にご提供いただいた個人情報の一部を個人データとして保有しています。２）当社は旅行申込書に記載された個人情報
について、お客様との連絡の為に利用させていただく他、申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサ
ービスの受領の為の手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

参加ツアー名

出発日

パスポートネーム
（ローマ字）

フリガナ

大正・昭和・平成　　　　　　年　　　　月　　　　日生年月日 （西暦　　　　　　年）

氏　名
洗礼名

所属教会

氏名（フリガナ） 住　所 続柄

お名前

フリガナ

現住所

メールアドレス

電話番号　　　　　（　　　　　　）

電話番号　　　　（　　　　　）

男　　・　　女

〒

〒

■海外旅行傷害保険についておうかがいします。 海外旅行傷害保険に　　 加入する  　   加入しない

※加入されない場合は、下記の該当番号に○印をつけ、確認のご署名をお願いします。

ご署名１．他の保険代理店に加入する(保険会社：　　　     　　　　　　　　　　　） ２．空港で加入する

旅行中の
連絡先

1人部屋希望 同室希望あり　　 ・　　 なし

出発地

※旅券と同じ綴り 国籍（　　　　　　　　　　　　　）※日本以外の方

★海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。

【旅行申込書】 　　　　　　年　　　　 月　　　　 日

■旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第2088号/JATA正会員 総合旅行業務取扱管理者：米村道章

〒104-0045 東京都中央区築地2-7-12 15 山京ビル601

tokuya＠travelio.jp【お申込・お問い合わせ】株式会社トラベリオ巡礼センター Mail

オーバーアマガウとザルツカンマーグートの湖水地方を巡る旅

オーバーアマガウと
　ザルツカンマーグートの
湖水地方を巡る旅 7 日間日間

ハルシュタット湖（イメージ）

※燃油サーチャージ：￥37,600　航空保険料：￥1,600　羽田空港施設使用料：￥3,610　現地空港税：￥14,370

※発券時点の金額となり変更となる場合があります。

李　信衡神父様（コンベンツアル聖フランシスコ修道会）同行司祭

FAX:03-6264-34060120-106-750
https://travelio.jp/

受難劇鑑賞パッケージ

旅行代金

最少催行人員　20名様

＊受難劇鑑賞パッケージのみのお申込みは不可

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の責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な

点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者におたずねください。



都市名 行　　　程
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9月19日
（月）

9月17日
（土）

9月18日
（日）

昼：機内
夕：機内

22

55

66

77

日付 時間 食事交通機関

羽田発
ミュンヘン着

33

[利用ホテル] オーバーアマガウ：Bクラス（4★） モントゼー：SCHLOSS（4★） 

最少催行人員 20名様 [利用予定航空会社] ルフトハンザ航空

LH-715

専用バス

ルフトハンザ航空にてミュンヘンへ

着後、オーバーアマガウへ

12:35
17:35

オーバーアマガウ 専用バス

専用バス
（186km/2.5時間）

（29km/25分）

ヴィース巡礼教会にてミサ
380年以上の歴史を持つオーバーアマガウ受難劇鑑賞
■第1部　13:30～16:00
■第2部　19:00～21:30

午前
午後

9月20日
（火）

(オーバーアマガウ近郊 泊）

(オーバーアマガウ近郊 泊）

(モントゼー 泊）

(モントゼー 泊）

(モントゼー 泊）

(機中 泊）

朝：○
昼：○
夕：○

オーバーアマガウ
ザルツブルグ

モントゼー

ザルツブルグへ移動
ザルツブルグ市内巡礼
696年創建の聖ペーター修道院～モーツァルトの生家～旧市街を散策
カテドラルにてミサ
その後、湖水地方ザルツカンマーグート、修道院を改築した
モントゼー・シュロスホテルへ

午前
午後

朝：○
昼：○
夕：○

モントゼー

ザンクトギルゲン
ザンクトヴォルフガング

モントゼー

専用バス モントゼー教会巡礼
その後ザンクトギルゲンへ移動し、遊覧船にてザンクトヴォルフガングへ
山岳鉄道にてシャーフベルクに登りアルプスの大パノラマをご覧いただきます
ザンクトヴォルフガングの15世紀創建の巡礼教会にてミサ

終日

専用バス 切り立った山に囲まれたハルシュタット（世界遺産）へ
湖畔を散策後、市内教会にてミサ
温泉保養地バード・イッシュルを散策
皇帝の夏の離宮カイザーヴィラ、后妃エリザベートがティーハウスとして
使用した古城

終日ザルツヴォルフガング
ハルシュタット

バード・イッシュル

朝：○
昼：○
夕：○

9月21日
（水）

9月22日
（木）

朝：○
昼：○
夕：○

朝：○
昼：○
夕：機内

9月23日
（金）

専用バス
（198km/2.5時間）

LH-714

ミュンヘン空港へ

ルフトハンザ航空にて帰国の途へ

午前

16:15

ザルツヴォルフガング
ミュンヘン

ミュンヘン発

朝：機内無事到着後、解散10:50羽田着

44

添乗員が同行します

※上記訪問箇所はすべて入場となります。　※現地受入側の都合で、見学順序・ミサの場所が変更となる場合があります。

■オーバーアマガウとザルツカンマーグートの湖水地方を巡る旅　日程表

オーバーアマガウの受難劇 The Oberammergau Passion Play

　　 オーバーアマガウ受難劇

 1633年、この地にペストが大流行し多
数の死者が出ました。その際村人達は
「絶滅から免れたならば、主イエス・キ
リストの苦難と死と復活の劇を演じま
す」と誓いを立て、翌1634年に初めて
受難劇を演じました。
今回の公演は42回目となります。
2000人を超える出演者が10ヶ月以上の
練習を重ね、壮大なオープンエアーのス
テージでイエスの物語を大いなる祈り
をもって演じます。

photo©�passionsspiele-oberammergau.de

ー受難劇鑑賞パッケージー【手配旅行】 ー参加旅行のご案内ー【募集型企画旅行】

ヴィース巡礼教会
 photo by Martin Falbisoner CC-BY-SA

オーバーアマガウ街並  photo by Laima Gūtmane CC-BY-SA
聖ペーター修道院

 photo by Pedro J Pacheco CC-BY-SA

聖ペーター修道院
 photo by Pedro J Pacheco CC-BY-SA

ザルツヴォルフガング　photo by Balou46 CC-BY-SA

※画像は全てイメージです。
モントゼー・シュロスホテル

ザンクトヴォルフガング巡礼教会

ザルツブルグ旧市街　photo by Andrew Bossi CC-BY-SA

ザルツブルグ／カテドラル
 photo by ede735c CC-BY-SA

＊受難劇鑑賞パッケージのみのお申込みは不可

●30日前より ＊詳細は別紙約款参照

●受難劇入場券　チケットカテゴリー　TC2（＊下図、黄色部分）
●オーバーアマガウでの2泊分の宿泊代　Bクラス（4★クラス）
●幕間での昼夕食

上演日：9月18日（日） 【第一部】13:30～16:00【第二部】19:00～21:30

費用に
含まれるもの

取消料

取消料

●上演101日前（6月8日）まで：上記金額の50％
●上演100日前（6月9日）以降：上記金額の100％

●東京ドイツ間の直行便エコノミークラス航空運賃 
●モントゼーでの宿泊代●日程記載の食事代 ●全行程のバス費用
●行程中ご案内するガイド・アシスタント費用 
●全行程同行する添乗員費用 ●司祭同行費用

437,000円2人1部屋利用
（一人あたり）

1人1部屋利用 482,000円

90,000円2人1部屋利用
（一人あたり）

1人1部屋利用 128,000円 費用に
含まれるもの●手続き代行費用 10,000円（税込） ●手続き代行費用 10,000円（税込）


