5月〜2019.6月出発

成田発
2019.
羽田発

安心の 頼れる

添乗員同行の旅
コモ

トリノ

バローロ

ジェノバ

imp
070-A

■パンフレット有効期限

2019年1月4日〜2019年1月31日

※メイン画像：世界遺産チンクエテッレ／マナローラ村
（イメージ）

チンクエテッレ

話題の 世 界 遺 産 チンクエテッレ、コモ湖クルーズ、ワイナリー見学、
トリノ、ジェノバを効率よく巡る
電話/来店受付

1/4 ㊎ 午前11: 00
来店/電話

北イタリア6

もりだくさん

日間

10万円

【成田発着】5/7・9・12・14・26・28・30、
6/11・13・18・20出発
【羽田発着】5/16・19・23、6/2・6出発

■ツアーコード：TI-KMI0007 ■旅行代金：6日間/大人お1人様(2・3名1室利用時) （注）燃油サーチャージ・国内空港施設使用料・空港保安料・国際観光旅客税・海外空港諸税および宿泊税が
別途必要です。 旅行代金に燃油サーチャージは含まれておりません。燃油サーチャージは今後変動する可能性があり、その場合は目安金額から増額または減額となります。最終的なお支払い金
額はご出発の40日前を目安（遅くとも35日前まで）に確定し、ご旅行代金とともにご出発前にお支払いいただきます。
【空港諸税について】以下の代金は旅行代金に含まれておりませんので別途お支払いください。①燃油サーチャージ（目安：21,000円）②成田空港施設使用料（大人 2,090円/子供1,050円）
③成田空港旅客保安サービス料（520円/大人・子供同額）④羽田空港施設使用料（大人2,570円/子供1,280円）⑤羽田空港旅客保安サービス料（100円/大人・子供同額）⑥国際観光旅客税
（1,000円/大人・子供同額）⑦海外空港諸税（6,800円/大人・子供同額）⑧イタリア宿泊税 ①～⑦は販売店にてご出発前に、⑧は現地にてお支払いいただきます。
（金額は2018年12月3日現在）

観光

北イタリアを効率よくめぐる
4つの 世 界 遺 産 を含む充実の観光付

●ローカル列車に乗って海岸線に佇む
世 界 遺 産 チンクエテッレの２つの村を訪問

マナローラ村
（イメージ）

●避暑地で有名なコモ湖では
貸切クルーズへご案内

コモ湖
（イメージ）

リヴィエラ海岸の端、断崖絶壁が
続く海岸線に佇む可愛らしい５つ
の 村チンクエテッレ。当ツアーで
は、「ヴェルナッツァ村」と「マナ
ローラ村」の２つの村をローカル
列車に乗って訪問します。

●世 界 遺 産 バローロのワイナリー
見学とワイン試飲体験

ワイナリー
（イメージ）

●北イタリアを代表する都市トリノ・ジェノバも訪れます

スケジュール

日

【●：入場観光 ◎：下車・外観観光 ○：車窓観光】

【成田空港発着】
【羽田空港発着】
1 成田(15：15～19：30)発
(乗継)
羽田(19：40～21：10)発 (乗継)
【機中泊】 空路、
【機中泊】
空路、
ミラノへ。
ミラノへ。
ミラノ
（06：30～08：05)着。
ミラノ
（06：30)着。
歩く度 ❶
午前 着後、 コモへ（50km/約1時間）
コモ湖貸切クルーズ（約40分）
ヨーロッパ随一の避暑地として知られるコモ湖ではクルーズからの景色や散
策をお楽しみください。
2
クルーズ後、自由散策
トリノへ(125km/約2時間30分)
午後
夕刻 トリノ自由散策（約1時間）
世 界 遺 産 王宮や、
ドゥオモなど各自散策をお楽しみください。
その後、ホテルへご案内
【トリノ泊】
夜
歩く度 ❷
8:00
アルバへ(75km/約1時間30分）
9:30 世 界 遺 産 バローロのワイナリー見学と試飲（約90分）
11:00 ワインで有名なバローロ村でワイナリーの見学と試飲をお楽しみください。
ジェノバへ(160km/約2時間30分）
3
ジェノベーゼパスタの昼食へご案内
14:30 ジェノバ観光（約2時間30分）
18:00 世 界 遺 産 ◎レ・ストラーデ・ヌオーベとロッリの邸宅群
朝・昼【ジェノバ泊】
ホテルへご案内

8:00

歩く度 ❷
レバントへ(80km/約1時間30分）
チンクエテッレ観光（約2時間30分）
ローカル列車に乗って◎ヴェルナッツァ村、◎マナローラ村を訪れます。
4
14:00
ミラノへ(220km/約4時間)
ミラノ風カツレツの夕食へご案内
朝・夕【ミラノ泊】
19:30 ホテルへご案内
世界遺産

朝
空港へご案内
5 ミラノ(12：30～13：30)発
(乗継)空路、帰国の途へ。
世 界 遺 産 王宮
（イメージ）
/トリノ

フェラーリ広場
（イメージ）
/ジェノバ

成田(13：50～14：20)着。
6
着後、解散となります。

ミラノ(12：30～13：30)発

朝【機中泊】 (乗継)空路、
帰国の途へ。

朝【機中泊】

羽田(12：20～12：50)着。
着後、解散となります。

≪旅行条件≫■日本発着時利用航空会社：中国国際航空
15名

■添乗員：同行

■最少催行人数：

■食事（機内食除く）
：基本プラン/朝3昼1夕1

アレンジプラン/朝3昼2夕2

食事

■利用ホテル：スターホテル マジェスティック

またはＣクラス（トリノ）、スターホテル プレジデントまたはＣクラス（ジェノバ）、
セントジョンまたはＣクラス（ミラノ）※ホテルクラスはグレードの高いホテルか
らAクラス(デラックス)→Bクラス(スーペリア)→Cクラス(スタンダード)となり

2日目 昼食：
トマトスパゲッティとチキン

ます。 ■１人部屋追加代金（相部屋不可）
：33,000円

3日目 夕食：鱈の煮込み

同額

■子供代金：大人と

※2歳未満のお子様のご参加はご遠慮いただいております。 ※ご利

用ホテルリスト、代替都市までの距離・所要時間、諸注意事項はインプレッソイ
タリアパンフレット掲載の内容に準じます。 ※燃油サーチャージの金額はご
出発の40日前を目安に（遅くとも35日前迄に）確定し、ご旅行代金とともに

追加代金（お1人様）

8,000円

■送迎：添乗員がご一緒します ■最少催行人員：4名
■取消料：ツアー本体に準じます■ご出発3週間前までにお申込みください。
■食事：昼食1回、夕食1回（飲み物別）
※急遽現地事情によりメニューは変更となる場合がございます。

ご出発前にお支払いただきます。 ※掲載のフライトスケジュールは2018年12月3日現在のものとなります。 ※座席位置のご希望は承れません。 ※各都
市の宿泊は、見本市開催期間に当たる場合、日程表に掲載外の代替ホテルへ変更となる場合がございます。 ※各都市の宿泊は、現地習慣によりシャワーのみで
バスタブのない部屋となります。(バスタブ付の部屋になる場合もございます。)

※各都市のホテルは部屋により広さ、仕様が異なる場合がございます。 ※3名

様１室のお申し込みは2名様と1名様に分かれた部屋のご利用となる場合がございます。その際は1人部屋追加代金はいただきません。3名1室利用の場合、2人
部屋に簡易ベッドを入れての3名様利用となるため大変手狭となります。また簡易ベッドの搬入はチェックイン後となります。あらかじめご了承くださいませ。 ※
掲載代金の適用期間は2019年1月4日〜2019年1月31日の申込みに有効です。掲載商品は適用期間内でも満席に達し次第販売終了となります。また、適
用期間内に満席に達しない場合は、適用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。また、掲載の商品はオンライン受付もございます。 ※ご予約はお
１人様（１グループ）につき１店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご予約はご遠慮ください。 ※現地事情や天候により、またミサや休館により観光内
容・順序が変更となる場合がございます。 ※日程表内の美術館や教会内の絵画等は貸し出し、修復等でご覧いただけない場合もございます。予めご了承くださ
い。 ※空港～ホテル間の移動及び観光は他のお客様とご一緒していただく場合がございます。 ※ホテル・空港・列車でのポーターサービスはついておりませ
ん。お荷物はご自身で運んでいただきます。 ※ホテル出発時間により、朝食はボックスブレックファーストになる場合がございます。 ※ご旅行申し込み時（遅く
てもご出発１５日前まで）に、パスポート番号・有効期限・生年月日を必ず担当者へお知らせください。

●イタリア国内へ宿泊する旅行者を対象に宿泊都市

により「宿泊税」が課税されます。お1人様1泊あたり0.8～7ユーロをチェックアウト時にお支払いいただきます。尚、宿泊税は現地事情により予告なく変更と
なる可能性がございます。また、現状課税対象外都市においても「宿泊税」の課税が検討されており、
「宿泊税」が導入される予定です。予めご了承ください。
※当コースは「60+」対象外となります。

共通のご案内

※お申込みの際、必ずお読みください
（詳しくは、impressoパンフレット最新号にてご確認ください）

日本国籍の方のビザ
（査証）
について

お買い物についてのご注意

■時間帯の目安

朝
午前
昼
午後
夕刻
夜
深夜
●パスポートの有効期限はイタリア出国時3ヶ月以上必要。※日本国籍以外の方は、上記とは異なります。ご自身 ・お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入してください。 早朝
04:00〜 06:00〜 08:00〜 12:00〜 13:00〜 16:00〜 18:00〜 23:00〜
にて自国及び渡航先の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせのうえ、必要な手続きをお済ませください。

歩く度

徒 歩 観 光 が ど の 程 度 含 ま れ て い るか を
3段階の“歩く度数”で表します。
（日程表内）

歩く度 ❶ …1日の徒歩観光時間が2時間未満

歩く度 ❷ …1日の徒歩観光時間が2時間～3時間30分未満

歩く度 ❸ …1日の徒歩観光時間が3時間30分以上

徒歩観光はできる限り連続で歩き続けることがないよう休憩などを適宜入れて行程を組んでおりますが、歩く度3は一日の観光においてほぼ徒歩観光となります。なお各自散策の時間は除きます。

旅行条件書（要旨）※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。
１ 募集型企画旅行契約

２ 旅行のお申込みと契約の成立

この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と募集型
企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書
（全文）、
ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）
によります。

４ お客様の確認事項

現
 在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確認のう
（１）
え、
ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、
ビザをご用意ください。
（２）
渡
 航先の「海外安全情報」
「海外感染症情報」のご確認、および「たびレジ」のご登録をお願いします。
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/ たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

５ その他

（１）
コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。 （２）
より安心してご旅行
いただくために、
ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。
（3）特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。
（一部有料。歩
行に自信がない、病気による食事制限があるなど）

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話でお
申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金をお支払いいた
だきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。
申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して
出発日の前日から起算して
さかのぼって60日目にあたる日まで
さかのぼって61日目以前
（※）
50万円以上
10万円以上旅行代金まで
10万円以上旅行代金の20％以内
30万円以上50万円未満
5万円以上旅行代金まで
5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満
3万円以上旅行代金まで
3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満
2万円以上旅行代金まで
2万円以上旅行代金の20％以内
10万円未満
旅行代金の20％以上旅行代金まで
旅行代金の20％

旅行代金
（おひとり）

※次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第 724号

〒163-6028 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー28階
弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、
ご意見等ございましたら下記までご連絡ください。

（株）
エイチ・アイ・エス お客様相談室
（平日10：00〜18：30

TEL.03-5908-2505

土・日・祝はお休みとさせていただきます）

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に
関する責任者です。この契約に関し担当者からの説明にご不明
な点があれば、
総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

●お申し込み・お問い合わせは…

３ 取消料
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、
いつで
も旅行契約を解除出来ます。
7/20〜8/31、
特定日：4/27〜5/6、
12/20〜1/7
旅行契約の取消日
特定日に
特定日以外に
（旅行開始日の前日起算） 開始する旅行 開始する旅行
65歳 65歳 65歳 65歳
ご旅行開始時のご年齢
未満 以上 未満 以上
無料

無料

30日前以降〜21日前以前 20％ 10％ 20％

40日前〜31日以前

無料

10％

無料

20日前以降〜3日前以前 20％ 15％ 20％ 15％
2日前～当日の旅行開始前 50％ 40％ 50％ 40％
旅行開始後
または無連絡不参加

100％

100％

