
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。

モンツァサーキットは、ミラノから北15kmほどの、モンツァ
国立公園内にあります。ミラノ中央駅から、サーキット最寄
り駅「Monza（モンツァ）」までは、イタリア国鉄で15分
程度。※列車の本数が少ないので事前に時刻表を確認し
ましょう。ガリバリディ駅からのが列車本数は多いですが、
中央駅から地下鉄で２駅の移動が必要です。モンツァ駅
からサーキットのある公園のバス停まではシャトルバスが
運行しています。（20分程ですが渋滞状況により異なり
ます。)バス停からモンツァ公園内の森道を徒歩約30分で
メインゲートに到着。
決勝の日曜日のみミラノ中央駅⇔LESMO（レズモ）特別
列車が運行されます。

１ 募集型企画旅行契約

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。
３ 取消料

（1）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「海外危険情報」「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/

４ お客様の確認事項

（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）

5 その他

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。

２ 旅行のお申込みと契約の成立

【ご利用条件・ご注意】該当国内区間の手配が完了した時点以降、該当国内区間も本体ツアーと併せて、一つの募集型企画旅行の範囲として取り扱い致します。なお、以下
の条件が適用されます。※上記代金は国際線、国内線共にエコノミークラス利用時の追加代金となります。上記代金の他に空港施設使用料が別途必要となります。※往復
同一区間に限ります。※上記代金は、日本国内都市～東京(成田又は羽田)間を結ぶ国内線手配の往復代金となります。※予約が満席でご用意できない場合には、上記追
加代金適用となりませんのでご了承ください。※乗継便に最適な時間帯の航空便を用意できない場合があります。航空機以外の費用・宿泊を伴う場合の宿泊代はお客様
負担となります。※国内線～国際線の乗り継ぎにおいて、万一乗り遅れお客様の不都合が生じても当社は責任を負いません。

日本国籍の方のビザ（査証）について 燃油サーチャージについて

旅行条件書（要旨）※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。

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Ciaoヨーロッパパンフレット最新号にてご確認ください。）

旅行代金の額
30万円以上

15万円以上30万円未満
15万円未満

申込金（お一人様）
60,000円以上旅行代金まで
30,000円以上旅行代金まで
20,000円以上旅行代金まで

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算して

特定日以外に
開始する旅行

特定日に
開始する旅行

40日前～31日前
30日前以降～3日前以前
2日前～旅行開始日

旅行開始後または無連絡不参加

無料旅行代金の10％
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100

●イタリア：査証条件：日本国籍ビザ（査証）なし
渡航条件：シェンゲン協定加盟国出国時90日以上必要

●日本国籍以外の方は、上記とは異なります。
●ご自身にて自国及び渡航先の領事館、入国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だい。

●旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請によ
り燃油サーチャージの増減、廃止があった際も旅行代金に変更はございません。
また、為替レートの変動による過不足については追加徴収または返金はいたし
ません。

現地危惧情報・衛生情報

■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧

●渡航先（国又は地域）によっては、外務省危険情報など安全関係の情報が出されて
いる場合があります。外務省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）などで確
認ください。

●渡航先（国又は地域）の衛生情報は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症
情報」ホームページ（http://www.forth.go.jp）でご確認ください。

●表示代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時
に徴収することを義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支
払い下さい。
●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があ
ります。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。
●日本円目安額は日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております（10
円未満切り上げ）。請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、
それ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。実際の請求額は、ご旅
行のお申し込みを頂いた時点での換算となります。

空港諸税等について

お買い物についてのご注意
●お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

国名 税・料の名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円
目安額

2017年3月現在

幼児子供

成田国際空港施設使用料 大人：2,090円 / 子供：1,050円

520円（大人・子供同額）成田空港旅客保安サービス料

ー 対象 不要国際線出発

ー 対象 不要国際線出発

18.36ユーロ出国料（ミラノ） ￥2,310 対象 不要国際線（EU行き）/国内線出発・乗継

2.91ユーロ保安料（ミラノ） ￥370 対象 不要国際線/国内線出発・乗継

2.15ユーロ荷物保安料（ミラノ） ￥270 対象 不要国際線/国内線出発

0.86ユーロ ￥120 対象 不要国際線/国内線出発旅客サービス料（ミラノ）

10ユーロ ￥1,240 対象 不要国際線/国内線出発カウンシルシティタックス（各都市）

日本

イタリア

■時間帯の目安

モンツァ公園までの
シャトルバス

サーキットの最寄り駅
「Monza（モンツァ）」

早 朝 朝 午 前 昼

04：00～ 06：00～ 08：00～ 12：00～

午 後 夕 刻 夜 深夜

13：00～ 16：00～ 18：00～ 23：00～

夕 刻夕 刻

●旅行企画・実施

●お申し込み・お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業第724号 JATA会員 〒163-6029 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 オークタワー 29階

スポーツイベントセクション
http://www.sports-his.com

東 京 03-5360-4681
横 浜 045-410-1571

＜営業時間＞月～金曜／ 11:00 ～ 19:30　土曜／ 11:00 ～ 18:30　日曜・祝日／ 11:00 ～ 18:00
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル1F　総合旅行業務取扱管理者　生岡 陽

＜営業時間＞月～土曜・ 日曜・祝日／ 11:00 ～ 19:00
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11F　総合旅行業務取扱管理者　稲葉 敬昭

F1イタリアGP2017 観戦ツアー

日本各地発着プラン 日本国内各都市からお手頃な追加代金にて出発頂けます。

16,000円（往復代金/片道利用時半額）
発着空港：札幌、名古屋、伊丹、関空、福岡、函館、青森、仙台、新潟、小松、広島、熊本、長崎、鹿児島、沖縄

F1観戦のみの6日間コースもございます。 詳しくは下記へお問い合わせください。

Ferrariの聖地
「マラネロ」充実観光 ＆

 

                      　
  イモラサーキット見

学付

Ferrari提携ホテル
「マラネロ・ビレッジ」に

宿泊

COURSE  DATA
コース名： アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ 
              （37年連続67回目）

コース全長： 5,793km

周回数： 53周

トータル距離： 306.720km

初開催： 1950年

創設： 1922年 世界で3番目に古いクラッシックコース

アクセス： 
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パンフレット有効期間：2017年4月10日～8月20日

※写真はすべてイメージです。

※写真はすべてイメージです。



※写真はすべてイメージです。

【ご注意】観戦スタンドアレンジ後の変更・キャンセルは、追加代金の全額（100％）のお取消料がかかります。手配完了後はいかなる理由の取消もご返金は
一切出来かねますので、予めご了承下さい。※空席状況により、ご希望の観戦スタンドにてご用意出来ない場合もございます。為替レートの変動により追加
代金が変わる場合もございます。※他の観戦スタンドも手配可能です。お問い合わせください。

【ツアー条件】■日本発着時利用航空会社：アリタリア-イタリア航空　■食事：朝6・昼2　■添乗員：なし。現地係員　■最少催行人数：1名様。但し、お1人
様でのご参加の場合、別途1人部屋追加代金が必要になります。　■利用ホテル：ミラノ：＜スタンダードクラスホテル＞クリスタッロモキンバ、＜スーペリア
クラスホテル＞アンドレオラ・セントラル、マラネロ：マラネロ・ビレッジ　■延泊：可（最大旅行日数：22日間）

【延泊時のご注意】延泊代金は、1名様1室利用の場合、倍額必要となります。延泊をして日本帰着時が、土・日にあたる場合10,000円(エコノミークラス、プレミ
アエコノミークラス)、30,000円(ビジネスクラス)が別途必要となります。  
【3名1室利用について】現地事情により3名1室利用の場合、人数分のベットがご用意出来ない場合がございます。ベッドの台数が2台もしくは、1台のご利用で
3名同室のご承諾が頂ける場合のみ承っております。予めご了承下さい。  
【イタリアへご旅行のお客様へ】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3～7ユーロをチェック
イン又はチェックアウト時にお支払いいただきます。予めご了承ください。 

CI RCUI T  MAP

LESMO

PRIMA
VARIANTE

ASCARI PARABOLICA

SCH EDULETOU R  POI N T

STAN D  A R R A N G E M E N T

PRICE

8/29（火）
ミラノ泊

日程 宿泊地&食事

成田 AZ787便（12：45）発｠   （直行）空路、ミラノへ。　ミラノ（18：30）着。
着後、係員と共にホテルへ。 ※日本語アシスタント同行

8/30（水）

マラネロ泊
【朝・昼】「フェラーリ博物館」、「フェラーリ本社工場見学」、「エンツォ・フェラーリ生家博物館」にご案内します。

昼食は、フェラーリ公認レストラン「CAVALLINO」又は「MONTANA」へご案内します。
宿泊は、フェラーリ提携ホテル「マラネロ・ビレッジ」に宿泊。

8/31（木）

ミラノ泊
【朝・昼】

9/4（月） 機内泊
【朝】

現地係員と共に空港へ。※日本語アシスタント同行
ミラノ AZ786便（15：25）発    （直行）空路、帰国の途へ。

9/5（火） 成田（10：45）着　着後、解散となります。

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

観戦スタンド

もっと快適で優雅な空の旅を

FIRST VARIANT（屋根なしスタンド）MAIN STRAIGHT（屋根付きスタンド） GENERAL
ADMISSION

2221a21b

232018 191615

5 3f 2e
4

1 27d
26a 26b 26c

28c 29b 30a 24
25

14

入場券
（席なし）6a,8b6b,8a6c26b,426a26c1

13
12

6c6b

8b
8a

6a

10

9

21c21d21e

1

2

3

45

6

7

8

9
10

11

ホテルグレード スーペリアクラスホテルスタンダードクラスホテル

ミラノ宿泊ホテル アンドレオラ・セントラル  中央駅徒歩2分クリスタッロ・モキンバ  中央駅徒歩5分

368,000円
78,000円 / 20,000円

398,000円
95,000円 / 25,000円

マラネロ宿泊ホテル

8/29（火）出発 8日間

1人部屋追加代金 / 延泊代金

【フェラーリ提携ホテル】 マラネロ・ビレッジ

Ferrariの聖地「マラネロ」充実観光付！

イモラサーキット見学 ＆ バルサミコ酢工場見学

9/1（金）
9/2（土）
9/3（日）

ミラノ泊
【朝】

F1イタリアGP2017観戦

アリタリア-イタリア航空
ミラノ往復直行便利用！　1 中央駅から徒歩2～5分の

好アクセスなホテルをセレクト！3

F1チケットは
General Admission（入場券）付！
　

ホテルアレンジも可能です。お問い合わせください。

追加代金にて、お好きな観戦スタンドへのアレンジ可能です。（アレンジ料金表参照）

4

イモラサーキット見学付！5

空港⇔ホテル間往復
安心の日本語アシスタント同行！2

ヨーロッパラウンドのフィナーレを飾る伝統の一戦 ！スタンドが赤色のティフォシで埋まる光景は圧巻。第13戦 イタリアＧＰ

Fe r r a r iの聖地「マラネロ」充実観光付！

フェラーリ博物館
「ギャレリア・フェラーリ」見学
歴代のF1マシンやロードカーが3つのフロアに分かれ
て展示されており、フェラーリのレースとスポーツカー
製造の歴史を一挙に見ることができます。展示されて
いるレーシングカーは1950年代の葉巻型から20台以
上のマシンが並べられており、ファンなら大興奮。1台
1台じっくりいつまでも見ていたくなります。
※館内は自由見学となります。

フェラーリにちなんだ
名店での昼食
フェラーリ公認レストラン「CAVALLINO」（左写真）また
は、歴代フェラーリドライバーや関係者が通う
「MONTANA」(右写真)のどちらかにご案内いたします。
どちらも、店内の装飾品を見るだけでも必見の価値
あるレストランです。

フェラーリ本社工場
見学ツアー（45分）
1日2回しか開催されない予約制の工場主催見学
ツアー。フェラーリの服を着た社員たちが行きかう姿
にテンションもアップ。
(ご注意)フェラーリ試運転用サーキット、フェラーリ工場の面したエンツォ 
フェラーリ通りを走りますが、工場内には行きません。専用バスから降りるこ
とは出来ず、ツアー中の写真、ビデオ撮影などは一切厳禁となります。専門
の英語ガイドになり、日本語アシスタントもバスに乗車しますが、通訳は禁止
されています。

エンツォ・フェラーリ生家博物館
見学
2012年3月10日にオープンした「MUSEO CASA 
ENZO FERRARI（エンツォ・フェラーリの生家博物
館）」。エンツォ・フェラーリの生家を改装して作った、
イタリア車の博物館。館内には、フェラーリ、マゼラー
ティ、フィアット、アルファロメオの歴代のクラシッ
クカーが展示されています。
※館内は自由見学となります。

バスにてサーキット内を2周走行（アイルトンセナ像
立ち寄り含む）、ピットビルディング見学、ポディウ
ム（表彰台）にて記念写真撮影、Dekra Towerか
らトラックを一望見学。
※所要時間は1.5時間です。サーキット側の都合により、当日内容が一
部変更になる場合もございます。
イモラサーキット・・・1994年F1サンマリノGPでアイルトン・セナが事
故死したサーキット。現在も様々なレースで使用されています。

人口約1万7千人と小さな街は、個人で行くとなるとアクセスが困難ですが、ツアーバスなら楽ラク。
マラネロに宿泊しますので、各見学箇所もゆっくり見学できます。

燃油サーチャージ含む 今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止があった際も旅行代金の
変更はございません。※尚、国内空港の施設使用料・空港保安料および海外空港諸税は別途必要となります。
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F1イタリアGP 2017観戦ツアー

※赤字表記：おすすめスタンド

おすすめスタンド

F1観戦チケットアレンジ追加代金 基本観戦席23,000円38,000円54,000円37,000円54,000円SOLD OUT77,000円

バスにてサーキット内を2周走行（アイルトンセナ像立ち寄り含む）、ピットビルディング見学、ポディウ
ム（表彰台）にて記念写真撮影、Dekra Towerからトラックを一望見学。
※イモラサーキット見学ツアーは、1.5時間です。サーキット側の都合により、当日内容が一部変更になる場合もご
ざいます。イモラからミラノへ戻る途中、バルサミコ酢の産地モデナにて「バルサミコ酢工場見学」にご案内します。

F1観戦チケット：General Admission(入場券) ※追加代金にてお好みの観戦スタンドにアレンジ可能です。
9/1（金） フリー走行① 10：00-11：30 / フリー走行② 14：00-15：30
9/2（土） フリー走行③ 11：00-12：00 / 予選 14：00
9/3（日） 決勝 14：00
※サーキットまではお客様ご自身でのご移動となります。
※9/1(金)・9/2(土)の往路のみ希望者はサーキットまでスタッフが同行しご案内いたします。（列車+バス+徒歩）

26b
6c
8a

赤色のティフォシに埋もれたい、レース終了後コース上で騒ぎたいならこのスタンド。
シケイン内側の人気スタンド。シケインエリアでは最も観やすく人気スタンドです。
シケイン外側の人気スタンド。8bがLOWER（下段）席で、8aがUPPER（上段）席の為、観やすいです。 

せっかくだからミラノ観光もしたい！ というかたはオプショナルツアーをご用意しております。お問い合わせください。

プレミアムエコノミークラス・ビジネスクラスへのグレードアップ

プレミアムエコノミークラス
追加代金  140,000円 追加代金  360,000円
（お1人様往復/片道利用可。
片道利用の場合半額）

専用のアメニティキッドや優先搭
乗、足元のスペースはエコノミーク
ラスより20%広く、長時間の空の旅
を快適にお過ごしいただけます。

ビジネスクラス

（お1人様往復/片道利用不可）

グローバル・トラベラー紙「ベスト・エアライン・キュイ
ジーヌ賞」（最優秀機内食賞）を2年連続受賞した機
内食ではイタリア各州の郷土料理が楽しめます。ま
たソムリエが料理に最もあったワインを提供。食文化
誇るイタリアの旅を機内からお楽しみいただけます。 

※ビジネスクラス利用時の日本国内線追加代金は、裏面とは異なります。お問い合わせください。

ポディウム
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