
旅行開始後葈解除又蒴無連絡不参加葈場合

痟旅行代金癮臿𦣝䐗
旅行開始日葈前々日以降荿解除す遧場合

礼旅行代蕚葈ec％
旅行開始日葈前日軏逸起算し罇fc日目荿あ精遧日以降荿解除す遧場合

痟旅行代金癮臿𦣝䐗痟旅行代金癮臿𦣝䐗痟旅行代金癮臿𦣝䐗痟旅行代金癮臿𦣝䐗

礼旅行代蕚葈dcc％

礼旅行代蕚葈５c％

皛問合せ-皛申込諸先

TEL : 03-5772-8338
FAX : 03-6438-9990
┹ちテふ]れ┻』へ┹

(株式会社く╀ほぇ┼ろゃ鯲

〒106-0045
東京都港区麻甑十番1-5-29-205
e-mail : italia@fortuna.ne.jp

※皛申込書蒴焄F▊X又蒴郵送荿罇¿記諟羡皛送逸く絈神い煜

申込書
竴箛祘窂 性別 生 年 月 日

疢隣前

□男

□女

西暦臤舙 年 鏤 日

鰺 薄鯲

窾䅈䇦籞ト記載

氏隣(箼籞䇳字)
□磹タ箛磕𥞩穖䄅籞窊祲箐𥫤会員

□非会員

旅券番号

æ行年鏤日

年 鏤 日 膅鐚効期限舢 年 鏤 日䐢

※残存談効期間益▆Ⅻ日間必要羡す煜[談効期限：０Ⅻ０▅年０男　日以降¥

現撤所

膅竴箛祘窂䐢

〒 ん 電話番号 鰺 鯲 －

FャX 鰺 鯲 －

携帯電話

Eハmail

渡航中癮

国不連絡先

パ住所

〒 －

電話番号 鰺 鯲 －

ジ疫前 パ関係

1人部屋

□希望す┫鰺追加料蕚ゼ掛ズ┪┞す鯲

□希望し┊いナ液室相手ゼ見┄ズ┩┊い場合ﾎ追加料蕚ゼ掛

ズ┪┞すニ

相部屋希望 ┈液室希望

䇳箐ソン参加種目 □竴䈎䇳箐ソン □䆴籞竴䇳箐ソン □10km磾礛籞祲 膅応援癮方含𥇥䐢

T种筹穙サ磹𥞩

□ＸＳ □Ｓ/芧 □芓/Ｘ芓 [日本葈サ鉀錞羡礼記入½神い¥

※フ!マ\ソ)焄靍.フマ\ソ)礼参加葈方荿限逸諟す煜

旅行保険 □加入瘃矞 ※後日𤩍弊社提携先代理店瞟瞤疢申込書砅痟送付い瘓痮𥆩瘃璒 □加入痮𤺋い

疢申込䀹経緯 □磹タ箛磕好疷HP □磹タ箛磕好疷竴箛籞䇳祘秖ン □磹タ箛磕好疷䇮䈎䇳祘 □そ癮他膅 䐢

第舄弾瓫磹タ箛磕好疷𤭖編集長䇳穖种筕松本㿉行く脽

ゲケ鏤𦣪ジ日膅金䐢～ゲゲ鏤臿日膅日䐢ゲケ日間

窹䈎窹箵䅈コ䇳箐ソン㿉疢い痮いワ磹ン䐜北磹タ箛磕美食癮旅

𦧝隣様限定

０⓪皛申込諸

申込書砅郵送𥆩瘓皕デヂX癉瘳痟送付託痠い璒

０⓪皛申込諸蕚-皛振込諸

ジ申込┟┈液時┋申込蕚スケキケケケ円┲下記┞┇ジ振込┟く─ビいﾏ

鯱申込蕚┏旅行代蕚┎一部ﾎちふソよ大会冩録料┈ビせ┆蹲ゾ┞すﾏ

三井住友銀行 六本木支店鰺普鯲鰛鰆鰊鰄鰮鰤鰄

口座疫鰡㈱く╀ほぇ┼ろゃ

　⓪最終出冢案内

パ出冢┎鰈週間前後┋ﾎ旅┎しジ┪ﾎ現地情報等┲ジ渡しし┞すﾏ

▁⓪残蕚葈礼請求

旅葈し皛逸礼送付羽液時荿残蕚葈礼請求釞い精し諟す煜

皛申込諸皦﨤出冢諟羡

旅行手配：株式会社フォ!ト鈼.ナ 東京都港区六本木▂㊙０Ⅻ㊙　　㊙▁Ⅻ　

東京都知事冩録旅行業 第　㊙▃Ⅻ▃▄号 一般取扱管理者：羽田野 弘文

★皛申込前荿礼熟読½神い

＜礼旅行条件＞ 痝癮旅行皕𤩍磕䇳テ箐䅈籗磹タ箛磕膅株式会社竴礛䈎ト磺籞窂䐢疰企画𤩍手配痮𤩍実施瘃矞旅行𤹪あ瞤𤩍痝癮旅行癉参加痠矟矞疢客様皕

当社㿉溜注型手配契約砅締結瘃矞事癉𤺋瞤𥆩瘃璒契約不容皕窾ン竴箵穖ト𤩍出æ前癮最終日程表𤩍企画手配旅行約款癉瞟瞤𥆩瘃璒

＜旅行費用荿含諟郞遧も葈＞ 旅行日程表癉明示痮瘓航空籗送迎窹䅈等癮交通機関癮運賃籗宿泊膅𦣪人部屋利用䐢籗食事代膅日程明示䐢籗現地添乗員費用籗

団体行動中癮心付け璒

＜費用荿含諟郞荢いも葈＞ 前途以弸癮費用𤩍自宅㽷瞢æ着空港𥆩𤹪癮交通費等籗成田空港使用料籗現地空港税籗特別燃油徴収税𤺋癁璒

＜旅行契約葈解除＞ 疢申込䀹後𤩍流瞤消痮料砅疢支払いい瘓瘛く痝㿉癉瞟瞤𤩍い瘨𤹪睘契約解除出来𥆩瘃璒

私皕琢記癮海弸旅行癉参加瘃矞事癉輪意痮𤩍痝痝

癉託記各事項砅記入癮うえ申込致痮𥆩瘃璒
記入日 鏤 日𦧝隣様限定



～旅行要項～

◆旅行期間舢

┙┗┘7年┘┗月┙7日℡蕚☎～┘┘月5日℡日☎┘┗日間

◆旅行代金舢

ょタ窗ゃズッュ▷牙ク滬菟会員 ⒋９⒌，０００円

※非会員⒌０⒌，０００円

膘日程不癮宿泊費膅𦣪人臤部屋䐢𤩍食事膅毎朝食籗昼食臽回籗

弭食臬回䐢𤩍窹䈎窹箵䅈コ䇳箐ソンɔ録料籗訪問料籗講習費籗

通訳費籗交通機関籗現地手配費用疰含𥆩矟𥆩瘃璒

膘琢記費用癉皕𤩍航空代金𤩍燃油特別付加税𤩍空港税𤩍

航空保険料𤺋癁疰含𥆩矟瘳疢瞤𥆩瘇砉璒 別途𤩍疢手配𤩍

費用疰掛㽷瞤𥆩瘃璒

◆一人部屋追加代金舢臿𦧝，𦣝𦣝𦣝付膅穙磹ン瞟瞤部屋疰小痠く

𤺋矞場合睘痟痧い𥆩瘃䐢

※相部屋癮方疰い瞢瘥痮𥈞瞢𤺋い場合皕一人部屋追加代

金疰掛㽷瞤𥆩瘃璒

◆笮テ䈎舢臽瘨星祲箐䅈 𤩍磕禕箛穙籞箛𥞩筕膅磕䈎笪ン祘䐢

※种筹ワ籞癮䀹癉𤺋矞場合疰痟痧い𥆩瘃璒

◆𦧝隣様限定脽

◆申込期間舢舙鏤𦣪𦣪日膅金䐢𥆩𤹪璒

膘定員癉𤺋瞤次第締𥇍切瞢瘇瘳い瘓瘛疷𥆩瘃璒

◆痟注意事項

埞窹䈎窹箵䅈コ䇳箐ソン癮礐ント箛籞癉際痮𤩍診断書疰必要

癉𤺋瞤𥆩瘃璒膅鐚効期間砅コケゲジ年ゲケ鏤ゴケ日又皕そ矟以降㿉

痮瘓睘癮䐢 ※磾礛籞䄅ン禕癮方皕診断書皕必要あ瞤𥆩瘇

砉璒

埰大会主催者側癮都合癉瞟瞤𤩍大会不容疰一部変更癉𤺋

矞場合疰痟痧い𥆩瘃璒予𥇍痟了承く瘛痠い璒

㙊䇳箐ソン籗磾礛籞䄅ン禕ɔ録料癮䄅筹ン𥞴䈎癉瘨い瘳璒

申込㿉輪時癉窹䈎窹箵䅈コ䇳箐ソン籗磾礛籞䄅ン禕参加費𤩍

完走窾籞テ磦籞参加費及び弊社手数料疰æ生い瘓痮𥆩瘃璒

䄅筹ン𥞴䈎痠矟瘓場合𤩍申込金㽷瞢臤臿，𦣝𦣝𦣝付砅引㽷瘇瘳

い瘓瘛疷𥆩瘃璒

鈊!靏葈ト ュフ腰羽

靏!靏"﨨鋕マ\ソ)

10/27
鰺蕚鯲

集合鰡つふあﾎちほペよサ空港到着みビろ 18鰡00蹼
つふあ空港ズ┩専用車┇┹ほうへﾏ

┹ほう

10/28
鰺土鯲

┹ほう┎街┇白ぇへュく祭┪┲自由見学ﾏ

ぇへュく香ゼあ┫┬┫街並┟┲散策ﾎ屋台や街┎ま]ぇふよ┇

┹ほう┎料理ﾎワ┻よ┲堪能ﾏ

朝

┹ほう

10/29
鰺日鯲

朝鰡第鰥回うほうま]╊れ┿╊ちふソよ参加ﾏ

鰺42kmﾎいろくﾎ┽╀ろ╄よ╇鯲

世界遺産ふよ╉┎けぉ┽畑┋囲┞┬〞丘陵╊ろ]┲駆け巡┪┞すﾏ

ちふソよ後鰡ふよチえろテ┺＆表彰式

午後鰡自由散策

朝れ昼

┹ほう

10/30
鰺月鯲

午前鰡[┾あら┸┎市場れ迫史的地区┊┉自由散策ﾏ

午後鰡小ビ┊港ﾎたほぇく┺ろあへ

夕方鰡サよ』れちほ╉へろ』れへろ╇まへ

夕食鰡海沿い┎ま]ぇふよ┋┆

朝れ昼

Sれちほ╉へろ』

れへ╇ま

10/31
鰺火鯲

午前鰡チよ╆┿テッまへﾏ

ﾘCantina Cinque Terreﾙけぉ┽畑┈ワ┻ゃへろ┎見学┈試飲見学後ちゃみろふ

散策ﾏ

午後鰡列車┋┆まッ╊へﾏく╀╂ッチに┎町散策ﾏ

夕食鰡まッ╊ﾘVitturin 1860ﾙ┋┆絶品く╀╂ッチに┈郷土料理ﾏ

朝れ夜

S.れちほ╉へろ

』れへ╇ま

11/1
鰺水鯲

午前鰡サら╀ろゃ街散策ﾏく┸へゃろ』ﾎえゅッサ┊┉粉も┎巡┪ﾏ

昼食鰡ﾘVino e farinataﾙ
昼食後鰡┹╇へぇ┼ろへ〈なﾘBio Vioﾙへﾏ

ﾘBio Vioﾙ┎ワ┻ゃへろやﾎ╁ろ╃ゅッ╆┋バ─わ┃〞いろけ畑┊┉┲見学ﾏ

朝れ昼

┹ほペよ╃

11/2
鰺木鯲

午前鰡鈊鋙 ト鈼. 錞モ猪▉io Vio獷荿罇マ)マ葈料理教室

昼食鰡Bio Vio┋┆

午後鰡共液搾油所見学ワ┻ゃへろﾘSartori Luigi Torre Perniceﾙ

朝れ昼

┹ほペよ╃

11/3
鰺蕚鯲

朝鰡┻よペへ┹へﾏ街やﾎ市場┊┉自由散策ﾏ

午前鰡┻よペへ┹搾油所見学ﾏ

昼鰡ﾘSan Martinoﾙ家族経営┎╁へろけ農園見学┈昼食ﾏ

夕食鰡チ┾ほそ┎疫店ﾘRISTORANTE SAN GIORGIOﾙ┇最後┎晩餐ﾏ

‶┾くﾎ╂テへろゃビ┳┎〉よ]┈情熱┇素晴┩しい最後┎夜┲！

朝れ昼れ夜

┹ほペよ╃

11/6(日) 朝鰡専用車┋┆つふあれちほペよサ空港へﾏ解散ﾏ
朝

11/5(日)

▼宿泊地･食事▼]╈[ュろほ▼日程

※䅈禡秖ュ籞䈎皕現地癮事情癉瞟瞤𤩍止𥇥砅得瘘変更瘃矞場合疰痟痧い𥆩瘃璒

鈊!靏葈ト ュフ腰

完走後葈\)チ靑.テ鈺.

世界遺産\)﨧葈丘陵鋕.﨨
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愛葈料理人
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\*ェット神釭

Vitturin 1860
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航空券疢問合瘇先舢

礐磹チ籗磕磹籗礐䅈新宿本社

TテL舢ケゴギザゴシケギサススゲ 担当舢轍野 健人

瓖磹タ箛磕好疷穙磕籞癮件瓘㿉疢伝えく瘛痠い璒

ユギヮaリロ舢ケケゴリワョヰゲチラリヴギwヰンロュクヤヰヮ

世界遺産チン祲礐テ穖箵地区巡瞤

たほぇフ┺ろノ

ちナロろナ

ズッパれぅれペッシェ

┹グへぇゥろへズモﾘッリヰ Vリヰﾙ

チェ!ボ葈疫店

瓖RISORANTE SAN 
GIORGIO瓘

世界遺産㿉箛禕籞箛磕癮郷土料理巡瞤


