
┹╆┹ふろゅに┹╆┹ふろゅに┹╆┹ふろゅに┹╆┹ふろゅに

ワ┻よワ┻よワ┻よワ┻よ畑畑畑畑

ぺぺぺぺすみよチろあすみよチろあすみよチろあすみよチろあ

いろけ┎へ╄ュろほいろけ┎へ╄ュろほいろけ┎へ╄ュろほいろけ┎へ╄ュろほ

ワ┻よワ┻よワ┻よワ┻よ

★★★★ ╂ほ′╂ほ′╂ほ′╂ほ′地区地区地区地区

ら┺]╊よテ┺ゼﾎ夏┎休暇┲過パブ〞別荘ﾏ現在┏ﾎら┺]╊よテ┺記念館┈ブ┆

一般ツ開ビ┬┆い┞ベﾏ丘┎¿┎高台┋あ┪ﾎ別荘ズ┩┏絶卓ゼ広ゼ┪┞ベﾏ

山猫┎社交‶ろよ┇使わ┬〞貴族┎館ﾏ

★★★★ーi景景a ーi景景a ーi景景a ーi景景a BoscograndeBoscograndeBoscograndeBoscogrande

ǖǹ名様限定 2016/10/14季⾦稀〜22(土稀9日間

＇ゅスコ￤テゅの軌跡をめぐる旅

~シチリゃ島・ょスュゃ島～

2004年から松祝スコ晶テ祝作品を定期的に配給してきてい柔ク抄ス署縮晶ター薯ショ薯承のスタッ傷酬参加含
偽山猫儀を始酋松祝スコ晶テ祝にまつわ柔エ除ソー書酬披露してく汁ます岸

貴族┎館ゼ並┳┇い┫旧腰街ﾏ貴族┎繁低

┈19世紀半┐┎┻』へ┹統一┋┨┫衰肭┲

留┡┆い┞ベﾏ

★★★★ えまほなえまほなえまほなえまほな リote景リote景リote景リote景 WagnerWagnerWagnerWagner

★★★★ぉよゃく╃ろ』ぉよゃく╃ろ』ぉよゃく╃ろ』ぉよゃく╃ろ』城城城城

ふ╇ろ′郊休ﾎ19世紀後半┋

ぉよゃく╃ろ』男爵┋┨┪建

┆┩┬別荘┈ブ┆使わ┬〞城

┇ベﾏ

★★★★ ーi景景a 景a ーi景景a 景a ーi景景a 景a ーi景景a 景a Co景ombaiaCo景ombaiaCo景ombaiaCo景ombaia鰺鰺鰺鰺別荘別荘別荘別荘鯲鯲鯲鯲

★★★★ふ╇ろ′ふ╇ろ′ふ╇ろ′ふ╇ろ′
世界遺産┎街ﾏ新腰街

┈┻けふ┈呼┐┬┫旧

腰街ズ┩┊┪ﾎ旧腰街

┏迷宮┋入┪込┳─┨

う┊中世┎街並┟┲残

ブ┞ベﾏ旧腰街┎えあ

ふち┏絶卓ﾏ

協力協力協力協力鰺鰺鰺鰺株株株株鯲鯲鯲鯲╆ま]ぇ┻よ』ろゃ‶はゃほ╆ま]ぇ┻よ』ろゃ‶はゃほ╆ま]ぇ┻よ』ろゃ‶はゃほ╆ま]ぇ┻よ』ろゃ‶はゃほ



最少催行人数鰡鰥疫 募集人員募集人員募集人員募集人員鰡鰡鰡鰡鰆鰌鰆鰌鰆鰌鰆鰌疫限定疫限定疫限定疫限定

食事鰡毎朝食れ昼1回れ夜フ回 液行鰡現地┎┟液行致ブ┞ベﾏ

航空会社鰡]┻]┻よ』ろゃ‶はゃほ┿┹ふ┻よ〈他予定鰺┿╊あつろ╆ふ]鯲

旅行旅行旅行旅行企画企画企画企画れれれれ手配手配手配手配鰡鰡鰡鰡株式会社株式会社株式会社株式会社く╀ほぇ┼ろゃく╀ほぇ┼ろゃく╀ほぇ┼ろゃく╀ほぇ┼ろゃ 東京都知事冩録旅行業3-6067号 東京都港区麻甑十番東京都港区麻甑十番東京都港区麻甑十番東京都港区麻甑十番鰆鰆鰆鰆ハハハハ鰄鰄鰄鰄ハハハハ鰈鰤鰈鰤鰈鰤鰈鰤ハハハハ鰈鰈鰈鰈05050505 一般嘘扱管理者鰡羽于野弘文

★ジ申込前┋パ熟読½ビい TョL:0フハ鰄鰛鰛鰈ハ鰥鰒鰒鰥 ヨャX:鰌鰒ハ6ブフペハホホホ0 ョハmai景: ita景iaモfortunaバneバjp

ﾖﾖﾖﾖパパパパ旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件ﾗﾗﾗﾗバ┎バ┎バ┎バ┎旅行旅行旅行旅行┏┏┏┏ﾚﾚﾚﾚ┹ちテふ]れ┹ちテふ]れ┹ちテふ]れ┹ちテふ]れ┻』へ┹┻』へ┹┻』へ┹┻』へ┹ﾛ㈱ﾛ㈱ﾛ㈱ﾛ㈱く╀ほぇ┼ろゃく╀ほぇ┼ろゃく╀ほぇ┼ろゃく╀ほぇ┼ろゃ企画企画企画企画れれれれ手配手配手配手配ベ┫旅行┇あ┪ﾎバ┎旅行┋参加ビ┬┫ジ客様┏当社┈唄注型手配旅

行契約┲締結ベ┫事┋┊┪┞ベﾏ契約ハ容┏えよくまッぇﾎ出冢前┎最終日程表ﾎ企画手配旅行約款┋┨┪┞ベﾏ

ﾖ旅行費用┋含┞┬┫┢┎ﾗ鰡旅行日程表┋明示ブ〞航空れ冐迎う]等┎交通機関┎運賃れ宿泊鰺鰈人部屋利用鯲れ

食事代鰺日程明示鯲れ現地係員費用れ団体行動中┎心付デﾏ

ﾖ費用┋含┞┬┊い┢┎ﾗ鰡前途以休┎費用ﾎ自宅ズ┩冢着空港┞┇┎交通費等れ成于空港使用料れ現地空港税れ特別燃油徴収税┊┉ﾏ

ﾖ旅行契約┎解除ﾗジ申込┟後ﾎ嘘┪消ブ料┲ジ支払いい〞─ヂバ┈┋┨┪ﾎい┄┇┢契約解除出来┞ベﾏ

え]たろぇ記載

氏疫(みろち袈)

□加入ベ┫鰺別途料蕚鯲 エ後日ﾎ弊社提携ケ代理店┨┪ジ申込書┲パ冐付い〞ブ┞ベﾏ □ブ┊い保険

□希望ベ┫鰺別途料蕚鯲□希望ブ┊い国ハ線様┈液室希望相部屋希望

e-mail□希望ベ┫鰺別途料蕚鰡145,000バ鯲 □希望ブ┊い一人部屋

年 男 日 鰺談効期限鰡 年 男 日鯲

エ残祁談効期間ゼ90日間必要┇ベﾏ鰺談効期限鰡2017年1男20日以降鯲

冢行年日

旅券番号

〒

TEL鰺 鯲 ん

FAX鰺 鯲 ん

留守宅

住所

〒

携帯電話鰡

TEL鰡鰺 鯲 /FAX : 鰺 鯲

現 住 所

鰺くへ╃ゃ鯲

19 年 男 日生男れ女

生 年 男 日性 別パ 氏 疫

旅行費用旅行費用旅行費用旅行費用鰡鰡鰡鰡旅行費用旅行費用旅行費用旅行費用鰡鰡鰡鰡鰊鰤鰥鰊鰤鰥鰊鰤鰥鰊鰤鰥鰊鰤鰥鰊鰤鰥鰊鰤鰥鰊鰤鰥，，，，鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌ババババ，，，，鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌ババババ

エ別途ﾎ成于れ現地空港税ﾎ航空保険料ﾎ燃油特別

付加税ゼ約27,760バ掛┪┞ベ鰺2016年5男現在鯲

一人部屋追加代蕚一人部屋追加代蕚一人部屋追加代蕚一人部屋追加代蕚鰡鰆鰊鰄鰆鰊鰄鰆鰊鰄鰆鰊鰄，，，，鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌鰌ババババ

エ相部屋┎方ゼい┩┃ブ┣┩┊い場合ﾎ追加料蕚ゼ

掛ズ┪┞ベ

エ‶よ╇ほ部屋┏ﾎ狭ヂ┊┫場合ゼパピい┞ベﾏ

国ハ線国ハ線国ハ線国ハ線手配手配手配手配鰡鰡鰡鰡別途別途別途別途ジジジジ問合問合問合問合ボボボボ½½½½ビいビいビいビいﾏﾏﾏﾏ

エ定員┋┊┪次第締┡切┪

ハハハハハハハハジ申込┟ズ┩パ出冢┞┇ジ申込┟ズ┩パ出冢┞┇ハハハハハハ

鰆鰆鰆鰆鰉鰉鰉鰉鰆鰆鰆鰆鰉鰉鰉鰉ジジジジ申込申込申込申込┟┟┟┟ジジジジ申込申込申込申込┟┟┟┟

申込書ﾎパ返冐鰺ヨa退ﾎ郵冐鯲

ジ申込蕚ﾎ鰆鰌鰌，鰌鰌鰌バ

22222222鰉鰉鰉鰉鰉鰉鰉鰉ジジジジ申込申込申込申込┟┟┟┟蕚蕚蕚蕚れジれジれジれジ振込振込振込振込┟┟┟┟ジジジジ申込申込申込申込┟┟┟┟蕚蕚蕚蕚れジれジれジれジ振込振込振込振込┟┟┟┟

¡井住友銀行 ヅ本木支店

鰺瀧鯲 鰛鰆鰊鰄鰮鰤鰄

口座疫鰡㈱く╀ほぇ┼ろゃ

フフフフ鰉鰉鰉鰉最終出冢案ハ最終出冢案ハ最終出冢案ハ最終出冢案ハ

パ出冢┎2週間前頃旅┎ブジ┪ﾎ

現地情報等ジ渡ブブ┞ベﾏ

ブブブブ鰉鰉鰉鰉残蕚残蕚残蕚残蕚┎パ┎パ┎パ┎パ請求請求請求請求

旅┎ブジ┪パ冐付┈液時┋残蕚┎

パ請求┲致ブ┞ベﾏ

5555バ  バ  バ  バ  パパパパ出冢出冢出冢出冢

締切締切締切締切┪┪┪┪鰡鰡鰡鰡鰤鰤鰤鰤鰓鰓鰓鰓鰆鰊鰆鰊鰆鰊鰆鰊鰺鰺鰺鰺水水水水鯲鯲鯲鯲

エエ 現地事情┋┨┪┤┠┲得ペ現地事情┋┨┪┤┠┲得ペ日程日程変更ベ┫場合ゼパピい┞ベ変更ベ┫場合ゼパピい┞ベ

旅行要項旅行要項旅行要項旅行要項

ご旅行代金昨ǖǹǹ％ご旅行代金昨ǖǹǹ％ご旅行代金昨ǖǹǹ％ご旅行代金昨ǖǹǹ％旅行開始後昨解除又朔無連絡不参加昨場合旅行開始後昨解除又朔無連絡不参加昨場合旅行開始後昨解除又朔無連絡不参加昨場合旅行開始後昨解除又朔無連絡不参加昨場合

ご旅行代金昨５ǹ％ご旅行代金昨５ǹ％ご旅行代金昨５ǹ％ご旅行代金昨５ǹ％旅行開始日昨前々日以降に解除す傘場合旅行開始日昨前々日以降に解除す傘場合旅行開始日昨前々日以降に解除す傘場合旅行開始日昨前々日以降に解除す傘場合

ご旅行代金昨ǘǹ％ご旅行代金昨ǘǹ％ご旅行代金昨ǘǹ％ご旅行代金昨ǘǹ％旅行開始日昨前日よ三起算し崎ǚǹ日目にあた傘日以降に解除す傘場合旅行開始日昨前日よ三起算し崎ǚǹ日目にあた傘日以降に解除す傘場合旅行開始日昨前日よ三起算し崎ǚǹ日目にあた傘日以降に解除す傘場合旅行開始日昨前日よ三起算し崎ǚǹ日目にあた傘日以降に解除す傘場合

れれれジれれれジれれれジれれれジ申込書申込書申込書申込書れれれれれれれれれれれれれれれジれれれジれれれジれれれジ申込書申込書申込書申込書れれれれれれれれれれれれ FAX:03FAX:03--64386438--99909990
記入日記入日記入日記入日鰡鰡鰡鰡 男男男男 日日日日

私┏ﾎ¿記┎海休旅行┋参加ベ┫事┋液意ブﾎババ┋½記各事項┲記入┎¿申ブ込┟致ブ┞ベﾏ

出冢日鰡出冢日鰡20162016年年1010男男1414日日

朝

×

仇

朝鰡┻]╄┹┨┪く┾へろ┋┆ゃたへへ

ゃたへ散策ﾎ買い物┉観ゲﾏ

鰺泊鰡ゃたへ Grand Hotel Santa Lucia鯲

専用車

航空機

┻]╄┹

ゃたへ

10/20

(木)
鰛

朝

機

専用車┋┆空港へ

(機中泊)

専用車

航空機

ゃたへズ┩

ひろみッえ経亞

成于へ

10/21

(蕚)
鰥

ぉよゃく╃ろ』城見学

昼食鰡Trattoria Gattopardo
世界遺産ふ╇ろ′見学

鰺泊鰡えまほな Grand Hotel Wagner鯲

機午前鰡成于着(予定)東京 成于

10/22

(土)
鰤

朝

×

×

島ハ┎絶好た┻よぇ┡ヅ┪

別荘鰺Villa la Colombaia鯲ﾎら┺]╊よテ┺┎ジ墓参┪ﾎ

┹ふ╋よ城等

鰺泊鰡┻]╄┹ Hotel Mare Blu鯲

専用車┻]╄┹

10/19

(水)
鰮

朝

×

×

えまほなズ┩ゃたへへ

く┾へろ┋┆┻]╄┹島へ

┎┳び┪島散策

鰺泊鰡┻]╄┹ Hotel Mare Blu鯲

専用車

航空機

く┾へろ

えまほな

ゃたへ経亞

┻]╄┹

10/18

(火)
鰄

朝

×

仇

撮影場所ﾎぇちソゆズ┪┎╂ほ′地区ﾎ

社交‶ろよ┎Villa Boscogrande等見学鰺休観┎┟鯲

鰺泊鰡えまほな Grand Hotel Wagner鯲

専用車えまほな

10/17
(男)

鰊

朝

昼

×

専用車

ふ╇ろ′

えまほな

10/16
(日)

鰒

朝

×

仇

朝腰ﾎ遺跡見学

鰺泊鰡Donnafugata Resort予定鯲

専用車

‶ふ╆ろ′

ふ╇ろ′

10/15
(土)

鰈

機

機

午後鰡成于冢→みろち経亞╂』ろゅ┹へ

着後鰡専用車┋┆せテほへ

鰺泊鰡‶ふ╆ろ′ Grand Hotel 予定鯲

航空機

専用車

東京 成于

ひろみッえ経亞

╂』ろゅ┹

‶ふ╆ろ′

10/14
(蕚)

鰆

食]╈[ュろほ移動都 腰 疫男 日

お申込み籗お問合せ：お申込み籗お問合せ：お申込み籗お問合せ：お申込み籗お問合せ： ※※※※ 先着順に崎締め切三擦す昨埼お早目昨お申し込札をお願い致し擦す。先着順に崎締め切三擦す昨埼お早目昨お申し込札をお願い致し擦す。先着順に崎締め切三擦す昨埼お早目昨お申し込札をお願い致し擦す。先着順に崎締め切三擦す昨埼お早目昨お申し込札をお願い致し擦す。

瓫瓫瓫瓫アマテ箐ス籗磹タ箛アアマテ箐ス籗磹タ箛アアマテ箐ス籗磹タ箛アアマテ箐ス籗磹タ箛ア𤭖𤭖𤭖𤭖 ㈱㈱㈱㈱フォ䈎ト磺籞ナフォ䈎ト磺籞ナフォ䈎ト磺籞ナフォ䈎ト磺籞ナ〒〒〒〒ゲケシゲケシゲケシゲケシギギギギケケサザケケサザケケサザケケサザ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ゲゲゲゲギギギギザザザザギギギギコズコズコズコズギギギギコケザコケザコケザコケザ

TテLセケゴTテLセケゴTテLセケゴTテLセケゴギギギギザジジコザジジコザジジコザジジコギギギギスゴゴス スゴゴス スゴゴス スゴゴス ／／／／ デヂXセケゴデヂXセケゴデヂXセケゴデヂXセケゴ－－－－シサゴスシサゴスシサゴスシサゴス－－－－ズズズケズズズケズズズケズズズケ リヵalリaリヵalリaリヵalリaリヵalリaチョヰrヵヶワaクワユクルヱチョヰrヵヶワaクワユクルヱチョヰrヵヶワaクワユクルヱチョヰrヵヶワaクワユクルヱ


