COURSE DATA
イモラサーキット見 学

パ ンフレット有 効期間：2018年4月25日〜8月20日

コースデータ

H.I.S.のお客様だけの

プライベートツアー

事故死したサーキットとして有名ですが、
他にもいくつもの名勝負を誕生させてきたイモラサーキット。
サーキット見学ツアーでは、バスにてサーキット内を走行し
コース説明しながらご案内します。

「 観 光 」を楽しむ

●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）

1994年Ｆ1サンマリノGPでアイルトン・セナが

●コース全長： 5,793km

●周回数： 53周

●初開催： 1950年

●最多勝利ドライバー： M.シューマッハ
（５勝）

●トータル距離： 306.720km
サーキット
（イメージ）

Formula 1

アクセス
イモラサーキット
（イメージ）

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。

ツアー中には、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、コントロールルーム見学、
タンブレロコーナーのセナ像もご覧いただけます。

ITALIAN GRAND PRIX

セナ像
（イメージ）

©T.OKADA

©T.OKADA

サーキットの最寄り駅
「Monza
（モンツァ）
」

モンツァ公園までの
シャトルバス

ミラノのシンボルである大聖堂「ドゥオモ」や
レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作「最後の晩餐」を所有する
ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世
（イメージ）

ミラノ観光
（イメージ）

サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会等、歴史的建造物や
美術品も見逃せません。
オプショナルツアー 『ミラノお散歩ツアー』
せっかくミラノに来たのにドゥオモを見ないともったいない！
3日間（金・土・日）
Ｆ1観戦した方向けツアーで、添乗員がドゥオモ、
ヴィットリオエマニュエレ2世のガレリア、スカラ座周辺を徒歩にて
ご案内いたします。
■代金：3,800円(地下鉄乗車券込) ■最少催行人数：2名様 ■時間：8時頃〜2.5時間
■食事：なし ■運行会社：H.I.S.ローマ支店

マラネロ ＆ イモラ観 光 は 浜 島 裕 英 氏 が 同 行しご 案 内！
※8/29・30の2日間、終日ツアーバスに乗車いたします。

フェラーリの内部を知る浜島氏にマラネロを案内してもらえる貴重なチャンス
タイヤのことはもちろん、昔のF1話や、在籍していたフェラーリチーム内の話、
ここだけのドライバー裏話など普段の解説では聞けないことをたっぷり聞いちゃいましょう。
9/1予選終了後の夜には、
オプショナルツアー
（追加代金）
で
※詳細は後日発表
「ハミーの決勝前日大予想＆ディナー」開催いたします。

浜島裕英氏プロフィール
ブリヂストン入社後、基礎技術研究、乗車用タイヤ開発を経て、モータースポーツ用タイヤの開発を担当。インディカー、F2等のタイヤ開発に携わる。1997年〜2010年のブリヂスト
ンがF1参戦の全期間である14年に渡って総指揮を執られており、2012年〜2014年には、スクーデリア・フェラーリのビークル＆タイヤ・インタラクション・デベロップディレクターに就
任。2016年〜現在、SUPER GT及びスーパーフォミュラに参戦するチームCERUMOの総監督に就任されご活躍中。

Ferrari提携ホテル「マラネロ
・ビレッジ」に宿泊

日本国籍の方のビザ（査証）について

空港諸税等について

※日本国籍ビザ（査証）
なし旅券残存有効期限
●イタリア：出国時３ヶ月以上
※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。

・旅行代金に空港諸税等は含まておりません。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でお支払いください。
・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。
・下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております。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。

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。

■ 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

パルマ
イモラ

1950年から毎シーズン、

マラネロ

世界中のファンから愛され続ける理由をマラネロで感じる。

サン・マリノ

フィレンツェ
ローマ

・渡航先（国又は地域）
によっては外務省安全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
ので、外務省ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp) などでご確認下さい。
・渡航先（国又は地域）の衛生状況は、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/)でご確認下さい。
燃油サーチャージについて
・旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び条件下
に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）
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又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の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ご返金はいたしません。

日本

イタリア
（ミラノ）

税・料額
（現地通貨）

対象

日本円
目安額

子供

幼児

成田国際空港施設使用料

大人：
￥2,090 子供：
￥1,050

国際線出発

ー

対象

不要

成田国際空港施設使用料

￥520
（大人・子供同額）

国際線出発

ー

対象

不要

荷物保安料

1.64ユーロ

国際線・国内線出発

¥220

対象

不要

旅客サービス料

1.15ユーロ

国際線・国内線出発

¥160

対象

不要

カウンシルシティタックス

9ユーロ

国際線・国内線出発

¥1,190

対象

不要

搭乗料

14.54ユーロ

国際線・乗り継ぎ

¥1,920

対象

不要

国際線・乗り継ぎ

¥530

対象

不要

保安料

4ユーロ

Ferrariの聖地

１ 募集型企画旅行契約

旅行代金の額

申込金（お一人様）

30万円以上

60,000円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満

30,000円以上旅行代金まで

15万円未満

20,000円以上旅行代金まで

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F1マシンは
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、
ミュージアム
（外観）

早朝

朝

午前

昼

午後

夕刻

夜

深夜

04：00〜

06：00〜

08：00〜

12：00〜

13：00〜

16：00〜

18：00〜

23：00〜

フェラーリ本 社 工 場 見学

30日前以降〜3日前以前

旅行代金の20％

2日前〜旅行開始日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100

スポーツイベントセクション

横浜

H.I.S.のお客様だけの

プライベートツアー

専門のガイドが工場の敷地内をご案内します。
※見学ツアーは、フェラーリ試運転用サーキット、フェラーリ工場に面したエンツォフェラーリ通りを
走行しますが、工場内には入りません。ツアー中専用バスから降りることは出来ず、
写真・動画撮影は一切禁止となります。専門の英語又はイタリア語ガイドになりますが、
通訳ガイドも乗車しますので途中通訳を入れながらご案内いたします。
（ツアー所要時間：約45分）
※見学内容は都合により変更になる場合があります。

5 その他

工場見学(イメージ)

（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）

エンツォ・フェラーリ生 家 博 物 館 見 学

5 その他

03-5360 -4681
045 - 410 -1571

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。

専用バスに乗車し、

４ お客様の確認事項

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 （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
行契約を解除出来ます。
行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。
特定日：4/27〜5/6、
7/20〜8/31、12/20〜1/7 （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。
旅行契約の取消日
特定日に
特定日以外に
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
旅行開始日の前日から起算して 開始する旅行
開始する旅行
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/
旅行代金の10％
無料
40日前〜31日前
たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

●お申し込み・お問い合わせ

東京

歴代のF1マシンやロードカーがフロアに分かれて展示されて

■ 時間帯の目安

３ 取消料

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。

フェラーリミュージアム見 学

「マラネロ」充実観光 ＆ イモラサーキット見学付

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。
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。

ミュージアム
（イメージ）

ラ観 光 は
マラネ ロ ＆ イモ
しご 案 内！
浜 島 裕 英 氏が同 行

2018年3月現 在

税・料の名称

国名

現地安全情報・衛生情報

２ 旅行のお申込みと契約の成立

ドゥオモ
（イメージ）

F 1イタリアG P 観 戦ツアー 2 0 18

ミラノ

F 1 観戦のみの６日間コースもございます。詳しくは下記の店舗へお問い合わせください。
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パンフレット最新号にてご確認ください）

ミラノ観 光

F e r r a r iの聖 地「マラネロ」
を訪れる
F1グランプリに参戦している唯一のチームFerrari。

※博物館入場券付。
※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。

コントロールルーム
（イメージ）

ENJOY SIGHTSEEING

詳しくはホームページをご覧ください。 http: //www.sports-his.com

＜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

森 雅弘

総合旅行業務取扱管理者

生家博物館には、当時のエンツォ氏の執務室が
残されています。展示室には歴代のクラッシックカーから
新型モデルまで一堂に見学でき、ゆったりとした館内で
近距離からじっくり見学できます。大画面スクリーンでは、
ヒストリー映像も上映される他、ビデオギャラリーにて、

●旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第724号 〒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

モンツァサーキット
（イメージ）

生家博物館（イメージ）

Ｆ1ドライバーも出演する映像もご覧いただけます。

COURSE DATA
イモラサーキット見 学

パ ンフレット有 効期間：2018年4月25日〜8月20日

コースデータ

H.I.S.のお客様だけの

プライベートツアー

事故死したサーキットとして有名ですが、
他にもいくつもの名勝負を誕生させてきたイモラサーキット。
サーキット見学ツアーでは、バスにてサーキット内を走行し
コース説明しながらご案内します。

「 観 光 」を楽しむ

●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）

1994年Ｆ1サンマリノGPでアイルトン・セナが

●コース全長： 5,793km

●周回数： 53周

●初開催： 1950年

●最多勝利ドライバー： M.シューマッハ
（５勝）

●トータル距離： 306.720km
サーキット
（イメージ）

Formula 1

アクセス
イモラサーキット
（イメージ）

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。

ツアー中には、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、コントロールルーム見学、
タンブレロコーナーのセナ像もご覧いただけます。

ITALIAN GRAND PRIX

セナ像
（イメージ）
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サーキットの最寄り駅
「Monza
（モンツァ）
」

モンツァ公園までの
シャトルバス

ミラノのシンボルである大聖堂「ドゥオモ」や
レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作「最後の晩餐」を所有する
ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世
（イメージ）

ミラノ観光
（イメージ）

サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会等、歴史的建造物や
美術品も見逃せません。
オプショナルツアー 『ミラノお散歩ツアー』
せっかくミラノに来たのにドゥオモを見ないともったいない！
3日間（金・土・日）
Ｆ1観戦した方向けツアーで、添乗員がドゥオモ、
ヴィットリオエマニュエレ2世のガレリア、スカラ座周辺を徒歩にて
ご案内いたします。
■代金：3,800円(地下鉄乗車券込) ■最少催行人数：2名様 ■時間：8時頃〜2.5時間
■食事：なし ■運行会社：H.I.S.ローマ支店

マラネロ ＆ イモラ観 光 は 浜 島 裕 英 氏 が 同 行しご 案 内！
※8/29・30の2日間、終日ツアーバスに乗車いたします。

フェラーリの内部を知る浜島氏にマラネロを案内してもらえる貴重なチャンス
タイヤのことはもちろん、昔のF1話や、在籍していたフェラーリチーム内の話、
ここだけのドライバー裏話など普段の解説では聞けないことをたっぷり聞いちゃいましょう。
9/1予選終了後の夜には、
オプショナルツアー
（追加代金）
で
※詳細は後日発表
「ハミーの決勝前日大予想＆ディナー」開催いたします。

浜島裕英氏プロフィール
ブリヂストン入社後、基礎技術研究、乗車用タイヤ開発を経て、モータースポーツ用タイヤの開発を担当。インディカー、F2等のタイヤ開発に携わる。1997年〜2010年のブリヂスト
ンがF1参戦の全期間である14年に渡って総指揮を執られており、2012年〜2014年には、スクーデリア・フェラーリのビークル＆タイヤ・インタラクション・デベロップディレクターに就
任。2016年〜現在、SUPER GT及びスーパーフォミュラに参戦するチームCERUMOの総監督に就任されご活躍中。

Ferrari提携ホテル「マラネロ
・ビレッジ」に宿泊

日本国籍の方のビザ（査証）について

空港諸税等について

※日本国籍ビザ（査証）
なし旅券残存有効期限
●イタリア：出国時３ヶ月以上
※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。

・旅行代金に空港諸税等は含まておりません。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でお支払いください。
・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。
・下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております。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。

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。

■ 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

パルマ
イモラ

1950年から毎シーズン、

マラネロ

世界中のファンから愛され続ける理由をマラネロで感じる。

サン・マリノ

フィレンツェ
ローマ

・渡航先（国又は地域）
によっては外務省安全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
ので、外務省ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp) などでご確認下さい。
・渡航先（国又は地域）の衛生状況は、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/)でご確認下さい。
燃油サーチャージについて
・旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び条件下
に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）
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又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の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ご返金はいたしません。

日本

イタリア
（ミラノ）

税・料額
（現地通貨）

対象

日本円
目安額

子供

幼児

成田国際空港施設使用料

大人：
￥2,090 子供：
￥1,050

国際線出発

ー

対象

不要

成田国際空港施設使用料

￥520
（大人・子供同額）

国際線出発

ー

対象

不要

荷物保安料

1.64ユーロ

国際線・国内線出発

¥220

対象

不要

旅客サービス料

1.15ユーロ

国際線・国内線出発

¥160

対象

不要

カウンシルシティタックス

9ユーロ

国際線・国内線出発

¥1,190

対象

不要

搭乗料

14.54ユーロ

国際線・乗り継ぎ

¥1,920

対象

不要

国際線・乗り継ぎ

¥530

対象

不要

保安料

4ユーロ

Ferrariの聖地

１ 募集型企画旅行契約

旅行代金の額

申込金（お一人様）

30万円以上

60,000円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満

30,000円以上旅行代金まで

15万円未満

20,000円以上旅行代金まで

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F1マシンは
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、
ミュージアム
（外観）

早朝

朝

午前

昼

午後

夕刻

夜

深夜

04：00〜

06：00〜

08：00〜

12：00〜

13：00〜

16：00〜

18：00〜

23：00〜

フェラーリ本 社 工 場 見学

30日前以降〜3日前以前

旅行代金の20％

2日前〜旅行開始日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100

スポーツイベントセクション

横浜

H.I.S.のお客様だけの

プライベートツアー

専門のガイドが工場の敷地内をご案内します。
※見学ツアーは、フェラーリ試運転用サーキット、フェラーリ工場に面したエンツォフェラーリ通りを
走行しますが、工場内には入りません。ツアー中専用バスから降りることは出来ず、
写真・動画撮影は一切禁止となります。専門の英語又はイタリア語ガイドになりますが、
通訳ガイドも乗車しますので途中通訳を入れながらご案内いたします。
（ツアー所要時間：約45分）
※見学内容は都合により変更になる場合があります。

5 その他

工場見学(イメージ)

（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）

エンツォ・フェラーリ生 家 博 物 館 見 学

5 その他

03-5360 -4681
045 - 410 -1571

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。

専用バスに乗車し、

４ お客様の確認事項

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 （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
行契約を解除出来ます。
行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。
特定日：4/27〜5/6、
7/20〜8/31、12/20〜1/7 （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。
旅行契約の取消日
特定日に
特定日以外に
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
旅行開始日の前日から起算して 開始する旅行
開始する旅行
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/
旅行代金の10％
無料
40日前〜31日前
たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

●お申し込み・お問い合わせ

東京

歴代のF1マシンやロードカーがフロアに分かれて展示されて

■ 時間帯の目安

３ 取消料

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。

フェラーリミュージアム見 学

「マラネロ」充実観光 ＆ イモラサーキット見学付

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。
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。

ミュージアム
（イメージ）

ラ観 光 は
マラネ ロ ＆ イモ
しご 案 内！
浜 島 裕 英 氏が同 行

2018年3月現 在

税・料の名称

国名

現地安全情報・衛生情報

２ 旅行のお申込みと契約の成立

ドゥオモ
（イメージ）

F 1イタリアG P 観 戦ツアー 2 0 18

ミラノ

F 1 観戦のみの６日間コースもございます。詳しくは下記の店舗へお問い合わせください。
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パンフレット最新号にてご確認ください）

ミラノ観 光

F e r r a r iの聖 地「マラネロ」
を訪れる
F1グランプリに参戦している唯一のチームFerrari。

※博物館入場券付。
※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。

コントロールルーム
（イメージ）

ENJOY SIGHTSEEING

詳しくはホームページをご覧ください。 http: //www.sports-his.com

＜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

森 雅弘

総合旅行業務取扱管理者

生家博物館には、当時のエンツォ氏の執務室が
残されています。展示室には歴代のクラッシックカーから
新型モデルまで一堂に見学でき、ゆったりとした館内で
近距離からじっくり見学できます。大画面スクリーンでは、
ヒストリー映像も上映される他、ビデオギャラリーにて、

●旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第724号 〒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

モンツァサーキット
（イメージ）

生家博物館（イメージ）

Ｆ1ドライバーも出演する映像もご覧いただけます。

COURSE DATA
イモラサーキット見 学

パ ンフレット有 効期間：2018年4月25日〜8月20日

コースデータ

H.I.S.のお客様だけの

プライベートツアー

事故死したサーキットとして有名ですが、
他にもいくつもの名勝負を誕生させてきたイモラサーキット。
サーキット見学ツアーでは、バスにてサーキット内を走行し
コース説明しながらご案内します。

「 観 光 」を楽しむ

●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）

1994年Ｆ1サンマリノGPでアイルトン・セナが

●コース全長： 5,793km

●周回数： 53周

●初開催： 1950年

●最多勝利ドライバー： M.シューマッハ
（５勝）

●トータル距離： 306.720km
サーキット
（イメージ）

Formula 1

アクセス
イモラサーキット
（イメージ）

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。

ツアー中には、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、コントロールルーム見学、
タンブレロコーナーのセナ像もご覧いただけます。

ITALIAN GRAND PRIX

セナ像
（イメージ）

©T.OKADA

©T.OKADA

サーキットの最寄り駅
「Monza
（モンツァ）
」

モンツァ公園までの
シャトルバス

ミラノのシンボルである大聖堂「ドゥオモ」や
レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作「最後の晩餐」を所有する
ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世
（イメージ）

ミラノ観光
（イメージ）

サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会等、歴史的建造物や
美術品も見逃せません。
オプショナルツアー 『ミラノお散歩ツアー』
せっかくミラノに来たのにドゥオモを見ないともったいない！
3日間（金・土・日）
Ｆ1観戦した方向けツアーで、添乗員がドゥオモ、
ヴィットリオエマニュエレ2世のガレリア、スカラ座周辺を徒歩にて
ご案内いたします。
■代金：3,800円(地下鉄乗車券込) ■最少催行人数：2名様 ■時間：8時頃〜2.5時間
■食事：なし ■運行会社：H.I.S.ローマ支店

マラネロ ＆ イモラ観 光 は 浜 島 裕 英 氏 が 同 行しご 案 内！
※8/29・30の2日間、終日ツアーバスに乗車いたします。

フェラーリの内部を知る浜島氏にマラネロを案内してもらえる貴重なチャンス
タイヤのことはもちろん、昔のF1話や、在籍していたフェラーリチーム内の話、
ここだけのドライバー裏話など普段の解説では聞けないことをたっぷり聞いちゃいましょう。
9/1予選終了後の夜には、
オプショナルツアー
（追加代金）
で
※詳細は後日発表
「ハミーの決勝前日大予想＆ディナー」開催いたします。

浜島裕英氏プロフィール
ブリヂストン入社後、基礎技術研究、乗車用タイヤ開発を経て、モータースポーツ用タイヤの開発を担当。インディカー、F2等のタイヤ開発に携わる。1997年〜2010年のブリヂスト
ンがF1参戦の全期間である14年に渡って総指揮を執られており、2012年〜2014年には、スクーデリア・フェラーリのビークル＆タイヤ・インタラクション・デベロップディレクターに就
任。2016年〜現在、SUPER GT及びスーパーフォミュラに参戦するチームCERUMOの総監督に就任されご活躍中。

Ferrari提携ホテル「マラネロ
・ビレッジ」に宿泊

日本国籍の方のビザ（査証）について

空港諸税等について

※日本国籍ビザ（査証）
なし旅券残存有効期限
●イタリア：出国時３ヶ月以上
※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。

・旅行代金に空港諸税等は含まておりません。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でお支払いください。
・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。
・下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております。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。

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。

■ 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

パルマ
イモラ

1950年から毎シーズン、

マラネロ

世界中のファンから愛され続ける理由をマラネロで感じる。

サン・マリノ

フィレンツェ
ローマ

・渡航先（国又は地域）
によっては外務省安全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
ので、外務省ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp) などでご確認下さい。
・渡航先（国又は地域）の衛生状況は、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/)でご確認下さい。
燃油サーチャージについて
・旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び条件下
に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）
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又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の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ご返金はいたしません。

日本

イタリア
（ミラノ）

税・料額
（現地通貨）

対象

日本円
目安額

子供

幼児

成田国際空港施設使用料

大人：
￥2,090 子供：
￥1,050

国際線出発

ー

対象

不要

成田国際空港施設使用料

￥520
（大人・子供同額）

国際線出発

ー

対象

不要

荷物保安料

1.64ユーロ

国際線・国内線出発

¥220

対象

不要

旅客サービス料

1.15ユーロ

国際線・国内線出発

¥160

対象

不要

カウンシルシティタックス

9ユーロ

国際線・国内線出発

¥1,190

対象

不要

搭乗料

14.54ユーロ

国際線・乗り継ぎ

¥1,920

対象

不要

国際線・乗り継ぎ

¥530

対象

不要

保安料

4ユーロ

Ferrariの聖地

１ 募集型企画旅行契約

旅行代金の額

申込金（お一人様）

30万円以上

60,000円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満

30,000円以上旅行代金まで

15万円未満

20,000円以上旅行代金まで

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F1マシンは
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、
ミュージアム
（外観）

早朝

朝

午前

昼

午後

夕刻

夜

深夜

04：00〜

06：00〜

08：00〜

12：00〜

13：00〜

16：00〜

18：00〜

23：00〜

フェラーリ本 社 工 場 見学

30日前以降〜3日前以前

旅行代金の20％

2日前〜旅行開始日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100

スポーツイベントセクション

横浜

H.I.S.のお客様だけの

プライベートツアー

専門のガイドが工場の敷地内をご案内します。
※見学ツアーは、フェラーリ試運転用サーキット、フェラーリ工場に面したエンツォフェラーリ通りを
走行しますが、工場内には入りません。ツアー中専用バスから降りることは出来ず、
写真・動画撮影は一切禁止となります。専門の英語又はイタリア語ガイドになりますが、
通訳ガイドも乗車しますので途中通訳を入れながらご案内いたします。
（ツアー所要時間：約45分）
※見学内容は都合により変更になる場合があります。

5 その他

工場見学(イメージ)

（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）

エンツォ・フェラーリ生 家 博 物 館 見 学

5 その他

03-5360 -4681
045 - 410 -1571

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。

専用バスに乗車し、

４ お客様の確認事項

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 （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
行契約を解除出来ます。
行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。
特定日：4/27〜5/6、
7/20〜8/31、12/20〜1/7 （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。
旅行契約の取消日
特定日に
特定日以外に
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
旅行開始日の前日から起算して 開始する旅行
開始する旅行
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/
旅行代金の10％
無料
40日前〜31日前
たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

●お申し込み・お問い合わせ

東京

歴代のF1マシンやロードカーがフロアに分かれて展示されて

■ 時間帯の目安

３ 取消料

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。

フェラーリミュージアム見 学

「マラネロ」充実観光 ＆ イモラサーキット見学付

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。
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。

ミュージアム
（イメージ）

ラ観 光 は
マラネ ロ ＆ イモ
しご 案 内！
浜 島 裕 英 氏が同 行

2018年3月現 在

税・料の名称

国名

現地安全情報・衛生情報

２ 旅行のお申込みと契約の成立

ドゥオモ
（イメージ）

F 1イタリアG P 観 戦ツアー 2 0 18

ミラノ

F 1 観戦のみの６日間コースもございます。詳しくは下記の店舗へお問い合わせください。
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パンフレット最新号にてご確認ください）

ミラノ観 光

F e r r a r iの聖 地「マラネロ」
を訪れる
F1グランプリに参戦している唯一のチームFerrari。

※博物館入場券付。
※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。

コントロールルーム
（イメージ）

ENJOY SIGHTSEEING

詳しくはホームページをご覧ください。 http: //www.sports-his.com

＜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

森 雅弘

総合旅行業務取扱管理者

生家博物館には、当時のエンツォ氏の執務室が
残されています。展示室には歴代のクラッシックカーから
新型モデルまで一堂に見学でき、ゆったりとした館内で
近距離からじっくり見学できます。大画面スクリーンでは、
ヒストリー映像も上映される他、ビデオギャラリーにて、

●旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第724号 〒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

モンツァサーキット
（イメージ）

生家博物館（イメージ）

Ｆ1ドライバーも出演する映像もご覧いただけます。

ENJOY WATCHING

HOTEL

ENJOY EAT

「 観 戦 」を楽しむ

MONZAに行く電車
（イメージ）

ホテルの立 地にこだわります

「 食 」を楽しむ

エクセルシオール
ホテル ガリア

ティフォシの熱狂渦巻く、超ハイスピードサーキット

旅 の 楽しみ のひとつ「 食」

ミラノの観光名所「ドゥオモ」までも、

スタンドが赤色のティフォシで埋まる光景は圧巻

厳 選レストランにて料 理を堪 能

中央駅から電車で1本

成田（AZ787便12：45）発 （直行）空路、
ミラノへ。
ミラノ
（18：25）着。着後、 ホテルへご案内いたします。

8/28
（火）

ミケランジェロ

厳選ホテルをご用意。モンツァサーキットへは、
ミラノ中央駅から電車とシャトルバスに乗車し、

宿泊地
食事

ミラノ中央駅

H.I.S.では、各ホテルグレードごとに、ミラノ中央駅近くの

地 域によって特 徴が違うイタリア料 理

■ランチ：Hostaria900 地元で人気のレストラン。イタリア郷土料理をお楽しみください。
8/29
（水）

約10分と観光にもとっても便利。

LESMO

6

7

エンツォ・フェラーリ生家博物館見学
生家博物館には、当時のエンツォ氏の執務室が残されています。
展示室には歴代のクラッシックカーから新型モデルまで一堂に見学でき、ゆったりとした館内で近距離からじっくり見学できます。

5

4

■ディナー：Lo Smeraldo

歴代のF1マシンやロードカーが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。
サーキット移動
（イメージ）

フェラーリ本社工場見学（ツアー所要時間：約45分）

サーキット移動
（イメージ）

9

PRIMA
VARIANTE 6C
2
3

8B
8A

旧オーバルコースのバンク
（イメージ）

12

13

6B 6A

8

14

レストラン
（イメージ）

PARABOLICA

ASCARI

傾斜の角度に驚愕！

21E 21D 21C 21B 21A 22

10

15 16

18 19 20

ポディウム

Hosteria900

レストラン
（イメージ）

8/29 ランチ

住宅街にひっそりと佇む、地元の人に

11

23

愛される名店。エミリア・ロマーニャ州の
郷土料理をお楽しみください。

1

5 3F

4

2E 1 27D 28C 29B 30A 24
26A 26B 26C

レストラン
（イメージ）

Lo Smeraldo

8/29 ディナー

ナポリスタイルのピザが評判。

レース関係者も訪れる店内には、フェラーリ
関係の記念品も飾られています。

Opera02

8/30 ランチ

眼下に広がる絶景を眺めながらの美味しい
料理をお楽しみください。併設されている

バルサミコ酢工場見学もご案内いたします。

25

ホテル外観
（イメージ）

ホテル外観
（イメージ）

Excelsior Hotel Gallia

エクセルシオール ホテル ガリア
デラックスクラスホテル

中央駅から徒歩2分

Cristallo Mokinba

中央駅から徒歩2分

シンプルで機能的な大型アメリカンスタイル

手によって2014年に全面改装。

朝食ビュッフェも充実。疲れを癒せる

モダンで最先端のミラノを代表するホテル。

■ランチ：Opera02

スタンダードクラスホテル

世界的にも有名な生ハムの産地「パルマ」にて、工場見学へご案内いたします。試食もお楽しみいただけます。

中央駅から徒歩5分

周辺は、現地の方で賑わう商店街になって

ホテル。日本人対応にも慣れており、

おり、ミラノ市民の感覚も味わえます。

バスタブ付のお部屋をご用意。

価格と立地重視のお客様におすすめ。

部屋はシンプルな造りとなっており、

8/3 1（金）
9/1（土）
9/2（日）

Maranello Village

生ハム工場外観
（イメージ）
6Cスタンドからの眺め
（イメージ）

26B：中堅チームガレージ前スタンド。26C：上位チームガレージ
前スタンド。モンツァ名物？空中ポディウムも良く見れます。

6C：シケイン内側のスタンド。シケ

インエリアでは最も観やすく毎年完
売が早い人気スタンド。

赤色のティフォシに埋もれたい、GPイチと言われる表彰式の様子を
見たいなら26C、26Bがオススメ。

チケットアレンジ
追加代金

26A

26B

26C

UPPER(上 段)、8BはLOWER(下 段)
で8Aの方が観やすいです。

F I R S T VA R I A N T（屋根なしスタンド）
シケイン 内 側

4

生ハム工場見学

敷地内は世界のサーキット名が

バルサミコ工場見学

世界的にも有名な生ハムの産地「パルマ」にて、

古都モデナは本物の「アチェート・バルサミコ」の数限られた産地

製造過程を見学できる工場見学ツアーにご案内いたします。

として知られています。樽の中で熟成していく行程を見学できます。

試食もお楽しみいただけます。

9/3
（月）

ホテルまでフェラーリ一色。

バルサミコ工場
（イメージ）

小瓶に入っているので、お土産にも喜ばれます。

ついた棟にわかれており、
館内のあらゆる所に

フェラーリにちなんだ

オブジェが飾られています。

ホテル外観
（イメージ）

ホテルロビー
（イメージ）

客室
（一例）

6A

6B

シケイン外側

6C

8A

8B

78,000円 54,000円 37,000円 22,000円 37,000円 22,000円 37,000円 54,000円 37,000円 22,000円

GENERAL
ADMISSION
入場券
(席なし)
基本
観戦席

【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。掲載のない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。

日本 各 地 発 着プラン

もっと快 適で優 雅な空の旅を

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
追加代金

160 ,000円

追加代金

（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、
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。

360 ,000円

（お1人様往復/片道利用不可。）

機内
（イメージ）

機内
（イメージ）

飛行機（イメージ）

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
を7年連続受賞した機内食ではイタリア各州の郷土料
秀機内食賞）
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。

※便名・使用する機材・座席など記載の情報は航空会社の都合により、急遽変更となる場合があります。

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。

国際線：エコノミークラス、
プレミアムエコノミー利用時

ビジネスクラス

追加代金

20 ,000円

(往復代金/片道利用時半額)

機内食
（イメージ）

発着空港

9/4
（火）

F 1イタリアG P 観 戦
F1観戦チケット付：General Admission（入場券）

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、
熊本、
長崎、
鹿児島、
沖縄

国際線：ビジネスクラス利用時
追加代金

24 ,000円

(往復代金/片道利用時半額)

発着空港

8/31（金）フリー走行① 11：00-12：30 / フリー走行② 15：00-16：30
9/1（土）フリー走行③ 12：00-13：00 / 予選15：00
9/2（日）決勝 15：10

ご出発まで自由行動。
係員と共に 空港へ。
ミラノ
（AZ786便15：35）（直行）
空路、帰国の途へ。

【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。※国内
線はエコノミークラス利用となります。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。

『ハミーの決勝前日大予想＆ディナー』

ミラノ泊
（朝）

ディナーを囲みながら、決勝に向けての見どころを
解説いただきます。F1観戦が100倍楽しくなること
間違いなし！ ※詳細は後日発表いたします。※要追加代金

オプショナルツアー 『ミラノお散歩ツアー』
せっかくミラノに来たのにドゥオモを見ないともったいない！3日間（金・土・日）
Ｆ1観戦
した方向けツアーで、添乗員がドゥオモ、
ヴィットリオエマニュエレ2世のガレリア、スカ
ラ座周辺を徒歩にてご案内いたします。

機中泊
（朝）

■代金：3,800円(地下鉄乗車券込) ■最少催行人数：2名様 ■時間：8時頃〜2.5時間 ■食事：なし ■運行
会社：H.I.S.ローマ支店

成田（10：45）着
着後、解散となります。

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。

ホテルグレード

スタンダードクラスホテル

スーペリアクラスホテル

デラックスクラスホテル

ミラノ宿泊ホテル

クリスタッロ・モキンバ 中央駅徒歩5分

ミケランジェロ 中央駅徒歩2分

エクセルシオール ホテル ガリア 中央駅徒歩2分

【フェラーリ提携ホテル】マラネロ・ビレッジ

マラネロ宿泊ホテル

札幌、
名古屋、
伊丹、
関空、
福岡

9/1（土）オプショナルツアー

※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。
（希望者のみ）電車＋バス＋徒歩（交通費各自負担）
※往路は添乗員がサーキットまでご案内します。

PRICE

※赤字表記：おすすめスタンド

M A I N S T R A I G H T （屋根付きスタンド）
1

8A:シケイン外側のスタンド。8Aが

第一コーナーへの立ち上がりの攻防は必見。
写真撮影、レースを楽しむならシケインスタンドがオススメ。

STAND ARRANGEMENT
観戦スタンド

8A スタンドからの眺め
（イメージ）

生ハム工場
（イメージ）

目下に広がる絶景を眺めながらのお食事をお楽しみいただけます。
併設の【バルサミコ工場】もご案内いたします。

ミラノ泊
（朝）
（昼）

生ハム工場見学

クリスタッロ モキンバ

1932年創業の歴史あるホテルは、ミラノ

生まれの名高いデザイナーマルコ・ピヴァの

世 界 的 に有 名な産 地 にて「 食 」の工 場 見 学

Michelangelo
スーペリアクラスホテル

※見学ツアーは、
フェラーリ試運転用サーキット、
フェラーリ工場に面したエンツォ フェラーリ通りを走りますが、工場内には入れません。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。

ホテル外観
（イメージ）

ミケランジェロ

H.I.S.のお客様だけのプライベートツアー

専用バスに乗車し、専門のガイドが工場の敷地内をご案内します。

8/3 0
（木）

マラネロ・ビレッジ

26B、26C スタンドからの眺め
（イメージ）

8/29、30は
ハミーがご案内

フェラーリ博物館見学

※往路のみ※希望者のみ※電車+シャトルバス+徒歩にて移動（交通費各自負担）

9

マラネロ泊
（朝）
（昼）
（夕）

レース関係者も訪れる店内にはフェラーリ関係の記念品も飾られています。

宿泊は、
フェラーリ提携ホテル
「マラネロ・ビレッジ」に宿泊。

サーキットまで
添乗員が
ご案内します!

10

H.I.S.のお客様だけのプライベートツアー

バスにてサーキット内を走行しコース説明しながらご案内します。

クリスタッロ モキンバ

地 元の人に愛される厳 選レストランにて3 回の食 事 付

※赤字表記：おすすめスタンド

ミラノ泊

イモラサーキット見学 / 博物館入場券付

モンツァ国立公園へ。

ミラノ中央駅
（イメージ）

CI RCUIT MAP

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

日程

「観戦」
と
「観光」を満喫するには、ホテルの立地が重要です。

ヨーロッパラウンドのフィナーレを飾る伝 統 の 一 戦

SCHEDULE

8/28（火）出発

8日間

1人部屋追加代金 / 延泊代金

428 ,000円

438 ,000円

568 ,000円

73 ,000円 / 20,000円

83 ,000円 / 25 ,000円

188 ,000円 / 50 ,000円

【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。前乗りや延泊時は、空港⇔ホテル間の送迎に日本語ガイドは付いておりません。現地語ドライバーのご案内となります。
【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。

ENJOY WATCHING

HOTEL

ENJOY EAT

「 観 戦 」を楽しむ

MONZAに行く電車
（イメージ）

ホテルの立 地にこだわります

「 食 」を楽しむ

エクセルシオール
ホテル ガリア

ティフォシの熱狂渦巻く、超ハイスピードサーキット

旅 の 楽しみ のひとつ「 食」

ミラノの観光名所「ドゥオモ」までも、

スタンドが赤色のティフォシで埋まる光景は圧巻

厳 選レストランにて料 理を堪 能

中央駅から電車で1本

成田（AZ787便12：45）発 （直行）空路、
ミラノへ。
ミラノ
（18：25）着。着後、 ホテルへご案内いたします。

8/28
（火）

ミケランジェロ

厳選ホテルをご用意。モンツァサーキットへは、
ミラノ中央駅から電車とシャトルバスに乗車し、

宿泊地
食事

ミラノ中央駅

H.I.S.では、各ホテルグレードごとに、ミラノ中央駅近くの

地 域によって特 徴が違うイタリア料 理

■ランチ：Hostaria900 地元で人気のレストラン。イタリア郷土料理をお楽しみください。
8/29
（水）

約10分と観光にもとっても便利。

LESMO

6

7

エンツォ・フェラーリ生家博物館見学
生家博物館には、当時のエンツォ氏の執務室が残されています。
展示室には歴代のクラッシックカーから新型モデルまで一堂に見学でき、ゆったりとした館内で近距離からじっくり見学できます。

5

4

■ディナー：Lo Smeraldo

歴代のF1マシンやロードカーが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。
サーキット移動
（イメージ）

フェラーリ本社工場見学（ツアー所要時間：約45分）

サーキット移動
（イメージ）

9

PRIMA
VARIANTE 6C
2
3

8B
8A

旧オーバルコースのバンク
（イメージ）

12

13

6B 6A

8

14

レストラン
（イメージ）

PARABOLICA

ASCARI

傾斜の角度に驚愕！

21E 21D 21C 21B 21A 22

10

15 16

18 19 20

ポディウム

Hosteria900

レストラン
（イメージ）

8/29 ランチ

住宅街にひっそりと佇む、地元の人に

11

23

愛される名店。エミリア・ロマーニャ州の
郷土料理をお楽しみください。

1

5 3F

4

2E 1 27D 28C 29B 30A 24
26A 26B 26C

レストラン
（イメージ）

Lo Smeraldo

8/29 ディナー

ナポリスタイルのピザが評判。

レース関係者も訪れる店内には、フェラーリ
関係の記念品も飾られています。

Opera02

8/30 ランチ

眼下に広がる絶景を眺めながらの美味しい
料理をお楽しみください。併設されている

バルサミコ酢工場見学もご案内いたします。

25

ホテル外観
（イメージ）

ホテル外観
（イメージ）

Excelsior Hotel Gallia

エクセルシオール ホテル ガリア
デラックスクラスホテル

中央駅から徒歩2分

Cristallo Mokinba

中央駅から徒歩2分

シンプルで機能的な大型アメリカンスタイル

手によって2014年に全面改装。

朝食ビュッフェも充実。疲れを癒せる

モダンで最先端のミラノを代表するホテル。

■ランチ：Opera02

スタンダードクラスホテル

世界的にも有名な生ハムの産地「パルマ」にて、工場見学へご案内いたします。試食もお楽しみいただけます。

中央駅から徒歩5分

周辺は、現地の方で賑わう商店街になって

ホテル。日本人対応にも慣れており、

おり、ミラノ市民の感覚も味わえます。

バスタブ付のお部屋をご用意。

価格と立地重視のお客様におすすめ。

部屋はシンプルな造りとなっており、

8/3 1（金）
9/1（土）
9/2（日）

Maranello Village

生ハム工場外観
（イメージ）
6Cスタンドからの眺め
（イメージ）

26B：中堅チームガレージ前スタンド。26C：上位チームガレージ
前スタンド。モンツァ名物？空中ポディウムも良く見れます。

6C：シケイン内側のスタンド。シケ

インエリアでは最も観やすく毎年完
売が早い人気スタンド。

赤色のティフォシに埋もれたい、GPイチと言われる表彰式の様子を
見たいなら26C、26Bがオススメ。

チケットアレンジ
追加代金

26A

26B

26C

UPPER(上 段)、8BはLOWER(下 段)
で8Aの方が観やすいです。

F I R S T VA R I A N T（屋根なしスタンド）
シケイン 内 側

4

生ハム工場見学

敷地内は世界のサーキット名が

バルサミコ工場見学

世界的にも有名な生ハムの産地「パルマ」にて、

古都モデナは本物の「アチェート・バルサミコ」の数限られた産地

製造過程を見学できる工場見学ツアーにご案内いたします。

として知られています。樽の中で熟成していく行程を見学できます。

試食もお楽しみいただけます。

9/3
（月）

ホテルまでフェラーリ一色。

バルサミコ工場
（イメージ）

小瓶に入っているので、お土産にも喜ばれます。

ついた棟にわかれており、
館内のあらゆる所に

フェラーリにちなんだ

オブジェが飾られています。

ホテル外観
（イメージ）

ホテルロビー
（イメージ）

客室
（一例）

6A

6B

シケイン外側

6C

8A

8B

78,000円 54,000円 37,000円 22,000円 37,000円 22,000円 37,000円 54,000円 37,000円 22,000円

GENERAL
ADMISSION
入場券
(席なし)
基本
観戦席

【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。掲載のない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。

日本 各 地 発 着プラン

もっと快 適で優 雅な空の旅を

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
追加代金

160 ,000円

追加代金

（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、
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。

360 ,000円

（お1人様往復/片道利用不可。）

機内
（イメージ）

機内
（イメージ）

飛行機（イメージ）

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
を7年連続受賞した機内食ではイタリア各州の郷土料
秀機内食賞）
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。

※便名・使用する機材・座席など記載の情報は航空会社の都合により、急遽変更となる場合があります。

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。

国際線：エコノミークラス、
プレミアムエコノミー利用時

ビジネスクラス

追加代金

20 ,000円

(往復代金/片道利用時半額)

機内食
（イメージ）

発着空港

9/4
（火）

F 1イタリアG P 観 戦
F1観戦チケット付：General Admission（入場券）

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、
熊本、
長崎、
鹿児島、
沖縄

国際線：ビジネスクラス利用時
追加代金

24 ,000円

(往復代金/片道利用時半額)

発着空港

8/31（金）フリー走行① 11：00-12：30 / フリー走行② 15：00-16：30
9/1（土）フリー走行③ 12：00-13：00 / 予選15：00
9/2（日）決勝 15：10

ご出発まで自由行動。
係員と共に 空港へ。
ミラノ
（AZ786便15：35）（直行）
空路、帰国の途へ。

【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。※国内
線はエコノミークラス利用となります。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。

『ハミーの決勝前日大予想＆ディナー』

ミラノ泊
（朝）

ディナーを囲みながら、決勝に向けての見どころを
解説いただきます。F1観戦が100倍楽しくなること
間違いなし！ ※詳細は後日発表いたします。※要追加代金

オプショナルツアー 『ミラノお散歩ツアー』
せっかくミラノに来たのにドゥオモを見ないともったいない！3日間（金・土・日）
Ｆ1観戦
した方向けツアーで、添乗員がドゥオモ、
ヴィットリオエマニュエレ2世のガレリア、スカ
ラ座周辺を徒歩にてご案内いたします。

機中泊
（朝）

■代金：3,800円(地下鉄乗車券込) ■最少催行人数：2名様 ■時間：8時頃〜2.5時間 ■食事：なし ■運行
会社：H.I.S.ローマ支店

成田（10：45）着
着後、解散となります。

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。

ホテルグレード

スタンダードクラスホテル

スーペリアクラスホテル

デラックスクラスホテル

ミラノ宿泊ホテル

クリスタッロ・モキンバ 中央駅徒歩5分

ミケランジェロ 中央駅徒歩2分

エクセルシオール ホテル ガリア 中央駅徒歩2分

【フェラーリ提携ホテル】マラネロ・ビレッジ

マラネロ宿泊ホテル

札幌、
名古屋、
伊丹、
関空、
福岡

9/1（土）オプショナルツアー

※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。
（希望者のみ）電車＋バス＋徒歩（交通費各自負担）
※往路は添乗員がサーキットまでご案内します。

PRICE

※赤字表記：おすすめスタンド

M A I N S T R A I G H T （屋根付きスタンド）
1

8A:シケイン外側のスタンド。8Aが

第一コーナーへの立ち上がりの攻防は必見。
写真撮影、レースを楽しむならシケインスタンドがオススメ。

STAND ARRANGEMENT
観戦スタンド

8A スタンドからの眺め
（イメージ）

生ハム工場
（イメージ）

目下に広がる絶景を眺めながらのお食事をお楽しみいただけます。
併設の【バルサミコ工場】もご案内いたします。

ミラノ泊
（朝）
（昼）

生ハム工場見学

クリスタッロ モキンバ

1932年創業の歴史あるホテルは、ミラノ

生まれの名高いデザイナーマルコ・ピヴァの

世 界 的 に有 名な産 地 にて「 食 」の工 場 見 学

Michelangelo
スーペリアクラスホテル

※見学ツアーは、
フェラーリ試運転用サーキット、
フェラーリ工場に面したエンツォ フェラーリ通りを走りますが、工場内には入れません。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。

ホテル外観
（イメージ）

ミケランジェロ

H.I.S.のお客様だけのプライベートツアー

専用バスに乗車し、専門のガイドが工場の敷地内をご案内します。

8/3 0
（木）

マラネロ・ビレッジ

26B、26C スタンドからの眺め
（イメージ）

8/29、30は
ハミーがご案内

フェラーリ博物館見学

※往路のみ※希望者のみ※電車+シャトルバス+徒歩にて移動（交通費各自負担）

9

マラネロ泊
（朝）
（昼）
（夕）

レース関係者も訪れる店内にはフェラーリ関係の記念品も飾られています。

宿泊は、
フェラーリ提携ホテル
「マラネロ・ビレッジ」に宿泊。

サーキットまで
添乗員が
ご案内します!

10

H.I.S.のお客様だけのプライベートツアー

バスにてサーキット内を走行しコース説明しながらご案内します。

クリスタッロ モキンバ

地 元の人に愛される厳 選レストランにて3 回の食 事 付

※赤字表記：おすすめスタンド

ミラノ泊

イモラサーキット見学 / 博物館入場券付

モンツァ国立公園へ。

ミラノ中央駅
（イメージ）

CI RCUIT MAP

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

日程

「観戦」
と
「観光」を満喫するには、ホテルの立地が重要です。

ヨーロッパラウンドのフィナーレを飾る伝 統 の 一 戦

SCHEDULE

8/28（火）出発

8日間

1人部屋追加代金 / 延泊代金

428 ,000円

438 ,000円

568 ,000円

73 ,000円 / 20,000円

83 ,000円 / 25 ,000円

188 ,000円 / 50 ,000円

【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。前乗りや延泊時は、空港⇔ホテル間の送迎に日本語ガイドは付いておりません。現地語ドライバーのご案内となります。
【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。

ENJOY WATCHING

HOTEL

ENJOY EAT

「 観 戦 」を楽しむ

MONZAに行く電車
（イメージ）

ホテルの立 地にこだわります

「 食 」を楽しむ

エクセルシオール
ホテル ガリア

ティフォシの熱狂渦巻く、超ハイスピードサーキット

旅 の 楽しみ のひとつ「 食」

ミラノの観光名所「ドゥオモ」までも、

スタンドが赤色のティフォシで埋まる光景は圧巻

厳 選レストランにて料 理を堪 能

中央駅から電車で1本

成田（AZ787便12：45）発 （直行）空路、
ミラノへ。
ミラノ
（18：25）着。着後、 ホテルへご案内いたします。

8/28
（火）

ミケランジェロ

厳選ホテルをご用意。モンツァサーキットへは、
ミラノ中央駅から電車とシャトルバスに乗車し、

宿泊地
食事

ミラノ中央駅

H.I.S.では、各ホテルグレードごとに、ミラノ中央駅近くの

地 域によって特 徴が違うイタリア料 理

■ランチ：Hostaria900 地元で人気のレストラン。イタリア郷土料理をお楽しみください。
8/29
（水）

約10分と観光にもとっても便利。

LESMO

6

7

エンツォ・フェラーリ生家博物館見学
生家博物館には、当時のエンツォ氏の執務室が残されています。
展示室には歴代のクラッシックカーから新型モデルまで一堂に見学でき、ゆったりとした館内で近距離からじっくり見学できます。

5

4

■ディナー：Lo Smeraldo

歴代のF1マシンやロードカーが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。
サーキット移動
（イメージ）

フェラーリ本社工場見学（ツアー所要時間：約45分）

サーキット移動
（イメージ）

9

PRIMA
VARIANTE 6C
2
3

8B
8A

旧オーバルコースのバンク
（イメージ）

12

13

6B 6A

8

14

レストラン
（イメージ）

PARABOLICA

ASCARI

傾斜の角度に驚愕！

21E 21D 21C 21B 21A 22

10

15 16

18 19 20

ポディウム

Hosteria900

レストラン
（イメージ）

8/29 ランチ

住宅街にひっそりと佇む、地元の人に

11

23

愛される名店。エミリア・ロマーニャ州の
郷土料理をお楽しみください。

1

5 3F

4

2E 1 27D 28C 29B 30A 24
26A 26B 26C

レストラン
（イメージ）

Lo Smeraldo

8/29 ディナー

ナポリスタイルのピザが評判。

レース関係者も訪れる店内には、フェラーリ
関係の記念品も飾られています。

Opera02

8/30 ランチ

眼下に広がる絶景を眺めながらの美味しい
料理をお楽しみください。併設されている

バルサミコ酢工場見学もご案内いたします。

25

ホテル外観
（イメージ）

ホテル外観
（イメージ）

Excelsior Hotel Gallia

エクセルシオール ホテル ガリア
デラックスクラスホテル

中央駅から徒歩2分

Cristallo Mokinba

中央駅から徒歩2分

シンプルで機能的な大型アメリカンスタイル

手によって2014年に全面改装。

朝食ビュッフェも充実。疲れを癒せる

モダンで最先端のミラノを代表するホテル。

■ランチ：Opera02

スタンダードクラスホテル

世界的にも有名な生ハムの産地「パルマ」にて、工場見学へご案内いたします。試食もお楽しみいただけます。

中央駅から徒歩5分

周辺は、現地の方で賑わう商店街になって

ホテル。日本人対応にも慣れており、

おり、ミラノ市民の感覚も味わえます。

バスタブ付のお部屋をご用意。

価格と立地重視のお客様におすすめ。

部屋はシンプルな造りとなっており、

8/3 1（金）
9/1（土）
9/2（日）

Maranello Village

生ハム工場外観
（イメージ）
6Cスタンドからの眺め
（イメージ）

26B：中堅チームガレージ前スタンド。26C：上位チームガレージ
前スタンド。モンツァ名物？空中ポディウムも良く見れます。

6C：シケイン内側のスタンド。シケ

インエリアでは最も観やすく毎年完
売が早い人気スタンド。

赤色のティフォシに埋もれたい、GPイチと言われる表彰式の様子を
見たいなら26C、26Bがオススメ。

チケットアレンジ
追加代金

26A

26B

26C

UPPER(上 段)、8BはLOWER(下 段)
で8Aの方が観やすいです。

F I R S T VA R I A N T（屋根なしスタンド）
シケイン 内 側

4

生ハム工場見学

敷地内は世界のサーキット名が

バルサミコ工場見学

世界的にも有名な生ハムの産地「パルマ」にて、

古都モデナは本物の「アチェート・バルサミコ」の数限られた産地

製造過程を見学できる工場見学ツアーにご案内いたします。

として知られています。樽の中で熟成していく行程を見学できます。

試食もお楽しみいただけます。

9/3
（月）

ホテルまでフェラーリ一色。

バルサミコ工場
（イメージ）

小瓶に入っているので、お土産にも喜ばれます。

ついた棟にわかれており、
館内のあらゆる所に

フェラーリにちなんだ

オブジェが飾られています。

ホテル外観
（イメージ）

ホテルロビー
（イメージ）

客室
（一例）

6A

6B

シケイン外側

6C

8A

8B

78,000円 54,000円 37,000円 22,000円 37,000円 22,000円 37,000円 54,000円 37,000円 22,000円

GENERAL
ADMISSION
入場券
(席なし)
基本
観戦席

【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。掲載のない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。

日本 各 地 発 着プラン

もっと快 適で優 雅な空の旅を

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
追加代金

160 ,000円

追加代金

（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、
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。

360 ,000円

（お1人様往復/片道利用不可。）

機内
（イメージ）

機内
（イメージ）

飛行機（イメージ）

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
を7年連続受賞した機内食ではイタリア各州の郷土料
秀機内食賞）
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。

※便名・使用する機材・座席など記載の情報は航空会社の都合により、急遽変更となる場合があります。

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。

国際線：エコノミークラス、
プレミアムエコノミー利用時

ビジネスクラス

追加代金

20 ,000円

(往復代金/片道利用時半額)

機内食
（イメージ）

発着空港

9/4
（火）

F 1イタリアG P 観 戦
F1観戦チケット付：General Admission（入場券）

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、
熊本、
長崎、
鹿児島、
沖縄

国際線：ビジネスクラス利用時
追加代金

24 ,000円

(往復代金/片道利用時半額)

発着空港

8/31（金）フリー走行① 11：00-12：30 / フリー走行② 15：00-16：30
9/1（土）フリー走行③ 12：00-13：00 / 予選15：00
9/2（日）決勝 15：10

ご出発まで自由行動。
係員と共に 空港へ。
ミラノ
（AZ786便15：35）（直行）
空路、帰国の途へ。

【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。※国内
線はエコノミークラス利用となります。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。

『ハミーの決勝前日大予想＆ディナー』

ミラノ泊
（朝）

ディナーを囲みながら、決勝に向けての見どころを
解説いただきます。F1観戦が100倍楽しくなること
間違いなし！ ※詳細は後日発表いたします。※要追加代金

オプショナルツアー 『ミラノお散歩ツアー』
せっかくミラノに来たのにドゥオモを見ないともったいない！3日間（金・土・日）
Ｆ1観戦
した方向けツアーで、添乗員がドゥオモ、
ヴィットリオエマニュエレ2世のガレリア、スカ
ラ座周辺を徒歩にてご案内いたします。

機中泊
（朝）

■代金：3,800円(地下鉄乗車券込) ■最少催行人数：2名様 ■時間：8時頃〜2.5時間 ■食事：なし ■運行
会社：H.I.S.ローマ支店

成田（10：45）着
着後、解散となります。

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。

ホテルグレード

スタンダードクラスホテル

スーペリアクラスホテル

デラックスクラスホテル

ミラノ宿泊ホテル

クリスタッロ・モキンバ 中央駅徒歩5分

ミケランジェロ 中央駅徒歩2分

エクセルシオール ホテル ガリア 中央駅徒歩2分

【フェラーリ提携ホテル】マラネロ・ビレッジ

マラネロ宿泊ホテル

札幌、
名古屋、
伊丹、
関空、
福岡

9/1（土）オプショナルツアー

※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。
（希望者のみ）電車＋バス＋徒歩（交通費各自負担）
※往路は添乗員がサーキットまでご案内します。

PRICE

※赤字表記：おすすめスタンド

M A I N S T R A I G H T （屋根付きスタンド）
1

8A:シケイン外側のスタンド。8Aが

第一コーナーへの立ち上がりの攻防は必見。
写真撮影、レースを楽しむならシケインスタンドがオススメ。

STAND ARRANGEMENT
観戦スタンド

8A スタンドからの眺め
（イメージ）

生ハム工場
（イメージ）

目下に広がる絶景を眺めながらのお食事をお楽しみいただけます。
併設の【バルサミコ工場】もご案内いたします。

ミラノ泊
（朝）
（昼）

生ハム工場見学

クリスタッロ モキンバ

1932年創業の歴史あるホテルは、ミラノ

生まれの名高いデザイナーマルコ・ピヴァの

世 界 的 に有 名な産 地 にて「 食 」の工 場 見 学

Michelangelo
スーペリアクラスホテル

※見学ツアーは、
フェラーリ試運転用サーキット、
フェラーリ工場に面したエンツォ フェラーリ通りを走りますが、工場内には入れません。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。

ホテル外観
（イメージ）

ミケランジェロ

H.I.S.のお客様だけのプライベートツアー

専用バスに乗車し、専門のガイドが工場の敷地内をご案内します。

8/3 0
（木）

マラネロ・ビレッジ

26B、26C スタンドからの眺め
（イメージ）

8/29、30は
ハミーがご案内

フェラーリ博物館見学

※往路のみ※希望者のみ※電車+シャトルバス+徒歩にて移動（交通費各自負担）

9

マラネロ泊
（朝）
（昼）
（夕）

レース関係者も訪れる店内にはフェラーリ関係の記念品も飾られています。

宿泊は、
フェラーリ提携ホテル
「マラネロ・ビレッジ」に宿泊。

サーキットまで
添乗員が
ご案内します!

10

H.I.S.のお客様だけのプライベートツアー

バスにてサーキット内を走行しコース説明しながらご案内します。

クリスタッロ モキンバ

地 元の人に愛される厳 選レストランにて3 回の食 事 付

※赤字表記：おすすめスタンド

ミラノ泊

イモラサーキット見学 / 博物館入場券付

モンツァ国立公園へ。

ミラノ中央駅
（イメージ）

CI RCUIT MAP

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

日程

「観戦」
と
「観光」を満喫するには、ホテルの立地が重要です。

ヨーロッパラウンドのフィナーレを飾る伝 統 の 一 戦

SCHEDULE

8/28（火）出発

8日間

1人部屋追加代金 / 延泊代金

428 ,000円

438 ,000円

568 ,000円

73 ,000円 / 20,000円

83 ,000円 / 25 ,000円

188 ,000円 / 50 ,000円

【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。前乗りや延泊時は、空港⇔ホテル間の送迎に日本語ガイドは付いておりません。現地語ドライバーのご案内となります。
【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。

ENJOY WATCHING

HOTEL

ENJOY EAT

「 観 戦 」を楽しむ

MONZAに行く電車
（イメージ）

ホテルの立 地にこだわります

「 食 」を楽しむ

エクセルシオール
ホテル ガリア

ティフォシの熱狂渦巻く、超ハイスピードサーキット

旅 の 楽しみ のひとつ「 食」

ミラノの観光名所「ドゥオモ」までも、

スタンドが赤色のティフォシで埋まる光景は圧巻

厳 選レストランにて料 理を堪 能

中央駅から電車で1本

成田（AZ787便12：45）発 （直行）空路、
ミラノへ。
ミラノ
（18：25）着。着後、 ホテルへご案内いたします。

8/28
（火）

ミケランジェロ

厳選ホテルをご用意。モンツァサーキットへは、
ミラノ中央駅から電車とシャトルバスに乗車し、

宿泊地
食事

ミラノ中央駅

H.I.S.では、各ホテルグレードごとに、ミラノ中央駅近くの

地 域によって特 徴が違うイタリア料 理

■ランチ：Hostaria900 地元で人気のレストラン。イタリア郷土料理をお楽しみください。
8/29
（水）

約10分と観光にもとっても便利。

LESMO

6

7

エンツォ・フェラーリ生家博物館見学
生家博物館には、当時のエンツォ氏の執務室が残されています。
展示室には歴代のクラッシックカーから新型モデルまで一堂に見学でき、ゆったりとした館内で近距離からじっくり見学できます。

5

4

■ディナー：Lo Smeraldo

歴代のF1マシンやロードカーが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。
サーキット移動
（イメージ）

フェラーリ本社工場見学（ツアー所要時間：約45分）

サーキット移動
（イメージ）

9

PRIMA
VARIANTE 6C
2
3

8B
8A

旧オーバルコースのバンク
（イメージ）

12

13

6B 6A

8

14

レストラン
（イメージ）

PARABOLICA

ASCARI

傾斜の角度に驚愕！

21E 21D 21C 21B 21A 22

10

15 16

18 19 20

ポディウム

Hosteria900

レストラン
（イメージ）

8/29 ランチ

住宅街にひっそりと佇む、地元の人に

11

23

愛される名店。エミリア・ロマーニャ州の
郷土料理をお楽しみください。

1

5 3F

4

2E 1 27D 28C 29B 30A 24
26A 26B 26C

レストラン
（イメージ）

Lo Smeraldo

8/29 ディナー

ナポリスタイルのピザが評判。

レース関係者も訪れる店内には、フェラーリ
関係の記念品も飾られています。

Opera02

8/30 ランチ

眼下に広がる絶景を眺めながらの美味しい
料理をお楽しみください。併設されている

バルサミコ酢工場見学もご案内いたします。

25

ホテル外観
（イメージ）

ホテル外観
（イメージ）

Excelsior Hotel Gallia

エクセルシオール ホテル ガリア
デラックスクラスホテル

中央駅から徒歩2分

Cristallo Mokinba

中央駅から徒歩2分

シンプルで機能的な大型アメリカンスタイル

手によって2014年に全面改装。

朝食ビュッフェも充実。疲れを癒せる

モダンで最先端のミラノを代表するホテル。

■ランチ：Opera02

スタンダードクラスホテル

世界的にも有名な生ハムの産地「パルマ」にて、工場見学へご案内いたします。試食もお楽しみいただけます。

中央駅から徒歩5分

周辺は、現地の方で賑わう商店街になって

ホテル。日本人対応にも慣れており、

おり、ミラノ市民の感覚も味わえます。

バスタブ付のお部屋をご用意。

価格と立地重視のお客様におすすめ。

部屋はシンプルな造りとなっており、

8/3 1（金）
9/1（土）
9/2（日）

Maranello Village

生ハム工場外観
（イメージ）
6Cスタンドからの眺め
（イメージ）

26B：中堅チームガレージ前スタンド。26C：上位チームガレージ
前スタンド。モンツァ名物？空中ポディウムも良く見れます。

6C：シケイン内側のスタンド。シケ

インエリアでは最も観やすく毎年完
売が早い人気スタンド。

赤色のティフォシに埋もれたい、GPイチと言われる表彰式の様子を
見たいなら26C、26Bがオススメ。

チケットアレンジ
追加代金

26A

26B

26C

UPPER(上 段)、8BはLOWER(下 段)
で8Aの方が観やすいです。

F I R S T VA R I A N T（屋根なしスタンド）
シケイン 内 側

4

生ハム工場見学

敷地内は世界のサーキット名が

バルサミコ工場見学

世界的にも有名な生ハムの産地「パルマ」にて、

古都モデナは本物の「アチェート・バルサミコ」の数限られた産地

製造過程を見学できる工場見学ツアーにご案内いたします。

として知られています。樽の中で熟成していく行程を見学できます。

試食もお楽しみいただけます。

9/3
（月）

ホテルまでフェラーリ一色。

バルサミコ工場
（イメージ）

小瓶に入っているので、お土産にも喜ばれます。

ついた棟にわかれており、
館内のあらゆる所に

フェラーリにちなんだ

オブジェが飾られています。

ホテル外観
（イメージ）

ホテルロビー
（イメージ）

客室
（一例）

6A

6B

シケイン外側

6C

8A

8B

78,000円 54,000円 37,000円 22,000円 37,000円 22,000円 37,000円 54,000円 37,000円 22,000円

GENERAL
ADMISSION
入場券
(席なし)
基本
観戦席

【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。掲載のない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。

日本 各 地 発 着プラン

もっと快 適で優 雅な空の旅を

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
追加代金

160 ,000円

追加代金

（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、
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。

360 ,000円

（お1人様往復/片道利用不可。）

機内
（イメージ）

機内
（イメージ）

飛行機（イメージ）

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
を7年連続受賞した機内食ではイタリア各州の郷土料
秀機内食賞）
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。

※便名・使用する機材・座席など記載の情報は航空会社の都合により、急遽変更となる場合があります。

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。

国際線：エコノミークラス、
プレミアムエコノミー利用時

ビジネスクラス

追加代金

20 ,000円

(往復代金/片道利用時半額)

機内食
（イメージ）

発着空港

9/4
（火）

F 1イタリアG P 観 戦
F1観戦チケット付：General Admission（入場券）

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、
熊本、
長崎、
鹿児島、
沖縄

国際線：ビジネスクラス利用時
追加代金

24 ,000円

(往復代金/片道利用時半額)

発着空港

8/31（金）フリー走行① 11：00-12：30 / フリー走行② 15：00-16：30
9/1（土）フリー走行③ 12：00-13：00 / 予選15：00
9/2（日）決勝 15：10

ご出発まで自由行動。
係員と共に 空港へ。
ミラノ
（AZ786便15：35）（直行）
空路、帰国の途へ。

【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。※国内
線はエコノミークラス利用となります。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。

『ハミーの決勝前日大予想＆ディナー』

ミラノ泊
（朝）

ディナーを囲みながら、決勝に向けての見どころを
解説いただきます。F1観戦が100倍楽しくなること
間違いなし！ ※詳細は後日発表いたします。※要追加代金

オプショナルツアー 『ミラノお散歩ツアー』
せっかくミラノに来たのにドゥオモを見ないともったいない！3日間（金・土・日）
Ｆ1観戦
した方向けツアーで、添乗員がドゥオモ、
ヴィットリオエマニュエレ2世のガレリア、スカ
ラ座周辺を徒歩にてご案内いたします。

機中泊
（朝）

■代金：3,800円(地下鉄乗車券込) ■最少催行人数：2名様 ■時間：8時頃〜2.5時間 ■食事：なし ■運行
会社：H.I.S.ローマ支店

成田（10：45）着
着後、解散となります。

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。

ホテルグレード

スタンダードクラスホテル

スーペリアクラスホテル

デラックスクラスホテル

ミラノ宿泊ホテル

クリスタッロ・モキンバ 中央駅徒歩5分

ミケランジェロ 中央駅徒歩2分

エクセルシオール ホテル ガリア 中央駅徒歩2分

【フェラーリ提携ホテル】マラネロ・ビレッジ

マラネロ宿泊ホテル

札幌、
名古屋、
伊丹、
関空、
福岡

9/1（土）オプショナルツアー

※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。
（希望者のみ）電車＋バス＋徒歩（交通費各自負担）
※往路は添乗員がサーキットまでご案内します。

PRICE

※赤字表記：おすすめスタンド

M A I N S T R A I G H T （屋根付きスタンド）
1

8A:シケイン外側のスタンド。8Aが

第一コーナーへの立ち上がりの攻防は必見。
写真撮影、レースを楽しむならシケインスタンドがオススメ。

STAND ARRANGEMENT
観戦スタンド

8A スタンドからの眺め
（イメージ）

生ハム工場
（イメージ）

目下に広がる絶景を眺めながらのお食事をお楽しみいただけます。
併設の【バルサミコ工場】もご案内いたします。

ミラノ泊
（朝）
（昼）

生ハム工場見学

クリスタッロ モキンバ

1932年創業の歴史あるホテルは、ミラノ

生まれの名高いデザイナーマルコ・ピヴァの

世 界 的 に有 名な産 地 にて「 食 」の工 場 見 学

Michelangelo
スーペリアクラスホテル

※見学ツアーは、
フェラーリ試運転用サーキット、
フェラーリ工場に面したエンツォ フェラーリ通りを走りますが、工場内には入れません。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。

ホテル外観
（イメージ）

ミケランジェロ

H.I.S.のお客様だけのプライベートツアー

専用バスに乗車し、専門のガイドが工場の敷地内をご案内します。

8/3 0
（木）

マラネロ・ビレッジ

26B、26C スタンドからの眺め
（イメージ）

8/29、30は
ハミーがご案内

フェラーリ博物館見学

※往路のみ※希望者のみ※電車+シャトルバス+徒歩にて移動（交通費各自負担）

9

マラネロ泊
（朝）
（昼）
（夕）

レース関係者も訪れる店内にはフェラーリ関係の記念品も飾られています。

宿泊は、
フェラーリ提携ホテル
「マラネロ・ビレッジ」に宿泊。

サーキットまで
添乗員が
ご案内します!

10

H.I.S.のお客様だけのプライベートツアー

バスにてサーキット内を走行しコース説明しながらご案内します。

クリスタッロ モキンバ

地 元の人に愛される厳 選レストランにて3 回の食 事 付

※赤字表記：おすすめスタンド

ミラノ泊

イモラサーキット見学 / 博物館入場券付

モンツァ国立公園へ。

ミラノ中央駅
（イメージ）

CI RCUIT MAP

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

日程

「観戦」
と
「観光」を満喫するには、ホテルの立地が重要です。

ヨーロッパラウンドのフィナーレを飾る伝 統 の 一 戦

SCHEDULE

8/28（火）出発

8日間

1人部屋追加代金 / 延泊代金

428 ,000円

438 ,000円

568 ,000円

73 ,000円 / 20,000円

83 ,000円 / 25 ,000円

188 ,000円 / 50 ,000円

【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。前乗りや延泊時は、空港⇔ホテル間の送迎に日本語ガイドは付いておりません。現地語ドライバーのご案内となります。
【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。

COURSE DATA
イモラサーキット見 学

パ ンフレット有 効期間：2018年4月25日〜8月20日

コースデータ

H.I.S.のお客様だけの

プライベートツアー

事故死したサーキットとして有名ですが、
他にもいくつもの名勝負を誕生させてきたイモラサーキット。
サーキット見学ツアーでは、バスにてサーキット内を走行し
コース説明しながらご案内します。

「 観 光 」を楽しむ

●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）

1994年Ｆ1サンマリノGPでアイルトン・セナが

●コース全長： 5,793km

●周回数： 53周

●初開催： 1950年

●最多勝利ドライバー： M.シューマッハ
（５勝）

●トータル距離： 306.720km
サーキット
（イメージ）

Formula 1

アクセス
イモラサーキット
（イメージ）

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。

ツアー中には、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、コントロールルーム見学、
タンブレロコーナーのセナ像もご覧いただけます。

ITALIAN GRAND PRIX

セナ像
（イメージ）

©T.OKADA

©T.OKADA

サーキットの最寄り駅
「Monza
（モンツァ）
」

モンツァ公園までの
シャトルバス

ミラノのシンボルである大聖堂「ドゥオモ」や
レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作「最後の晩餐」を所有する
ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世
（イメージ）

ミラノ観光
（イメージ）

サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会等、歴史的建造物や
美術品も見逃せません。
オプショナルツアー 『ミラノお散歩ツアー』
せっかくミラノに来たのにドゥオモを見ないともったいない！
3日間（金・土・日）
Ｆ1観戦した方向けツアーで、添乗員がドゥオモ、
ヴィットリオエマニュエレ2世のガレリア、スカラ座周辺を徒歩にて
ご案内いたします。
■代金：3,800円(地下鉄乗車券込) ■最少催行人数：2名様 ■時間：8時頃〜2.5時間
■食事：なし ■運行会社：H.I.S.ローマ支店

マラネロ ＆ イモラ観 光 は 浜 島 裕 英 氏 が 同 行しご 案 内！
※8/29・30の2日間、終日ツアーバスに乗車いたします。

フェラーリの内部を知る浜島氏にマラネロを案内してもらえる貴重なチャンス
タイヤのことはもちろん、昔のF1話や、在籍していたフェラーリチーム内の話、
ここだけのドライバー裏話など普段の解説では聞けないことをたっぷり聞いちゃいましょう。
9/1予選終了後の夜には、
オプショナルツアー
（追加代金）
で
※詳細は後日発表
「ハミーの決勝前日大予想＆ディナー」開催いたします。

浜島裕英氏プロフィール
ブリヂストン入社後、基礎技術研究、乗車用タイヤ開発を経て、モータースポーツ用タイヤの開発を担当。インディカー、F2等のタイヤ開発に携わる。1997年〜2010年のブリヂスト
ンがF1参戦の全期間である14年に渡って総指揮を執られており、2012年〜2014年には、スクーデリア・フェラーリのビークル＆タイヤ・インタラクション・デベロップディレクターに就
任。2016年〜現在、SUPER GT及びスーパーフォミュラに参戦するチームCERUMOの総監督に就任されご活躍中。

Ferrari提携ホテル「マラネロ
・ビレッジ」に宿泊

日本国籍の方のビザ（査証）について

空港諸税等について

※日本国籍ビザ（査証）
なし旅券残存有効期限
●イタリア：出国時３ヶ月以上
※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。

・旅行代金に空港諸税等は含まておりません。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でお支払いください。
・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。
・下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております。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。

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。

■ 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

パルマ
イモラ

1950年から毎シーズン、

マラネロ

世界中のファンから愛され続ける理由をマラネロで感じる。

サン・マリノ

フィレンツェ
ローマ

・渡航先（国又は地域）
によっては外務省安全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
ので、外務省ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp) などでご確認下さい。
・渡航先（国又は地域）の衛生状況は、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/)でご確認下さい。
燃油サーチャージについて
・旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び条件下
に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）
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又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の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ご返金はいたしません。

日本

イタリア
（ミラノ）

税・料額
（現地通貨）

対象

日本円
目安額

子供

幼児

成田国際空港施設使用料

大人：
￥2,090 子供：
￥1,050

国際線出発

ー

対象

不要

成田国際空港施設使用料

￥520
（大人・子供同額）

国際線出発

ー

対象

不要

荷物保安料

1.64ユーロ

国際線・国内線出発

¥220

対象

不要

旅客サービス料

1.15ユーロ

国際線・国内線出発

¥160

対象

不要

カウンシルシティタックス

9ユーロ

国際線・国内線出発

¥1,190

対象

不要

搭乗料

14.54ユーロ

国際線・乗り継ぎ

¥1,920

対象

不要

国際線・乗り継ぎ

¥530

対象

不要

保安料

4ユーロ

Ferrariの聖地

１ 募集型企画旅行契約

旅行代金の額

申込金（お一人様）

30万円以上

60,000円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満

30,000円以上旅行代金まで

15万円未満

20,000円以上旅行代金まで

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F1マシンは
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、
ミュージアム
（外観）

早朝

朝

午前

昼

午後

夕刻

夜

深夜

04：00〜

06：00〜

08：00〜

12：00〜

13：00〜

16：00〜

18：00〜

23：00〜

フェラーリ本 社 工 場 見学

30日前以降〜3日前以前

旅行代金の20％

2日前〜旅行開始日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100

スポーツイベントセクション

横浜

H.I.S.のお客様だけの

プライベートツアー

専門のガイドが工場の敷地内をご案内します。
※見学ツアーは、フェラーリ試運転用サーキット、フェラーリ工場に面したエンツォフェラーリ通りを
走行しますが、工場内には入りません。ツアー中専用バスから降りることは出来ず、
写真・動画撮影は一切禁止となります。専門の英語又はイタリア語ガイドになりますが、
通訳ガイドも乗車しますので途中通訳を入れながらご案内いたします。
（ツアー所要時間：約45分）
※見学内容は都合により変更になる場合があります。

5 その他

工場見学(イメージ)

（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）

エンツォ・フェラーリ生 家 博 物 館 見 学

5 その他

03-5360 -4681
045 - 410 -1571

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。

専用バスに乗車し、

４ お客様の確認事項

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 （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
行契約を解除出来ます。
行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。
特定日：4/27〜5/6、
7/20〜8/31、12/20〜1/7 （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。
旅行契約の取消日
特定日に
特定日以外に
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
旅行開始日の前日から起算して 開始する旅行
開始する旅行
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/
旅行代金の10％
無料
40日前〜31日前
たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

●お申し込み・お問い合わせ

東京

歴代のF1マシンやロードカーがフロアに分かれて展示されて

■ 時間帯の目安

３ 取消料

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。

フェラーリミュージアム見 学

「マラネロ」充実観光 ＆ イモラサーキット見学付

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。
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。

ミュージアム
（イメージ）

ラ観 光 は
マラネ ロ ＆ イモ
しご 案 内！
浜 島 裕 英 氏が同 行

2018年3月現 在

税・料の名称

国名

現地安全情報・衛生情報

２ 旅行のお申込みと契約の成立

ドゥオモ
（イメージ）

F 1イタリアG P 観 戦ツアー 2 0 18

ミラノ

F 1 観戦のみの６日間コースもございます。詳しくは下記の店舗へお問い合わせください。
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パンフレット最新号にてご確認ください）

ミラノ観 光

F e r r a r iの聖 地「マラネロ」
を訪れる
F1グランプリに参戦している唯一のチームFerrari。

※博物館入場券付。
※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。

コントロールルーム
（イメージ）

ENJOY SIGHTSEEING

詳しくはホームページをご覧ください。 http: //www.sports-his.com

＜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

森 雅弘

総合旅行業務取扱管理者

生家博物館には、当時のエンツォ氏の執務室が
残されています。展示室には歴代のクラッシックカーから
新型モデルまで一堂に見学でき、ゆったりとした館内で
近距離からじっくり見学できます。大画面スクリーンでは、
ヒストリー映像も上映される他、ビデオギャラリーにて、

●旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第724号 〒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

モンツァサーキット
（イメージ）

生家博物館（イメージ）

Ｆ1ドライバーも出演する映像もご覧いただけます。

