
ＩＩＡＣ認定機関ＩＩＡＣ認定機関ＩＩＡＣ認定機関ＩＩＡＣ認定機関 ㈱フォルトゥーナ㈱フォルトゥーナ㈱フォルトゥーナ㈱フォルトゥーナ 『『『『アマアマアマアマ

テラス・イタリアテラス・イタリアテラス・イタリアテラス・イタリア』』』』

〒〒〒〒106-0045 東京都港区麻布十番東京都港区麻布十番東京都港区麻布十番東京都港区麻布十番1-5-
29-205

IIAC認定認定認定認定エスプレッソスペシャリストとエスプレッソスペシャリストとエスプレッソスペシャリストとエスプレッソスペシャリストと《《《《Host》》》》見本市視察見本市視察見本市視察見本市視察

～～～～イタリアバリスタチャンピオンシップイタリアバリスタチャンピオンシップイタリアバリスタチャンピオンシップイタリアバリスタチャンピオンシップ観戦観戦観戦観戦～～～～

企画：Delsole ITALIA

１．イタリアバリスタチャンピオンシップ１．イタリアバリスタチャンピオンシップ１．イタリアバリスタチャンピオンシップ１．イタリアバリスタチャンピオンシップ 観戦観戦観戦観戦

★イタリアに本部を置く国際カフェテイスティング協会（IIAC）が主催となり開催される世界規模の大会です。

世界各国で地区予選が開催され、地区予選優勝者が集まり「世界一のイタリアエスプレッソの抽出技術を持つバリスタチャンピオンを決める

大会」の２日目のセミファイナル、ファイナル２日目のセミファイナル、ファイナル２日目のセミファイナル、ファイナル２日目のセミファイナル、ファイナルを観戦します。日本代表は宮西智士バリスタ宮西智士バリスタ宮西智士バリスタ宮西智士バリスタです。

※10/18-19：セミファイナル、10/20：ファイナル （ 宮西バリスタの予選の日程は宮西バリスタの予選の日程は宮西バリスタの予選の日程は宮西バリスタの予選の日程は10/19です。）です。）です。）です。）

２．アルベンガの焙煎会社２．アルベンガの焙煎会社２．アルベンガの焙煎会社２．アルベンガの焙煎会社『『『『La Genovese』』』』 見学見学見学見学

３．ミラノで開催、イタリア最大飲食業見本市３．ミラノで開催、イタリア最大飲食業見本市３．ミラノで開催、イタリア最大飲食業見本市３．ミラノで開催、イタリア最大飲食業見本市『『『『HostHostHostHost』』』』 見学見学見学見学

★２０１９年１０月１８～２２日ミラノで開催される見本市です。最新技術革新や市場の動向を探ります。

４．歴史あるトリノ、コーヒーの港だったジェノヴァ４．歴史あるトリノ、コーヒーの港だったジェノヴァ４．歴史あるトリノ、コーヒーの港だったジェノヴァ４．歴史あるトリノ、コーヒーの港だったジェノヴァ 訪問、カフェ・バール・食材店巡り訪問、カフェ・バール・食材店巡り訪問、カフェ・バール・食材店巡り訪問、カフェ・バール・食材店巡り

★効率よく主要都市のカフェを巡り、地域による違い、メニュー構成などを検証します。

５．出会いと交流５．出会いと交流５．出会いと交流５．出会いと交流

★★★★参加者同士の出会い、イタリアでのバール、バリスタとの出会い。何物にも換えがたい出会い、体験があります。。。。

１．１．１．１．《《《《オプショナル１オプショナル１オプショナル１オプショナル１》》》》 IIAC モジュール２（Ｍ２）モジュール２（Ｍ２）モジュール２（Ｍ２）モジュール２（Ｍ２） Espresso Italiano Specialist 資格講習会資格講習会資格講習会資格講習会

★完璧なエスプレッソを求める顧客に対し、毎回満足のいくエスプレッソを提供する為には・・・

バリスタとしての知識、ブレンドの質、豆と価格のバランス、テイスティングによりプロファイルする力を身につけます。

※受講条件：Corso di Patente（モジュール1）資格保有者、IIAC有効会員

《《《《オプショナル２オプショナル２オプショナル２オプショナル２》》》》 エスプレッソマシンエスプレッソマシンエスプレッソマシンエスプレッソマシン『『『『ランチリオランチリオランチリオランチリオ Rancilio社社社社』』』』 製造工場見学製造工場見学製造工場見学製造工場見学

☆☆オプショナル☆☆☆☆オプショナル☆☆☆☆オプショナル☆☆☆☆オプショナル☆☆

１）Ａプラン（１０日間）１）Ａプラン（１０日間）１）Ａプラン（１０日間）１）Ａプラン（１０日間）１）Ａプラン（１０日間）１）Ａプラン（１０日間）１）Ａプラン（１０日間）１）Ａプラン（１０日間）

＊旅行費用：３２０，０００円＋＊旅行費用：３２０，０００円＋＊旅行費用：３２０，０００円＋＊旅行費用：３２０，０００円＋燃油特別付加税、燃油特別付加税、燃油特別付加税、燃油特別付加税、成田・現地空港税、航空保険料等成田・現地空港税、航空保険料等成田・現地空港税、航空保険料等成田・現地空港税、航空保険料等 ※※※※日本国内線代金：別途お問合わせ下さい。

一人部屋追加代金：４９，０００円一人部屋追加代金：４９，０００円一人部屋追加代金：４９，０００円一人部屋追加代金：４９，０００円 ※相部屋の方がいらっしゃらない場合は追加代金が掛かります。

食事：毎朝食・昼食１回・夕食２回・アペリティーヴォ１回

２）２）２）２）２）２）２）２）BBBBBBBBプラン（７日間）プラン（７日間）プラン（７日間）プラン（７日間）プラン（７日間）プラン（７日間）プラン（７日間）プラン（７日間）

＊旅行費用：２３０，０００円＋燃油特別付加税、成田・現地空港税、航空保険料等＊旅行費用：２３０，０００円＋燃油特別付加税、成田・現地空港税、航空保険料等＊旅行費用：２３０，０００円＋燃油特別付加税、成田・現地空港税、航空保険料等＊旅行費用：２３０，０００円＋燃油特別付加税、成田・現地空港税、航空保険料等 ※※※※日本国内線代金：別途お問合わせ下さい。

一人部屋追加代金：３２，０００円一人部屋追加代金：３２，０００円一人部屋追加代金：３２，０００円一人部屋追加代金：３２，０００円 ※相部屋の方がいらっしゃらない場合は追加代金が掛かります。

食事：毎朝食・昼食１回・夕食１回・アペリティーヴォ１回

３）Ｃプラン（３）Ｃプラン（３）Ｃプラン（３）Ｃプラン（３）Ｃプラン（３）Ｃプラン（３）Ｃプラン（３）Ｃプラン（ １０月１７日（木）１０月１７日（木）１０月１７日（木）１０月１７日（木）１０月１７日（木）１０月１７日（木）１０月１７日（木）１０月１７日（木） Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２ 「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ イタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノ スペシャリスト」現地集合・講習会のみ受講プラン）スペシャリスト」現地集合・講習会のみ受講プラン）スペシャリスト」現地集合・講習会のみ受講プラン）スペシャリスト」現地集合・講習会のみ受講プラン）スペシャリスト」現地集合・講習会のみ受講プラン）スペシャリスト」現地集合・講習会のみ受講プラン）スペシャリスト」現地集合・講習会のみ受講プラン）スペシャリスト」現地集合・講習会のみ受講プラン）

＊参加代金：＊参加代金：＊参加代金：＊参加代金： ５２，１００円（講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。５２，１００円（講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。５２，１００円（講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。５２，１００円（講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。 ）））） ＊Ｍ２最少催行人数：６名＊Ｍ２最少催行人数：６名＊Ｍ２最少催行人数：６名＊Ｍ２最少催行人数：６名

＊受講条件：＊受講条件：＊受講条件：＊受講条件：Corso di Patente（モジュール（モジュール（モジュール（モジュール1）資格保有者、）資格保有者、）資格保有者、）資格保有者、IIAC有効会員有効会員有効会員有効会員

＊受講日当日の朝、現地ホテルにて直接集合となります。＊受講日当日の朝、現地ホテルにて直接集合となります。＊受講日当日の朝、現地ホテルにて直接集合となります。＊受講日当日の朝、現地ホテルにて直接集合となります。

＊（Ａプラン、Ｂプランお申込の方のみ、お申込可能です。）＊（Ａプラン、Ｂプランお申込の方のみ、お申込可能です。）＊（Ａプラン、Ｂプランお申込の方のみ、お申込可能です。）＊（Ａプラン、Ｂプランお申込の方のみ、お申込可能です。）＊（Ａプラン、Ｂプランお申込の方のみ、お申込可能です。）＊（Ａプラン、Ｂプランお申込の方のみ、お申込可能です。）＊（Ａプラン、Ｂプランお申込の方のみ、お申込可能です。）＊（Ａプラン、Ｂプランお申込の方のみ、お申込可能です。）

11111111：１０月１７日（木）：１０月１７日（木）：１０月１７日（木）：１０月１７日（木）：１０月１７日（木）：１０月１７日（木）：１０月１７日（木）：１０月１７日（木） ＩＩＡＣＩＩＡＣＩＩＡＣＩＩＡＣＩＩＡＣＩＩＡＣＩＩＡＣＩＩＡＣ MMMMMMMM２２２２２２２２ 「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ「エスプレッソ イタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノ スペシャリスト」資格講習会スペシャリスト」資格講習会スペシャリスト」資格講習会スペシャリスト」資格講習会スペシャリスト」資格講習会スペシャリスト」資格講習会スペシャリスト」資格講習会スペシャリスト」資格講習会 費用費用費用費用費用費用費用費用 ５２，１００円５２，１００円５２，１００円５２，１００円５２，１００円５２，１００円５２，１００円５２，１００円

＊８時間コース（昼食含）、通訳付き＊８時間コース（昼食含）、通訳付き＊８時間コース（昼食含）、通訳付き＊８時間コース（昼食含）、通訳付き

＊受講条件：＊受講条件：＊受講条件：＊受講条件：Corso di Patente（モジュール（モジュール（モジュール（モジュール1）資格保有者、）資格保有者、）資格保有者、）資格保有者、IIAC有効会員有効会員有効会員有効会員

＊費用には、講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。＊費用には、講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。＊費用には、講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。＊費用には、講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。

２：１０月１８日（金）２：１０月１８日（金）２：１０月１８日（金）２：１０月１８日（金）２：１０月１８日（金）２：１０月１８日（金）２：１０月１８日（金）２：１０月１８日（金） エスプレッソマシンエスプレッソマシンエスプレッソマシンエスプレッソマシンエスプレッソマシンエスプレッソマシンエスプレッソマシンエスプレッソマシン『『『『『『『『ランチリオランチリオランチリオランチリオランチリオランチリオランチリオランチリオ RancilioRancilio社社社社社社社社』』』』』』』』製造工場見学製造工場見学製造工場見学製造工場見学製造工場見学製造工場見学製造工場見学製造工場見学 費用費用費用費用費用費用費用費用 ５，０００円５，０００円５，０００円５，０００円５，０００円５，０００円５，０００円５，０００円

＊費用には、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。＊費用には、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。＊費用には、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。＊費用には、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。

旅行要項旅行要項旅行要項旅行要項

・Ａプラン・Ｂプランは最少催行人数：８名・Ａプラン・Ｂプランは最少催行人数：８名・Ａプラン・Ｂプランは最少催行人数：８名・Ａプラン・Ｂプランは最少催行人数：８名 同行スタッフ：現地のみ同行いたします。同行スタッフ：現地のみ同行いたします。同行スタッフ：現地のみ同行いたします。同行スタッフ：現地のみ同行いたします。

・オプショナルは別途申込が必要です。追加代金が掛かります。・オプショナルは別途申込が必要です。追加代金が掛かります。・オプショナルは別途申込が必要です。追加代金が掛かります。・オプショナルは別途申込が必要です。追加代金が掛かります。



※現地事情により、止むを得ず変更する場合がございます。

--お申込みからご出発までお申込みからご出発まで------

１１１１．．．．１１１１．．．．おおおお申込申込申込申込みみみみおおおお申込申込申込申込みみみみ

Faxにてご送付又はＨＰより「お申込」をクリックしてフォームにご入力下さい。ＨＰより「お申込」をクリックしてフォームにご入力下さい。ＨＰより「お申込」をクリックしてフォームにご入力下さい。ＨＰより「お申込」をクリックしてフォームにご入力下さい。

22222222．．．．．．．．おおおお申込申込申込申込みみみみ金金金金・お・お・お・お振込振込振込振込みみみみおおおお申込申込申込申込みみみみ金金金金・お・お・お・お振込振込振込振込みみみみ

お申込と同時にお申込金を以下の口座にお振込み下さい。（※お申込金は旅行代金の一部とさせて頂きます）

Aプラン・Bプラン：８０，０００円

Cプラン：５２，１００円

三井住友銀行 六本木支店 （普） ７１４５６９５ 口座名：㈱フォルトゥーナ

3333．．．．最終出発案内最終出発案内最終出発案内最終出発案内

ご出発の2週間前頃に旅のしおり現地情報等お渡しします。

4444．．．．残金残金残金残金のごのごのごのご請求請求請求請求

旅のしおりご送付と同時に残金の ご請求を致します。

旅行旅行旅行旅行企画・手企画・手企画・手企画・手配：株式会社配：株式会社配：株式会社配：株式会社フォルトゥーナフォルトゥーナフォルトゥーナフォルトゥーナ 東京都知事登録旅行業3-6067号 東京都東京都東京都東京都港区麻布十番港区麻布十番港区麻布十番港区麻布十番1-5-29-205 一般取扱管理者：羽田野 弘文

★お申込前にご熟読下さい

《《《《ご旅行条件ご旅行条件ご旅行条件ご旅行条件》》》》この旅行はこの旅行はこの旅行はこの旅行は『『『『アマテラス・アマテラス・アマテラス・アマテラス・イタリアイタリアイタリアイタリア』㈱』㈱』㈱』㈱フォルトゥーナフォルトゥーナフォルトゥーナフォルトゥーナがががが企画企画企画企画・手配・手配・手配・手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型手配旅行契約を締結する事になります。契約内容はパン

フレット、出発前の最終日程表、企画手配旅行約款によります

《旅行費用に含まれるもの》：旅行日程表に明示した航空・送迎バス等の交通機関の運賃・宿泊（２人部屋利用）・食事代（日程明示）・添乗員費用・通訳費用・団体行動中の心付け。Ｈｏｓｔ入場５日分

《費用に含まれないもの》：前途以外の費用、自宅から発着空港までの交通費等 ・成田空港使用料・現地空港税・特別燃油徴収税など。

《旅行契約の解除》お申込み後、取り消し料をお支払いいただくことにより、いつでも契約解除出来ます。

ご旅行代金の１００％ご旅行代金の１００％ご旅行代金の１００％ご旅行代金の１００％旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

ご旅行代金の５０％ご旅行代金の５０％ご旅行代金の５０％ご旅行代金の５０％旅行開始日の前々日以降に解除する場合旅行開始日の前々日以降に解除する場合旅行開始日の前々日以降に解除する場合旅行開始日の前々日以降に解除する場合

ご旅行代金の２０％ご旅行代金の２０％ご旅行代金の２０％ご旅行代金の２０％旅行開始日の前日より起算して３０日目にあたる日以降に解除する場合旅行開始日の前日より起算して３０日目にあたる日以降に解除する場合旅行開始日の前日より起算して３０日目にあたる日以降に解除する場合旅行開始日の前日より起算して３０日目にあたる日以降に解除する場合

★お申込み・お問合せ★★お申込み・お問合せ★★お申込み・お問合せ★★お申込み・お問合せ★

TEL:03－－－－5772－－－－8338 FAX:03－－－－6438－－－－9990
『『『『アマテラス・イタリアアマテラス・イタリアアマテラス・イタリアアマテラス・イタリア』』』』 ㈱フォルトゥーナ㈱フォルトゥーナ㈱フォルトゥーナ㈱フォルトゥーナ

〒〒〒〒106106106106----0045004500450045東京都港区麻布十番東京都港区麻布十番東京都港区麻布十番東京都港区麻布十番 1111----5555----29292929----205205205205 italiaitaliaitaliaitalia@fortuna.ne.jp@fortuna.ne.jp@fortuna.ne.jp@fortuna.ne.jp

****お申込は、ＨＰより「お申込」をクリックしてフォームにご入力下さい。お申込は、ＨＰより「お申込」をクリックしてフォームにご入力下さい。お申込は、ＨＰより「お申込」をクリックしてフォームにご入力下さい。お申込は、ＨＰより「お申込」をクリックしてフォームにご入力下さい。

ＵＲＬ：ＵＲＬ：ＵＲＬ：ＵＲＬ：http://http://http://http://amaterras.juno.weblife.me/tour/tour.htmlamaterras.juno.weblife.me/tour/tour.htmlamaterras.juno.weblife.me/tour/tour.htmlamaterras.juno.weblife.me/tour/tour.html

日付 都市 時間帯 10日間コース ７日間コース

10月16日 東京・成田空港 午前 午前:成田空港にて集合 午前:成田空港にて集合

水 航空機 午後 航空機にて経由都市にて乗り継ぎ 航空機にて経由都市にて乗り継ぎ

ミラノ空港 航空機 ミラノ空港へ ミラノ空港へ

ミラノ 専用車 専用車にて、ミラノ市内ホテルへ 専用車にて、ミラノ市内ホテルへ

《宿泊：ミラノ》《食事：朝Ｘ／昼磯内／夕×》 《宿泊：ミラノ》《食事：朝Ｘ／昼磯内／夕×》

10月17日 地下鉄 午前 終日：HOST見本市視察見学 終日：HOST見本市視察見学

木
地下鉄 夕方

終日

（オプショナル１）*下記詳細

IIAC「エスプレッソ・イタリアーノ・スペシャリスト」

 資格認定講習会　（専用車にて）

（オプショナル１）*下記詳細

IIAC「エスプレッソ・イタリアーノ・スペシャリスト」

 資格認定講習会　（専用車にて）

《宿泊：ミラノ》《食事：朝○／昼○／夕×》 《宿泊：ミラノ》《食事：朝○／昼○／夕×》

10月18日 地下鉄 終日：HOST見本市視察見学 終日：HOST見本市視察見学

金 地下鉄 夕方

夕食 宮西代表決起会（優勝祈願） 宮西代表決起会（優勝祈願）

午前

（オプショナル２）

午前：エスプレッソマシン会社『Rancilio』見学

見学後：ミラノホテルへ、ミラノ市内自由見学

（専用車にて）

（オプショナル２）

午前：エスプレッソマシン会社『Rancilio』見学

見学後：ミラノホテルへ、ミラノ市内自由見学

（専用車にて）

《宿泊:ミラノ》《食事：朝○／昼×／アペリティーヴォ○》 《宿泊:ミラノ》《食事：朝○／昼×／アペリティーヴォ○》

10月19日 地下鉄 終日：HOST見本市視察見学 終日：HOST見本市視察見学

土 地下鉄 ※IIAC-JAPAN代表、宮西　智士バリスタ予選観戦！！ ※IIAC-JAPAN代表、宮西　智士バリスタ予選観戦！！

《宿泊:ミラノ》《食事：朝○／昼×／夕×》 《宿泊:ミラノ》《食事：朝○／昼×／夕×》

10月20日 地下鉄 終日：HOST見本市視察見学 終日：HOST見本市視察見学

日 地下鉄 ※バリスタチャンピオンシップ観戦！！ ※バリスタチャンピオンシップ観戦！！

夕食 宮西バリスタお疲れ様（祝賀）会 宮西バリスタお疲れ様（祝賀）会

《宿泊:ミラノ》《食事：朝○／昼×／夕○》 《宿泊:ミラノ》《食事：朝○／昼×／夕○》

10月21日 ミラノ 朝 専用車にて、トリノへ ミラノ 専用車にて、ミラノ空港へ

月 トリノ 途中：郊外のスローフード哲学のもとオープンしたEataly見学 ミラノ空港 航空機にて経由都市にて乗り継ぎ日本へ

着後：歴史的カフェが多く残るトリノの街自由散策 経由都市

《宿泊:トリノ》《食事：朝○／昼×／夕×》

10月22日 トリノ 午前：スローフード発祥の地へ 東京・成田空港 成田空港到着後解散

火 ブラ 昼食：協会運営する『Osteria del Boccondivino』にて

昼食後：ジェノヴァへ、着後：自由散策

ジェノヴァ 《宿泊:ジェノヴァ》《食事：朝○／昼×／夕×》

10月23日 ジェノヴァ 朝 専用車にて、アルベンガの焙煎会社『La Genovese』見学

水 アルベンガ 昼食 経営者との会食、食後世界一に輝いたジェラート店へ

ジェノヴァ 午後 アルベンガの中世の街、バジリコDOP生産者など見学

夕刻 ジェノヴァへ

夕食 打上げ夕食会

《宿泊:ジェノヴァ》《食事：朝○／昼×／夕○》

10月24日 ジェノヴァ 専用車 午前 専用車にて、空港へ

木 ジェノヴァ空港

都市経由 航空機 航空機にて経由都市にて乗り継ぎ日本へ

航空機

　　　《宿泊:機中》《食事：朝Ｏ／昼×／夕機内》

10月25日

金

専用車

専用車

（オプショナル１）

IIAC　M2『エスプレッソ　イタリアーノ　スペシャリスト』取得講座

　*8時間コース　（昼食含）　*通訳付き

　*受講条件：IIAC　M1テイスター資格所得者、IIAC会員

　*費用には、講習費用、通訳費用、昼食、往復交通費が含まれます。

（オプショナル２）

10日間

コース共通

エスプレッソマシン『Rancilio』見学

製造工場見学

終日

終日

成田空港到着後解散

ミラノ

ミラノ

専用車

7

9

10 東京・成田空港

※費用に含まれるもの、交通費、通訳費用、昼食費用

8

1

2

ミラノ

(オプショ：コモ）

3

4 ミラノ

5

6



・・・お申込書・・・・・・お申込書・・・・・・お申込書・・・・・・お申込書・・・

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：0303--64386438--99909990
記入日： 月 日私は上記の企画に参加する事に同意し、ここに下記各事項を記入の上申込致します。出発日：2019年10月16日

□ Cプランプランプランプラン（（（（講習会講習会講習会講習会のみのみのみのみ受講受講受講受講））））

A・・・・Bのみのみのみのみ

オプショナルオプショナルオプショナルオプショナル

□□□□10/17（（（（木木木木））））

ＭＭＭＭ2エスプレッソエスプレッソエスプレッソエスプレッソ イタリアーノイタリアーノイタリアーノイタリアーノ スペシャリストスペシャリストスペシャリストスペシャリスト講習会受講講習会受講講習会受講講習会受講

□□□□10/18（（（（金金金金））））

ランチリオランチリオランチリオランチリオ Rancilio社社社社 製造工場見学製造工場見学製造工場見学製造工場見学

※※※※別途費用別途費用別途費用別途費用がががが掛掛掛掛かりますかりますかりますかります。。。。

□ Bプランプランプランプラン（（（（7日間日間日間日間コースコースコースコース））））

□ Aプランプランプランプラン（（（（10日間日間日間日間コースコースコースコース））））

お申込

旅行プラン

①①①①Aプラン、プラン、プラン、プラン、Bプラン、プラン、プラン、プラン、Cプラン共通プラン共通プラン共通プラン共通

西暦１９ 年 月 日

（ 歳）

□男

□女

お名前

生 年 月 日性 別ふりがな

E-mail携帯電話

FAX

電話番号

〒 ―

現住所

③Ｃプラン（講習会のみ受講）、オプショナルで講習会受講申込の方③Ｃプラン（講習会のみ受講）、オプショナルで講習会受講申込の方③Ｃプラン（講習会のみ受講）、オプショナルで講習会受講申込の方③Ｃプラン（講習会のみ受講）、オプショナルで講習会受講申込の方

お手持ちのIiac会員カードの記載情報を必ずご記入お願い致します。※有効期限有効期限有効期限有効期限がががが過過過過ぎているぎているぎているぎている場合場合場合場合、、、、再度年会費再度年会費再度年会費再度年会費がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。

Iiac

会員番号

店名

仕事内容

（具体的に）

会社名

※IIACに提出する書類に必要ですので、ご記入お願い致します。

ご勤務先

②②②②Aプラン、プラン、プラン、プラン、Bプラン申込プラン申込プラン申込プラン申込

□□□□加入加入加入加入するするするする ※後日、弊社契約先代理店よりお申込書をご送付いたします。 □□□□加入加入加入加入しないしないしないしない旅行保険

□希望希望希望希望するするするする （（（（ 空港発着空港発着空港発着空港発着）））） ※※※※おおおお申込後申込後申込後申込後にににに航空代金航空代金航空代金航空代金のごのごのごのご連絡連絡連絡連絡をいたしますのでをいたしますのでをいたしますのでをいたしますので、、、、おおおお振込振込振込振込をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

□□□□希望希望希望希望しないしないしないしない

成田空港迄の

国内線乗継の手配

様と同室希望相部屋希望

□希望する （（（（別途追加料金別途追加料金別途追加料金別途追加料金がががが掛掛掛掛かりますかりますかりますかります））））

□希望しない

（（（（同室相手同室相手同室相手同室相手がががが見見見見つからないつからないつからないつからない場合場合場合場合、、、、別途追加料金別途追加料金別途追加料金別途追加料金がががが掛掛掛掛かりますかりますかりますかります））））

1人部屋

ご関係お名前

（ ） －電話番号

〒 －

ご住所

渡航中の

国内連絡先

年 月 日 （有効期限： 年 月 日）

※※※※残存有効期間残存有効期間残存有効期間残存有効期間がががが90909090日間必要日間必要日間必要日間必要ですですですです。（。（。（。（有効期限有効期限有効期限有効期限：：：：2020202020202020年年年年1111月月月月22225555日以降日以降日以降日以降））））

発行年月日

旅券番号

パスポート記載氏名

（ローマ字）


