申込期限

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

2019年2月15日（金）

・・・申込書・・・

FAX：03-6438-9990
申込書記入日：

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。
フリガナ

性 別

お名前
□男
パスポート
記載氏名
(ローマ字)

月

日

マルケ花のマラソン
日本事務局

日本から唯一のツアー！8名限定！

生 年 月 日

西暦

年
（

□女

月

日

歳）

マルケ州はアドリア海に面した日本人がめったに行かない美食の州！

〒

ヤシ並木を走る花のハーフマラソンに参加！１０ｋｍファンランも楽しい！
地元の人に愛されるお店での食事！一緒に海の幸と山の幸を味わう!
マルケジャーニこだわりのナチュラルワイン！海の幸と絶妙マリア―ジュ！
古都ペルージアでのウンブリア料理！肉料理を食べつくす！

年
月
日
※残存有効期間が90日間必要です。
（有効期限：2019年6月30日以降）

パスポート有効期限

旅券番号
―

現住所
(フリガナ)

電話番号

（

）

－

FAX

（

）

－

（

）

－

携帯電話
E-mail
ご住所

〒

－

電話番号

渡航中の
国内連絡先
お名前
部屋

2019年3月22日（金）～3月29日（金） 8日間
出発日限定

旅行者ご関係

□1人部屋 (お一人様につき、45,000円追加となります）
□2人部屋 (設定料金となります）

相部屋希望

様 と同室希望

□ハーフマラソン
□10kmファンラン（応援の方含む）

申込コース

□8日間コース

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

参加種目

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

■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。
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％

■マラソン登録料のキャンセル 2019年2月15日以降マルケ花のマラソン参加費及び弊社
手数料が発生致します。2月15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。

■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
合計額から「割引代金」を差し引いた金額をいいます。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。
■2018年11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。

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

マルケ花のマラソンはアマテラスイタリア
のHP, FaceBookで！

協力

■花のハーフマラソン＆ファンラン
今回で21回目を迎える歴史ある大会です。海岸
通りの美しいヤシ並木を走る平坦なコース。沿道に
は地元の方が総出で応援してくれます。
同時にファンラン（10㎞）も開催され、ゆっくり走り
たい方に大人気！地元のランニングクラブがお揃い
のTシャツで参加し、和気あいあいの楽しい雰囲気
です♪
イタリア屈指のビーチリゾートでのマラソン大会の雰
囲気を一緒に体験しましょう！
■ランナーのメディカルチェック（健康診断）
イタリアではマラソンなど運動競技に参加するアス
リートに対し、年一回のメディカルチェックを義務付
けています。地元の専門医院で、日本ではめったに
出来ないメディカルチェック体験をしてみましょう！

イタリアのランナーも元気‼

美しいヤシ並木！

制限時間＊

ハーフ：2時間30分、10kmファンラン：2時間

参加資格＊

ハーフ：18歳以上、 10kmファンラン：なし

完走賞

完走メダル、記録はHPからダウンロード

大会登録料

旅行代金に含みます。

メディカルチェック料

お揃いのTシャツ！楽しいファンラン！

本格的メディカルチェック！

1

交通機関

スケジュール（8日間）

3/22
（金）

航空機
専用車

午前 成田空港にて集合
午後 成田発✈航空機にてローマへ、到着後専用バスにてサンベネデット
デル トロントへ
サンベネデット泊（朝食× 昼食× 夕食✈）

3/23
（土）
2

専用車

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）
サンベネデット

利用ホテル

ペルージャ

プログレッソ又は同等
クラス
サンガッロパレス又は
ロゼッタ クラス

3/24
3 （日）

専用車

旅のおすすめ

アドリア海の絶景
コーネロ山からアドリア海
の絶景を見おろす。
真っ白な海岸と真っ青な
海の
海のコントラストが目にま
ぶしく印象的！「紅の豚」
の舞台になった景勝地！
山から海岸までゆっくりと
下りましょう。桜と見間違えるくらい良く似た満開の
アーモンドでお花見です！
早春の風が吹き抜ける海岸を気持ち良く散歩しましょ
う♪ナポレオンが作った砲台の遺跡もありますよ。

■ロベルトのワイナリーで
ナチュラルワインを堪能
山の中にあるロベルトのワイナリー。マルケ
ジャーノの作る、こだわりぬいたナチュラルワ
インを是非味わってください！すっと飲める
優しいのど越し♪本当に混じりけのないワ
インに感動します！

最少催行人員
添乗員

3/25
（月）
4

専用車

古都ペルージャ
ウンブリア州、州都の街
ペルージャ。紀元前時代
にトスカーナ地方に住んだ
「エトルリア人」の町が起
源。13世紀にはペルージ
ア大学が創設された歴史
的都市です。現在も中世
城塞都市であった頃の面影が色濃く残り、魅力的な
街並みは圧巻！ヴァンヌッチ通りは画家ラッファエロの
師匠の名前が由来で、ブティックやホテルなど多くの店
が並びいつも賑やか♪街歩きに最適です！

サンベネデット デル トロント泊（朝食○ 昼食〇 夕食〇）

成田空港より１名同行いたします。
スポーツリーダーも１名同行します。

5

6

2名１室
の場合

3/26
（火）

専用車

8日間398,000円

3/27
(水）

専用車

1名1室
の場合
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。

午前：高級ワインとして名高い、モンテファルコの生産者を訪問します。観
光で訪れることのない、丘陵のワイナリーで試飲しましょう。見学後アッシジ
に向かいます。アッシジで自由行動です。
午後：ペルージャに戻り、夕食まで自由行動です。
夕食：旅の打ち上げは、ペルージャのレストランで名物の‘肉‘料理を堪能
します。
ペルージャ泊（朝食○ 昼食× 夕食○）

朝食6回、昼食3回、夕食3回。
45,０００円（8日間）
※お一人様につき、上記料金が追加
となります。

午前：マルケ山間部のチーズは美味しい！生産者を訪問し、生産工程
を見学します。その後‘世界遺産の街‘ ウルビーノへ向かいます。
昼食：街を散策した後、素敵なレストランで地元料理を頂きます。
午後：昼食後ウンブリア州ペルージャを目指します。
到着後、自由行動です。
ペルージャ泊（朝食○ 昼食〇 夕食×）

ご旅行代金

■マルケは知る人ぞ知る
美食の州
海の幸と山の幸両方が楽しめる！数々の
魚介料理は勿論、オリーブの肉詰め（オ
リーベアスコラーナ）、豚の丸焼き（ポル
ケッタ）は絶品です♪
ぜひ味わってください！

午前：ロッソコーネロ山周辺からアドリア海を望む絶景を楽しみます。海岸
に出たら、真っ白な浜辺を歩きましょう。
昼食：ロッソコーネロ近郊のレストランで地元料理を頂きます。
午後：マルケはオリーブオイルも有名！生産者を訪問し、オリーブオイル作
りの話を聞きます。
夕食：サンベネデット最後の夜は地元の人でにぎわう食堂‘で絶品ローカ
ルフードを楽しみましょう。

8名

旅の3大特典！
★全行程専用車で移動！
★地元ならではのお食事が充実！
★自由時間をしっかり確保！

食事

午前：花のハーフマラソン＆10kmファンラン
午後：情熱家のマルキジャーニが作る、絶品ナチュラルワインのワイナ
リー訪問します。お待ちかねの試飲は、完走をお祝いする乾杯で始めま
しょう！現地でしか飲めない味と地元ㇾストランの‘魚介‘を使った前菜をお
楽しみください。
ホテルに戻った後は自由行動です。
サンベネデット デル トロント泊（朝食○ 昼食〇 夕食×）

※ホテルはシャワーのみの場合があります。

旅の見どころ

午前：朝一番で健康診断に向かいます。終了後、マルケ州の古い街アス
コリピチェーノでイタリア屈指と言われるポポロ広場を散策し、地元名物の
オリーベアスコラーナとポルケッタは美味しいですよ。
夕方：大会会場で受付します。夕食まで自由行動です。
夕食：地元の人でにぎわうレストランで前夜祭です。
サンベネデット デル トロント泊（朝食○ 昼食× 夕食〇）

旅行代金に含みます。
＊2018年実績より

日付

3/28
7 （木）

専用車
航空機

午前：出発まで自由時間 その後専用車にて空港へ ✈航空機にて
帰国の途へ
機内泊（朝食○ 昼食× 夕食✈）

8

3/29
（金）

航空機

午前：成田空港到着後、解散します
機内（朝食✈ 昼食× 夕食×）

◆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、マルケ花のマラソン登録料、現地でのメディカルチェック料
◆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（40,610円 ※2018年11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。
◆ご注意事項 ①マルケ花のマラソンのハーフ部門ご参加の方は、現地医療機関でのメディカルチェック（健康診断）が必要になります。全て弊社でアレンジ
致します。尚10㎞ファンラン部門ご参加の方のメディカルチェックは不要です。
②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。
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。

