羽田発・成田着

★★ 参加者募集 ★★
【旅行期間】 ２０１４年７月１０日(木)～７月１７日(木) ８日間
【旅行代金】 おひとり様（２名１室利用） ３１８，０００円
＊＊＊
燃油サーチャージ目安額43,000円・羽田空港施設使用料2,570円・現地空港諸税約3,500円が別途必要となります。 ※いずれも2014年3月25日現在料金
ラ･ピナ サイクリングマラソンのエントリー費用55ユーロ（概算7,900円/2014年3月20日現在）とエントリー代行手数料500円が別途必要となります。

オフィシャルツアー参加者

大会コースの途中

感動のゴールシーン

ゴール前のラストスパート

完走ディナーパーティー

※写真はいずれも以前のツアーの様子です。

Pinarello最新モデルをレンタル

2014ツアー
2014ツアーの
ツアーのポイント

サンボルト峠

★安心の
安心の

大会当日サポート
大会当日サポート！
★憧れのピナレロ本社工場
見学！
ピナレロ本社工場を見学！
★ピナレロ社主催
ピナレロ社主催、
社主催、大会前日ランチパーティー
大会前日ランチパーティー＆
ランチパーティー＆完走ディナーパーティー
完走ディナーパーティーへ
ディナーパーティーへ

特別招待！

★充実の
充実のオプショナルツアーをご
オプショナルツアーをご用意
をご用意！
用意！
①LAオリンピック
LAオリンピック金
オリンピック金メダリストで
メダリストでツール・
ツール・ド・フランスでも
フランスでも活躍
でも活躍した
活躍した

がご案内する
案内する「
する「ワイナリーツーリング」
ワイナリーツーリング」
エロス・
エロス・ポーリ氏
ポーリ氏がご案内
ツーリング
ツー
リング」
」
サンボルト峠
サンボルト峠 リング

②ジロ・
ジロ・デ・イタリアの
イタリアのコースになったこともある
コースになったこともある名峠
になったこともある名峠を
名峠を走る「

ヴェネチア観光
★ピナレロ社
ピナレロ社最新モデル
レンタル！
最新モデルの
モデルのバイクをレンタル！
③

トレヴィーゾの市場

ピナレロ本社工場

イベント企画 ： 株式会社ティンバー･プラネット

エロス・ポーリ氏がサポートするツーリング

後援 ： ピナレロジャパン

ワイナリー訪問

ヴェネチアの町並み

旅行企画･実施 ： トップツアー株式会社

■日程表
日次 月日
1

地

名

7/10
（木）

現地時刻
22:00

日

程

食事

宿泊地

旅行代金（おひとり様／2名1室利用）

318,000円

羽田空港国際線ターミナル集合

※1人部屋追加代金 ： 55,000円
2

7/11
（金）

羽田

00:30

羽田発、エミレーツ航空にてドバイ乗り継ぎヴェネチアへ

ヴェネチア
トレヴィーゾ

14:05
夕刻

到着後、専用バスにてトレヴィーゾへ
到着後、ホテルへ
※ホテルにてレンタルバイクの受け渡し（予定）

夕）－
トレヴィーゾ

3

午前

7/12
（土）

午後

市内周辺試走会

朝）○

昼食は、ピナレロ社主催の特別招待ランチパーティー
※ホテル～ランチ会場は往復送迎有

昼）○

自転車にてスタート地点下見

夕）－

ラ・ピナ サイクリングマラソン2014 概要
■開催日時 2014年7月13日（日）
■競技種目
・グランフォンド（約169km）
07:45スタート ⇒ 17:00ゴールクローズ
・メディオフォンド（約118km）
07:45スタート ⇒ 14:00ゴールクローズ
・グルメフォンド（約118km）
09:30スタート ⇒ 13:00終了
■参加資格
・グランフォンド、メディオフォンド
19歳～65歳のサイクリング経験のある健康な男女
・グルメフォンド
10歳以上の健康な男女（ライセンス不要）
※大会参加には医師の診断書が必要となります。
※オフィシャルツアー参加者で大会へ参加される場合、旅行
保険への加入が必須となります。（保険料は各自負担）
■大会主催 Pinarello社（イタリア自転車協会公認大会）
■大会エントリー諸経費
・大会エントリー費用 55ユーロ（約7,900円）
・エントリー代行手数料 500円
■エントリー締切日 2014年5月28日（水）
※大会参加には必ず事前のエントリーが必要です。
※確定金額については旅行代金残額ご請求の際、ご案内
させていただきます。
※気象条件等により大会が中止となった場合でも、大会エン
トリー諸経費の払戻しはありません。予めご了承ください。
※大会参加にはヘルメット、スペアタイヤチューブ、タイヤ
レバー、空気ポンプ、ウェア一式が必要です。
※レンタルバイク利用者はペダルをご持参ください。
※グルメフォンドに関して自転車の規制は特にありませんが、
スポーツバイクでの参加をおすすめします。

同上
4

終日

7/13
（日）

夜

「ラ・ピナ サイクリングマラソン」
サイクリングマラソン」参加
○グランフォンド ○メディオフォンド ○グルメフォンド
※ホテル～スタート地点は各自自走していただきます。

朝）○

夕食は、ピナレロ社主催の特別招待ディナーパーティー
※ホテル～ディナー会場は往復送迎有

夕）○

昼）－

同上
5

終日

7/14
（月）

自由行動
オプショナルツアー（OP）をお楽しみください。
【OP】エロス･ポーリ氏がご案内するワイナリーツーリング
【OP】トレヴィーゾ市内観光

朝）○
昼）－
夕）－
同上

6

終日

7/15
（火）

自由行動
オプショナルツアー（OP）をお楽しみください。
【OP】サンボルト峠ツーリング
【OP】ヴェネチア観光

朝）○
昼）－
夕）－
同上

7

7/16
（水）

トレヴィーゾ
ヴェネチア

午前
15:50

専用バスにてピナレロ社工場見学の後、ヴェネチアへ
エミレーツ航空にてドバイ乗り継ぎ帰国の途へ

朝）○
機中

8

7/17
（木）

成田

17:35

上記旅行代金には以下のものは含まれていません。
別途お支払いただきます。
・燃油サーチャージ（4・5月発券時の目安額） 43,000円
・羽田空港施設使用料 2,570円
・現地空港諸税 約3,500円
・大会エントリー費用およびエントリー代行手数料（下記参照）
※各確定金額については旅行代金残額ご請求の際、ご案内
させていただきます。
※現地発着ツアーのご用意もあります。詳しくは下記取扱店舗
へお問い合わせください。

到着後、解散
レンタルバイクのご案内

※往路は羽田発、復路は成田着となりますので、ご注意ください。
■利用航空会社／エミレーツ航空（EK）
■利用ホテル／ホテル・ルライス・モナコ（トレヴィーゾ）
■食事／朝5回・昼1回・夕1回（機内食を除く。昼食1回および夕食1回はピナレロ本社による特別招待パーティーです。）
■募集人員／30名
■申込締切日／2014年5月9日（金） ※ただし定員になり次第締め切らせていただきます。
■最少催行人員／20名
■添乗員／全行程同行します。

■ロードバイク 35,000円／1台
・グランフォンド、メディオフォンド参加者用
・車種未定（ピナレロ最新モデル）
■フラットバーロード（クロスバイク） 15,000円／1台
・グルメフォンド参加者用
・車種はトレビゾを予定
※レンタルバイクの申込締切日 2014年5月2日（金）
※車種の指定はできませんので、予めご了承ください。
※レンタルバイクはお買い取りも可能です。
詳しくはピナレロジャパンへお問い合わせください。
TEL 072-238-0039

旅行条件＜
に定める取引条件説明書面及
旅行条件＜要約＞
要約＞ 詳しい旅行条件
しい旅行条件を
旅行条件を説明した
説明した書面
した書面をお
書面をお渡
をお渡しいたしますので、
しいたしますので、事前にご
事前にご確認
にご確認の
確認の上お申込みください
申込みください。
みください。本旅行条件書は
本旅行条件書は、旅行業法第12条
旅行業法第 条の4に
める取引条件説明書面及び
取引条件説明書面及び同法第12条
同法第 条の5
に定める契約書面
める契約書面の
契約書面の一部となります
一部となります。
となります。この条件
この条件に
条件に定めのない事項
めのない事項は
事項は、当社旅行業約款（
当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の
募集型企画旅行契約の部）によります。
によります。当社旅行業約款をご
当社旅行業約款をご希望
をご希望の
希望の方は当社にご
当社にご請求
にご請求ください
請求ください。
ください。

この旅行は、トップツアー株式会社One’sトラベルサロン（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行で
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
ことになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフレットの記載内容および別途お渡しする旅行条件書、確
定書面（クーポン類または最終日程表）ならびに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

４、旅行契約の解除
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消日とは、
お客様が当社またはお申込店の営業日・営業時間内に旅行契約を解除する旨をお申し出いただいた日とします。
旅行契約の解除期日

取消料

１．お申し込み方法と旅行契約の成立
(1)当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記のお申込金を添えてお申込みください。
お申込金は旅行代金、取消料または違約料の一部または全部として取扱います。(2)旅行契約は、当社が締
結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。

旅行開始日がピーク時の時、旅行開始日前日から起算してさか
のぼって40日目にあたる日から31日目にあたる日まで

旅行代金の１０％

２、お申込金(お1人様につき)

旅行開始日の前日からさかのぼって30日目にあたる日から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から当日まで

旅行代金の５０％

旅行開始後または無連絡不参加の場合

旅行代金の１００％

お申込金： 50,000円
３．旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等の運賃、宿泊料金、食事料金、観光料金(ガイド料金、入場
料)、手荷物運搬料金、団体行動中のチップ。行程に含まれない交通費、空港税、運送機関の課す付加運賃・
料金（燃油サーチャージなど）等ならびに個人的性質の諸費用は含まれていません。

●ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日ま
でをいいます。
※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱営業者での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、ご不明

●この旅行条件・旅行代金は2014年3月20日現在を基準としております。
な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

【旅行企画・
旅行企画・実施／
実施／お申し込み・お問い合わせ】
わせ】

One’
One’sトラベルサロン
観光庁長官登録旅行業第38号
〒150-0002

一般社団法人日本旅行業協会正会員

東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10階

営業日・営業時間／11:00～19:00（休業日：火・祝祭日）

ボンド保証会員

TEL 03-57665766-0218

総合旅行業務取扱管理者／奥山康喜

FAX 03-5766-0253

