
日本唯一のオフィシャルツアー！！

世界遺産の丘でバルバレスコマラソンに参加！ウォーキングが大人気！
トリュフ犬によるトリュフ狩を体験！旬の白トリュフを楽しむ！

イタリア2大D.O.C.Gワイン！バローロ・バルバレスコとアマローネを飲む！
美食のピエモンテ州とヴェネト州！ローカルレストランで名物料理を味わう！

■旅行契約の解除 お客様は次に定める取消料をお支払いただき旅行契約を解除
できます。

■マラソン登録料のキャンセル 2019年８月26日以降バルバレスコマラソン参加費、完走
パーティー参加費及び弊社手数料が発生致します。8月26日以降にキャンセルされた
場合、申込金から20,000円を引かせていただきます。

申込期限 2019年8月25日（日） WEB申込をご希望の場合は
「アマテラス・イタリア」HPより可能です。

・・・申込書・・・ FAX：03-6438-9990
私は、株式会社フォルトゥーナの旅行条件に同意し、下記各事項を記入の上申し込み致します。 申込書記入日： 月 日

フリガナ 性 別 生 年 月 日

お名前
□男

□女

西暦 年 月 日

（ 歳）パスポート
記載氏名
(ローマ字)

旅券番号 パスポート有効期限
年 月 日

※残存有効期間が90日間必要です。
（有効期限：2020年1月30日以降）

現住所
(フリガナ)

〒 ― 電話番号 （ ） －

FAX （ ） －

携帯電話

E-mail

渡航中の
国内連絡先

ご住所

〒 －

電話番号 （ ） －

お名前 旅行者ご関係

1人部屋
□希望する （追加料金が必要です）
□希望しない（同室相手が見つからない場合、追加料金を請求させていただきます）

相部屋希望 様 と同室希望

Tシャツサイズ □≪S≫ □≪M≫ □≪L≫
※フルマラソン、ハーフマラソンご参加の方に限ります。

日本のサイズでご記入ください。

参加種目
□フルマラソン □ハーフマラソン
□10kmウォーク（応援の方含む）

旅行保険 □加入する ※後日、弊社提携先代理店よりお申込書をご送付いたします。□加入しない

お申込書にご記入いただいたお客様の個人情報について、お客様とのご連絡、ご旅行におけるサービスの手配のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。

旅行条件とお申込みの流れ お申し込みいただく前に、下記旅行条件要約や
注意事項を必ずご確認ください。

■旅行契約のお申し込み方法
WEB又は申込書をFAX又は郵送にてご提出いただき、申込金

をお支払ください。
■申込金 80,000円
申込金振込先 三井住友銀行 六本木支店

普通預金口座 7145695
口座名 株式会社フォルトゥーナ

■この旅行は、募集を締め切った際の人数・内容で株式会社フォルトゥーナへ受注型
企画旅行として依頼するものであり、取扱旅行会社は株式会社フォルトゥーナとなり
ます。
■取扱旅行会社 株式会社フォルトゥーナ
東京都知事登録旅行業 第3-6067号 総合旅行業務取扱管理者：羽田野弘文
■以下、株式会社フォルトゥーナの旅行条件要約となります。必ずご確認ください。
■旅行代金 パンフレットに記載された金額（以下「表示代金」という）と「追加代金」の
合計額をいいます。また「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償金」のお支払の際の
基準となります。
■旅行代金のお支払 申し込み時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の
指定期日迄にお支払いいただきます。
■特別補償 当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生
命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金お
よび見舞金をお支払します。
■2019年3月1日現在で換算しています。著しくレートの変動があった場合、ご旅行代金
を変更する可能性があります。ご了承下さい。

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３日目にあたる日まで 旅行代金の20％

旅行開始日の前々日～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％

企画会社 ◆お申込・お問い合わせ◆

『株式会社アマテラス・イタリア』
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-5-29-205

TEL：03-5772-8338
FAX：03-6438-9990

Email  italia@fortuna.ne.jp

20１９年10月25日（金）～11月1日（金） 8日間
出発日限定

協力

バルバレスコマラソンのHP,FaceBookは
「バルバレスコマラソン」で検索！！

オフィシャルエイジェント

◆ご注意事項 ①バルバレスコマラソンのエントリーに際し、Medical Certificate（診断書）が必要になります。
②大会主催者側の都合により大会内容が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。
③パスポート残存期間がシェンゲン協定加盟国出国時９０日以上必要になります。ご自身にて有効期限をご確認ください。

④大会登録にパスポートのコピー（写真のあるページ）が必要です。お申込み時にメール添付（写真又はPDF)又はFAXでご送付ください。

Email: italia@fortuna.ne.jp

mailto:italia@fortuna.ne.jp


旅の見どころ

ランゲの丘を走る！

エイドステーションでワイン‼

完走のお祝い！

ウォーキングも楽しい！

バルバレスコマラソン

今回で10回目を迎える比較的新しい
大会です。コースは丘陵地帯に設定さ
れ、美しい葡萄畑や世界遺産としても
知られる「ランゲの丘」を走ることが出来
ます。途中のエイドステーションではワイ
ンも振る舞われ、ワインの有名な土地な
らではの特色も楽しめます。
同時にウォーキング（10㎞）も開催さ
れ、歩いたご褒美はワイン！帰りはバス
なのでご心配なく。前回はツアーの半
数がご参加になり、大変好評でした！
都市マラソンでは味わえない雰囲気を
一緒に体験しましょう。

制限時間 ６時間30分

参加資格 フルマラソン：21歳以上、 ハーフ：18歳以上、 ウォーク：なし

完走賞 バルバレスコワイン*1 記念Tシャツ*2 完走メダル*3
*1 参加者全員 *2フルマラソン、ハーフマラソン参加者のみ *3*2の完走者のみ

大会登録料 旅行代金に含みます。※レース後のランチパーティ費用含む

イタリア最高峰D.O.C.G

イタリアワイン格付け最高
ランクのD.O.C.Gは、厳し
い審査を経て付けられます。
とりわけ、イタリアワインの
王様、女王様と称される
バローロ、バルバレスコ、
王侯貴族しか飲めなかった
伝統製法のアマローネは

別格です。ワイナリーで生産者から思いのこもった話を
聞きながら、試飲を是非お楽しみください！豊艶な香
り、ビロードのような質感と力強い凝縮感は、他のワイ
ンと一線を画します。

旅のおすすめ

■アットホームなマラソン大会と
完走ランチパーティー

バルバレスコはイタリアの小さな田舎の街
です。参加者も主催者も地元の方が中心
で、アットホームな雰囲気を楽しみながら
走ることができます。レース後の目玉はワイ
ン飲み放題の豪華完走ランチパーティ！
地元の方との交流もこの旅のおすすめポイ
ントです。

■トリュフ犬によるトリュフ狩体験
めったに見ることができないトリュフ犬によ
るトリュフ狩りをご見学頂きます。興奮する
こと間違いなし！トリュフ犬がすごくかわい
いですよ♪

ご旅行条件

出発地
成田空港
※国内線ご希望の方はお問い
合わせ下さい。

利用航空
会社

エコノミークラス（アエロフロート・
ロシア航空、アリタリア・イタリア
航空、KLMオランダ航空）など

利用ホテル

アルバ
ペスキエラ

※ホテルはシャワーのみの場合
があります。

最少催行
人員

8名

添乗員
現地で1名同行します。
＊スポーツリーダーが1名同行し
ます。

ご旅行代金

２名１室
利用 8日間353,000円

食事
朝食6回、昼食3回（内1
回は試食になります）、夕
食3回。

１名部屋
追加代金

55,000円（8日間）
※同室相手が見つからない
場合、追加料金が掛ります。

ビジネスクラス
追加代金

弊社までお問い合わせ
ください。

◆旅行代金に含まれるもの 旅行日程表に明示した往復の航空運賃、宿泊費、旅行日程表に記載した食事代金、団体行動中の現地交通費、ガイド料
添乗員同行費用、団体行動中のチップ、消費税、バルバレスコマラソン登録料

◆旅行代金に含まれないもの 一人部屋追加代金、旅行日程表に記載されていない飲食費、クリーニング代等個人的な費用、成田空港までの交通費
燃油サーチャージなど（48,690円 ※2019年3月1日現在）
※燃油サーチャージなどは航空券発券日により異なります。目安としてお考えください。

アルバ白トリュフ祭り

人口３万人ほどのアルバ
の街が10月から11月に
かけてのこの時期は特別
な賑わいを見せます。
人々のお目当ては、勿論
白トリュフ！
約1か月間行われるアルバ
白トリュフ祭りでは、白ト
リュフ専門の市場が出され

たり、道端でもトリュフを販売する出店が立ち並びます。
普段日本ではあまり食べられない絶品の白トリュフを
是非ご賞味ください。

旅の3大特典！
★全行程専用車で移動！交通機関が不便な場所にも待ち時間なく楽に移動します！
★地元ならではのお食事が充実！地元の食材を使ったこだわりの料理をお楽しみください！
★自由時間をしっかり確保！ちょっと行きたい所にご自由にお過ごしください！

1
10/25

（金）

成田

ミラノ

アルバ

航空機

専用車

午前　成田空港に集合

午後　航空機にて乗り継ぎでミラノ空港へ 到着後専用車でアルバへ

　　　 アルバ泊（朝食×　昼食×　夕食✈）

2
10/26

（土）

アルバ

バローロ

アルバ

専用車

午前　専用車でバローロに向かいます。バローロの街を散策し、ワイン生

産者を訪問します。生産者の情熱あふれる話をお聞き下さい。

午後　ホテルに戻り自由行動です。アルバの街で白トリュフ祭りを見学し

たり、ショッピングしてゆっくりと過ごしましょう。夜はホテルでゼッケン等お渡

しします。

夕食はレストランで前夜祭です。

　　　 アルバ泊（朝食○　昼食×　夕食〇）

3
10/27

（日）
アルバ

終日　バルバレスコマラソン＆ウォークにご参加頂きます。ゴールの後は全

員着席フルコースのランチパーティー＆ワインをお楽しみ頂きます。美味し

い地元料理と陽気なイタリア人との交流が楽しいですよ！

ランチパーティーの後は現場解散です。

夕食は各自でごゆっくりどうぞ。（レストランは大変込み合いますので予

めご予約することをお勧めします）

 　　　アルバ泊（朝食○　昼食○　夕食×）

4
10/28

（月）

カネッリ

アルバ
専用車

午前　専用車でトリュフ収穫見学に向かいます。可愛いトリュフ犬とノッ

チョラの林をハイキングしながらの、トリュフ狩りをご体験ください。見学後、

地元特産品の試食をお楽しみ頂きます。トリュフの香りで一杯です！

やや遅めの昼食兼夕食は、完走パーティーです！地場生産者を愛する

ジョルジョのレストランで、地元の新鮮な食材とワインをご賞味ください。勿

論トリュフも食べまくりです！

       アルバ泊（朝食○　試食○　夕食〇）

5

  アルバ

フランチャコルタ

地区

ペスキエラ

専用車

午前　専用車で有名なスプマンテ　フランチャコルタの生産者に向かいま

す。やや遅めの昼食を兼ねて試飲しましょう。

夜にはガルダ湖のそばのペスキエラの街に到着します。

到着後は各自自由行動です。

　　 　ペスキエラ泊（朝食○　昼食〇　夕食×）

ペスキエラ

アマローネ地区

ヴェローナ

ペスキエラ

専用車

午前　専用車でアマローネのワイナリーを訪問します。バローロと並び称

される、美味しいワインをご賞味下さい。

午後　ヴェローナの街で自由行動です。美しい街を散策したり、バールを

訪れたり、ショッピングを楽しんでください。

夕食はガルダ湖周辺の地元のレストランでお別れパーティで盛り上がりま

しょう。

　　   ペスキエラ泊（朝食○　昼食×　夕食○）

7
 10/31

（木）

ペスキエラ

ミラノ

専用車

航空機

午前　出発まで自由時間　その後専用車にてミラノ空港へ　午後ミラノ

空港より乗り継ぎで帰国の途へ

　　   機内泊（朝食○　昼食×　夕食✈）

8 成田 航空機 午前　成田空港到着後、解散します

                     （朝食✈　昼食×　夕食×）

11/1

（金）

交通機関 スケジュール

 

10/29

（火）

6

　

10/30

（水）

都市名日付

ご旅行条件

出発地
成田空港
※国内線ご希望の方はお問い
合わせ下さい。

利用航空
会社

エコノミークラス（アエロフロート・
ロシア航空、アリタリア・イタリア
航空、KLMオランダ航空）など

利用ホテル

アルバ
ペスキエラ

サボーナ クラス
ホテルDori又
は 同等クラス

※ホテルはシャワーのみの場合
があります。

最少催行
人員

8名

添乗員
現地で1名同行します。
＊スポーツリーダーが1名同行し
ます。


