日本から初参加！イタリアを知り尽くした旅人と行く！

イタリア マルケ州で美食を味わう！
マルケ マラソンを楽しむ！
6日間、8日間コース

・初めて走る日本人になろう！
シュロの並木を駆ける花のハーフマラソン＆10kmファンラン！

・あなたは知っている？
マルケはイタリア屈指の美食の州！海の幸、山の幸 食べまくり！

・古代ローマ人が感動！
アドリア海の絶景、真っ白なビーチをハイキング！

・現地でしか味わえない！
生産者がこだわりきった、ナチュラルワインは絶品！

・ローマ時代を感じよう！
古道Via Appia Anticaを歩けば気分はローマ人！
お申込み・お問い合わせは

マルケ マラソン

検索

企画会社
『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
Email italia@fortuna.ne.jp

イタリア マルケ便り！ 第一便
マルケ州 ご存知ですか？
・中部イタリア東海岸、アドリア海に面しアッペ
ニーノ山脈が背後にそびえる、海、山、芸術、
美食などが一度に楽しめる贅沢な州！イタリ
ア屈指のヤシ並木を駆け抜ける、南国情緒あ
ふれた ハーフマラソン！そして、10kmのファ
ンランはゆっくりと！ 沿道の応援にこたえな
がら、ビーチリゾートを楽しく走りましょう！

・魚貝は勿論、トリュフ、オリーブ、キノコ、ジビエ
、など豊かな食材に恵まれ、ワインや、ペコリーノ
などのチーズも豊富なイタリア屈指の美食の州！
マルケ特有の前菜は、種類が豊富で満足します
よ！さらに、魚貝のフライ「ペッシェフリット」、大粒
オリーブの肉詰め「オリーベアスコラーナ」、子豚
の丸焼き「ポルケッタ」、細いパスタ「マッケッロン
チーニ・ディ・カンポフィローネ」など 郷土料理は
どれも絶品です！

マルケ花のハーフマラソン
アドリア海に面したビーチリゾートの街、サンベネデット
デル トロントで開催される、マルケ花のマラソンは今回
で19回目を迎える比較的新しい大会です。ハーフマラ
ソンのコースは海岸に設定され、美しいヤシの街路樹
を走る、イタリア人中心のローカルな大会です。
同時にファンラン（10.5㎞）も開催され、ゆっくりと街
並みを走ることができます！
当日のパスタパーティーは地元料理学校の生徒が腕
を振るってくれます♪ サンベネ
デットデ
ルトロン
日本から唯一のオフィシャルツアーになります。他の都
ト
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。

トップ選手は真剣‼

ヤシの街路樹を
走る！

制限時間

2時間45分

参加資格

ハーフ, 10.5kmファンラン：18歳以上

完走賞

完走メダル

大会登録料

旅行代金に含みます。※当日のパスタパーティ費用含む

旅の見どころ
■マルケ州の海と山を
アドリア海に面し風光明媚
なマルケ州は見どころ満載。
どこまでも続く海岸線や
小山をウォーキングしたり、
早春のシッビリーニ山脈を
抜けて中世の街ウルビーノ
を訪問。
普通のツアーではまず行く
事のない場所や街を訪ねま
す。アクティブな皆さん向けに計画したコースを是非ご自身の足で
お楽しみください。ご褒美は美味しいワインと食べ物です！

■ローマを走って観光
ローマは一日にしてならず。
街全体が史跡と言って過
言ではありません！早朝の
街には、ローカルランナーが
います。あなたも一緒に
ローマを走ってみませんか、
新しい発見がありますよ。
翌日は近郊の中世の街を
歩きましょう。お腹が空いたら
美味しいもの食べに街にくりだ
しましょう♪定番パスタの「カルボナーラ」や「サルティンボッカ」など
の肉料理をお楽しみ下さい。

旅の食べどころ
■アドリア海の海の幸
アドリア海は海の幸の宝庫！魚貝のおまかせ前菜
をたのむと、それだけでお腹一杯！きりっと冷えた白
ワイン ベルディッキオとの相性は抜群♪魚介類の
スープ「ブロデット」や干しダラ料理「ストッカフィッソ・
アッランコニターナ」も日本人の口に良く合います！
是非お試しください！！

■マルケ州のワインとチーズ生産者
マルケ州には有名な赤ワイン「モンテプルツｲアーノ・
ダブルッツオ」、「ロッソ・コーネロ」があり、ワイナリー
は必見！また山間部ではペコリーノチーズなど美味
しいチーズもたくさんあります！

日付

スケジュール

交通機関

3/23
（金）

航空機

専用車

６日間

８日間

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✈）

3/24
（土）

専用車

午前 マルケ州の古い街、アスコリピチェーノと周辺をハイキング
午後：ホテルへ、大会受付を済ませ、終了後サンベネデットの街を散策
夕食：地元の人でにぎわう、マルケらしい大きなレストランで前夜祭
サンベネデット デル トロント泊（朝食○ 昼食× 夕食〇）

3/25
（日）

専用車

午前：花のハーフマラソン＆10kmファンラン
昼食：地元の料理学校の生徒が作った‘完走パスタ‘を頂きます。
午後：情熱家の生産者が作る絶品ナチュラルワインのワイナリー訪問。同ワイナリーで、おつまみと現地でしか飲めない味をお楽しみください。
サンベネ
デットデ
ルトロン
ト

サンベネデット デル トロント泊（朝食○ 昼食〇 夕方軽食）
3/26
（月）

専用車

午前：ロッソコーネロ山周辺からアドリア海を望む絶景ハイキングし、‘世界遺産の街‘ウルビーノへ
昼食：ウルビーノ近郊のレストランで地元料理を頂きます。昼食後は自由散策です。
夕食 : 盛り沢山な前菜の地元料理で打ち上げパーティーです。
サンベネデット デル トロント泊（朝食○ 昼食○ 夕食〇）

3/27
（火）

専用車
(６日間
コース 航空機）

午前：専用車にてローマへ移動し、空港へ
✈航空機にて帰国の途へ

午前：専用車にてローマへ移動（途中でご帰国の方がいらっしゃる場合、
空港を経由します）
午後：ホテル着後、自由行動

機内泊（朝食○ 昼食× 夕食✈）

3/28
（水）

専用車 （６日間
コース 航空機）

午前：成田空港到着後、解散します

ローマ泊（朝食○ 昼食× 夕食×）
午前：観光では行く事のないローマ時代の古道が残るVia Appia
Antica（旧アッピア街道）をハイキング
午後：近郊のペコリーノチーズ生産者、ワイナリーを訪問
夕食：ローマっ子御用達のレストランでお別れ会

（朝食✈ 昼食× 夕食×）
3/29
（木）

ローマ泊（朝食○ 昼食× 夕食○）
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

専用車 航空機

機内泊（朝食○ 昼食× 夕食✈）
航空機

3/30
（金）

午前：成田空港到着後、解散します
（朝食✈ 昼食× 夕食×）

ご旅行条件

ご旅行代金

成田
※成田以外の都市からご出発をご希望の方はお問い合わせ
下さい。

出発地

利用航空会社

利用ホテル

6日間 343,000円
8日間 373,000円

２名１室
利用

エコノミークラス
サンベネデット デル トロント
ローマ

未定

２８，０００円（6日間）
４２，０００円（8日間）

１名部屋
追加代金

※お一人でお申込みの場合は追加代金が必要になります。

※ホテルはシャワーのみの場合があります。

日程表記載の食事回数

食事条件
最少催行人員

添乗員

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。

発地別
追加代金

弊社までお問い合わせください。

10名
成田空港よりスポーツリーダーが１名同行します。

◆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または10.5kmファンラン登録料。
◆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、成田空港施設使用料、現地空港税等 約22,860円（2017年12月現在）。
※燃油サーチャージ、現地空港税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。

申込期限 2018年2月9日（金）

・・・申込書・・・

マルケマラソン

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：

フリガナ

月

日

性 別

お名前
□男
パスポート
記載氏名
(ローマ字)

生 年 月 日
西暦

年

パスポート有効期限

旅券番号

―

現住所
(フリガナ)

月

（

□女

〒

検索

日

歳）

年
月
日
※残存有効期間が90日間必要です。
（有効期限：2018年6月30日以降）
電話番号

（

）

－

FAX

（

）

－

（

）

－

携帯電話
E-mail

渡航中の
国内連絡先

1人部屋

ご住所

〒

－

電話番号

お名前

旅行者ご関係

□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）

申込コース

参加種目

□8日間コース

旅行保険

□S

□M

□L

様 と同室希望

□ハーフマラソン

□6日間コース

Tシャツサイズ

相部屋希望

□XL

□10.5kmファンラン（応援の方含
む）

所属チーム名

※特になければ結構です

□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
■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 85,000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：羽田野孜
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。
■旅行条件要旨基準日 この旅行条件要旨は、2017年12月15日です。旅行代
金は、2017年12月15日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則
を基準として算出しております。

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 2017年2月10日以降マルケ花のマラソン参加費、パスタパーティー参加費
及び弊社手数料が発生致します。2月10日以降にキャンセルされた場合、申込金から10,000円を引かせ
ていただきます。

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 マラソン」で検索！！

