モンドセレクション授賞式典ツアー２０１９
ローマ５日間・ローマ＆フィレンツェ７日間
２０１９年６月２日（日）～６月６日（木）【５日間コース】
２０１９年６月２日（日）～６月８日（土）【７日間コース】

ガラデ

モンドセレクション会長夫妻

月 日
１ ２０１９年
６月２日
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２

６月３日
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ローマ イメージ
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関西/成田発

航空機
航空機
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（欧州内都市乗継）

ローマ着
ローマ

徒歩

ローマ イメージ

時刻

２０１８年 ガラディナーの様子

スケジュール

食 事

午前 各空港から空路、欧州内都市乗継ぎにてローマへ
夜

ローマ到着後合流、ホテルへ

【Rome Cavalieri Waldorf泊】

午前 フリータイム
午後 「モンドセレクション主催 授賞式典＆ガラディナー」

授賞式会場はご宿泊ホテル「ROME Cavalieri Waldorf」にて開催。
ガラデイナーは「VILLA MIANI]にて行われます。
★ガラディナー参加にはモンドセレクション事務局へ各自お申し込みが必
要です。１組あたり２名様までご招待、３名から有料

朝：ｘ
昼：機
夕：機

朝：○
昼：×
夕：×

【Rome Cavalieri Waldorf泊】
３

６月４日
（火）

４

６月５日
（水）

終日 フリータイム
希望者のみ 【モンドセレクション主催１日観光（別料金）】
（モンドセレクション事務局へ各自お申し込みが必要です）
【Rome Cavalieri Waldorf泊】

ローマ

朝：○
昼：×
夕：×

【５日間コース】

ローマ発
欧州内都市乗継

専用車
航空機

午前 アシスタントがローマ空港までお送りします。
欧州内乗継にて帰国の途へ（乗り継ぎはお客様ご自身でお手続
きをお願いします）
【機内泊】

朝：〇
昼：×
夕：×

【７日間コース】

ローマ発
フィレンツェ着

５

６月６日
（木）

列車

午前 ローマテルミニ駅からフィレンツェへ（所要１時間３０分程）
午後 フィレンツェ到着後、市内観光へ（市内レストランで昼食）
サンタマリアデルフィオーレ教会（入場）・サンタマリアノヴェッラ教
会（入場）、ベッキオ橋見学。夕刻ホテルチェックイン
【FIRENZE SINA VILLA MEDICI泊】

朝：〇
昼：〇
夕：×

【５日間コース】

関西/成田

航空機

朝：機

午前 関西/成田空港到着後、解散
【７日間コース】

フィレンツェ

６

６月７日
（金）

フィレンツェ発
（欧州内都市乗継）

７

６月８日
（土）

関西/成田着

専用車
航空機
航空機

終日 フリータイム
☆オプショナルツアー：午前半日ピサ観光
【FIRENZE SINA VILLA MEDICI泊】

朝：〇
昼 ：Ｘ
夕 ：Ｘ

午前 ホテルから空港へ
午後 空路、欧州内都市乗継にて帰国の途へ
午後

朝：○
昼：×
夕：機

【機内泊】

午前 関西/成田空港到着後、解散

朝：機
昼：Ｘ

■時間帯の目安：早朝＝04：01～06：00 朝＝06：01～08：00 午前＝08：01～12：00 午後＝12：01～18：00（昼＝12：01～14：00 夕刻＝16：01～18：00） 夜＝18：01～23：00 深夜＝23：01～04：00
■食事のマーク：〇＝食事あり Ｘ＝食事なし 機＝機内食

※上記日程は2019年3月18日現在を基準として作成いたしております。天候その他の事情により内容が一部変更になる場合があります。予めご了承ください。

企画協力：株式会社ライセンスジャパン 旅行企画・実施 ：

日通旅行㈱
大阪支店

【５日間コース】旅行期間：２０１９年６月２日（日）～６月６日（木）
■旅行代金（２名１室・エコノミークラス利用）：お一人様あたり

３８０,０００円

※関西空港施設使用料・保安料（３,０４０円）または成田空港施設使用料・保安料（２,６１０円）と
現地空港税（２０,４２０円）、国際観光税（１,０００円）、燃油サーチャージ（４１,６００円/２０１９年3月18日現
在）は含まれておりません。 燃油サーチャージは5月上旬に決定し、請求書にてお知らせいたします。

■お１人部屋追加代金：１１５,０００円（3泊分）

※ビジネスクラスのご希望はお問い合わせください

■最少催行人員：関西/成田発着計 ２５名
■食事条件：朝食3回・昼食0回・夕食0回（機内食を除く）
★：ガラディナーはモンドセレクション主催の食事会であり旅行代金にその参加費用は含まれておりません。

■利用予定航空会社：エールフランス航空（ＡＦ）、KLMオランダ航空（KL）
■利用予定ホテル：ローマ カバリエリ ウォルドーフ（ローマ）
※基本はツインルーム利用ですが、欧州のホテル事情によりダブルベッドのお部屋になる可能性もございます。

■添乗員：６月２日関西空港から６月５日ローマ発まで１名同行しお世話いたします。

【７日間コース】旅行期間：２０１９年６月２日（日）～６月８日（土）
■旅行代金（２名１室・エコノミークラス利用）：お一人様あたり

４６５,０００円

※関西空港施設使用料・保安料（３,０４０円）または成田空港施設使用料・保安料（２,６１０円）と
現地空港税（２０,４２０円）、国際観光税（１,０００円）、燃油サーチャージ（24,200円/2019年３月18日現在）は
含まれておりません。 燃油サーチャージは5月上旬に決定し、請求書にてお知らせいたします。

■お１人部屋追加代金：１７０,０００円（5泊分）

※ビジネスクラスのご希望はお問い合わせください

■最少催行人員：関西/成田発着計 １０名
■食事条件：朝食6回・昼食0回・夕食0回（機内食・ガラディナーを除く）
ウェスティン.バレンシア（イメージ）

★：ガラディナーはモンドセレクション主催の食事会であり旅行代金にその参加費用は含まれておりません。
バレンシア宿泊ホテル（イメージ （Tウェスティン））

■利用予定航空会社：エールフランス航空（ＡＦ）、KLMオランダ航空（KL）
■利用予定ホテル：ローマ カバリエリ ウォルドーフ（ローマ）
フィレンツェ シーナ ヴィラ メディチ（フィレンツェ）
※基本はツインルーム利用ですが、欧州のホテル事情によりダブルベッドのお部屋になる可能性もございます。

■添乗員：出発日の関西空港から最終日の関西空港まで１名同行いたします。成田空港発の方は
現地ホテル到着時から、フィレンツェ空港出発時まで同行します。
ローマ滞在中はモンドセレクション事務局公式推薦ホテル確約
ROME CAVALIERI WALDORF ASTORIA RESORT

ローマ市内を一望できるモンテマリオの丘に建ち、ホテル内にはミシュ
ラン三ッ星のレストランも入る５つ星ホテル（「世界ホテル案内」の基準による）。今
回の授賞式会場「VILLA MIANI」に隣接しており、ホテルから会場まで
は徒歩３分です。当ツアーでは２０室限定でご用意しております。
ROME CAVALIERI WALDORF ASTORIA RESORT
ホテルイメージ ホテルホームページより写真抜粋

モンドセレクション授賞式＊写真は過去の授賞式の様子
旅の目的である授賞式典・ガラディナーへの参加は経験豊富な弊社スタッ
フがサポートいたします。授賞式が初めての方も安心してご参加いただけま
す。服装や持ち物の事など、ご不明な点もお気軽にご相談ください。

２０１９年 授賞式の様子（バレンシアにて）
ガラディナーイメージ

授賞式＆ガラディナーの様子

サポートスタッフ イメージ

授賞式前後の出張
アレンジや他空港発
もご相談ください。
柔軟に対応させて
いただきます。
ガラディナー 全体イメージ

ガラディナーメニューリスト イメージ

ガラディナー料理イメージ

ローマで大仕事を終えたあとは･･･フィレンツェへ。【７日間コース】
授賞式を終えたあとは、高速鉄道でフィレンツェへ。フィ
レンツェ到着日午後からはサンタマリアデルフィオーレ
教会（大聖堂）、サンタマリアノヴェッラ教会、ベッキオ橋
（ポンテベッキオ）をガイドがご案内します。また、イタリア
の食事は日本人の口に合うものも多く、ピザ、パスタを始
め、ジェラート等のスィーツ食べ歩きもお楽しみの一つで
す。
ラッツケラービアハウス

（イメージ）
フィレンツェ イメージ

宿泊ホテル：SINA VILLA MEDICI
AUTOGRAPH COLLECTION
（サンタマリアノヴェラ駅近く）

オプショナルツアー（５日目午前中予定）
ピサ半日観光 最少催行人員：８名様

SINA VILLA MEDICI AUTOGRAPH COLLECTION HOTEL イメージ

フィレンツェのご宿泊先も５つ星ホテルをご用意しており
ます（「世界ホテル案内」の基準による）。１９世紀の建
物を利用したホテルは美しい庭園を併設しており、庭
園を囲む部屋の内装はモダンなスタイルやクラシック
なスタイルなど、それぞれ異なります。

ピサの斜塔 イメージ

フィレンツェから列車で約１時
間。せっかくなのでピサの斜塔
も観にいきましょう！
フィレンツェからだと午前中に
出発すれば、お昼過ぎには
帰って来られます。午後からは
フィレンツェでお買い物も楽し
めます（専用バス利用/日本
語ガイド付き：参加費１人あた
り１５,０００円）。

～お申し込みからご出発までの流れ～
①下記のお申込先までお電話にて空席照会をお願いいたします。
◆日通旅行 大阪支店 （０６-6232-0163）
◆その際、ご希望の出発地、参加ご希望人数、必要なお部屋数をお知らせください。

②参加申込書と手続き案内書をお送りします。
◆参加申込書に必要事項をご記入後、案内書に記載の期日までに日通旅行大阪支店へご返送ください。
◆あわせて申込金５０，０００円のお振込みをお願いします。

③５月上旬に残金のご請求書をお送りしますので、期日までにお振り込みください
ますようお願いします。
【お振込み先】 三井住友銀行 近畿第一支店 普通口座：５７１７０３４
口座名義：ニッツウリョコウ（カ

参加申込み（電話受付）締切日 ２０１９年４月２５日（木）
※航空座席・ホテル室数に限りがございますため、締切日
よりも早期に受付終了させていただくことがあります。

写真について：掲載されている写真は撮影時のアングル・天候など諸条件により、実際にご覧になる景観とは異なる場合があります。また、「イメージ」と付記されている写真は、旅行日程とは関係ない旅行目的
地のイメージ、旅情等を表現したものです。

ご旅行条件（抜粋） お申し込みいただく前に別途お渡しする「海外募集型企画旅行条件書」を必ずお読みください 。
〔募集型企画旅行契約〕
●この旅行は、日通旅行株式会社大阪支店（大阪市中央区北浜
1-1-6、観光庁長官登録旅行業第1937号） (以下「当社」といいま
す。) が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様
は当社と募集型企画旅行契約（以下｢旅行契約｣といいます。）を
締結することとなります。
●旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お
渡しする海外募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）
及び当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕
●当社所定の旅行申し込み書にご記入の上、下記の申込金を添
えてお申し込みいただきます。
申込金 ５０,０００円（お１人様につき）
●申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。
●お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申し込
み金の受理をもって成立するものといたします。
〔旅行代金のお支払い〕
●残金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって21日目に
あたる日より前にお支払いいただきます。
〔旅行代金に含まれるもの〕
●旅行日程に明示した利用交通機関の運賃・料金、観光料金
（バス料金、ガイド料金、入場料） ●旅行日程に明示した宿泊の
料金及び税・サービス料（バス・トイレ付き２人部屋に２人ずつの
宿泊を基準とします） ●旅行日程に明示した食事の料金●手荷
物運搬料金（原則としてお１人様１個。ただし、航空会社の規定重
量、容積、個数の範囲内） ●団体行動に必要な心付●添乗員の
同行費用
〔旅行代金に含まれないもの（税別）〕
●旅券印紙代証紙代（11,000円～16,000円）●査証料、予防接種
料金、海外旅行保険料●渡航手続取扱料金（お客様ご自身が作
成、申請された場合は不要です。）
1）出入国記録書その他を当社で作成したとき………4,000円（税別）
2）旅券申請書を作成代行したとき……………………3,500円（税別）
3)査証申請書類を当社で作成・取得したとき（1ヵ国） 4,000円（税別）
●超過手荷物料金●飲み物代、クリーニング代、電報電話料、ホ
テルのボーイ・メイド等に対する心付●追加飲食代その他個人的
性質の諸費用及びそれに伴う税金・サービス料●お一人部屋を
利用される場合の追加代金●日本国内における自宅から発着空
港（または集合／解散場所）までの交通費・宿泊料●希望者のみ
参加するオプショナルツアーの代金●お客様の傷害・疾病に対す
る医療費●国内空港施設使用料●海外空港税●燃油付加運賃
●国際観光旅客税●ガラディナー参加費
〔旅行契約内容・代金の変更〕
●当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することが
あります。詳しくは、「条件書」によります。

〔取消料〕
●お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除する
ことができます。当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由
によるお取消の場合も下記取消料をいただきます。
解除時期等

取消料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって30～3日目

旅行代金の 20％

旅行開始日の前々日、前日、当日の解除

旅行代金の 50％

旅行開始後の解除又は無連絡不参加

旅行代金の 100％

〔当社の責任〕
●当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損
害を賠償いたします（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意ま
たは重大な過失がある場合を除きお１人15万円までとし、損害発生
の翌日から起算して21日以内に通知された場合）。その他は「条件
書」によります。
〔特別補償〕
●当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ
偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の
損害について補償金及び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」
によります。
〔旅程保証〕
●旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更
の内容に応じて変更補償金を支払います。詳しくは「条件書」により
ます。
〔お客様の責任〕
●当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反す
る行為により当社が 損害を被った時はお客様から損害の賠償を申
し受けます。
〔クレジットカード利用の通信契約〕
●当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」
といいます。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受
けること（以下「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通
信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場
合、会員は「出発日」「旅行名」に加えて「カード名」「カード番号」
「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
●通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合、当社
が受諾した時に成立し、その他の通信手段による申し込みの場合
は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立する
ものとします。
●通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基
づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者
の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった
日となります。

企画協力 株式会社ライセンスジャパン
担当：堤 ・ 渡 部
〒530-0076 大阪市北区大淀中2-1-1 OGAWA BLD 5F

TEL：06-6451-7444 FAX：06-6451-7168
電話受付：月～金 09：00～16：00 土・日・祝休業

〔最少催行人員〕
●中面に記載
●最少催行人員に満たない場合、旅行の実施を中止するこ
とがあります。ただし、この場合旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって23日目にあたる日より前に通知いたします。
〔最終日程表の交付時期〕
●確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された
最終日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、
旅行開始日の7日前以降にお申し込みいただいた場合には
旅行開始日当日に交付することがあります。
なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状
況についてご説明いたします。
〔個人情報の取り扱いについて〕
●当社は、旅行申し込みの際にお申込書にご記入いただき
ましたお客様の個人情報について、お客様との間の連絡の
ために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただ
いた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等
及び手配代行者に提供させていただきます。
〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
この旅行条件は、下記の日付を基準としています。
2019年3月18日
旅行企画・実施

日通旅行㈱
大阪支店
観光庁長官登録旅行業第1937号

（旅券のご案内）
今回のご旅行ではイタリア出国時に９０日以上残存期間の
ある旅券が必要です。日本国籍以外の方につきましては査
証が必要となる場合がございます。
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取
引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不
明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

※ 外務省の「海外安全情報」について：渡航先（国又は地
域）によっては、「外務省海外安全情報」等、国・地域の渡航
に関する情報が出されている場合があります。
「外務省海外安全ホームページ：
http://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。
※渡航先(国または地域)の衛生状況について：「厚生労働
省検疫感染症情報ホームページ：http://www.forth.go.jp/」
でご確認ください。

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施 日通旅行株式会社大阪支店
総合旅行業務取扱管理者 ： 嶋 利幸

担当：信 本（のぶもと） ・ 服部
〒541-0041 大阪市中央区北浜1-1-6 日通北浜ビル3F

TEL：06-6232-0163 FAX：06-6232-0157
電話受付 月～金 9：00～18：00 土・日・祝休業

