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”Turin Tube Technology”の頭文字を取って名付けられた3T社は、
1961年にイタリア・トリノで創業しました。優れた品質はもちろんのこと、シンプ
ルながら美しいプロダクツを生み出し、さまざまなパーツを製造しています。バイ
クパーツに近代的なアルミ合金を導入して世界的に名を馳せた3T社ですが、
2016年は新たにグラベル専用ホイールと、エアロ形状が与えられたグラベルフ
レームを展開します。3T社は、ワンデーのクラシックレース、オリンピック、世界
選手権を始めとする世界的なイベントに大きな情熱を注ぎ込み、トップレー
サー達からの信頼も得ている世界有数のトップブランドなのです。   

とは… 

日本国内でグラベルライドツアーを行う
3Tの日本担当が日本出発から帰国ま
でツアーに完全同行致します。 
3Tイタリア本社見学のご案内や、
JEROBOAMイベント時の受付、アフ
ターパーティでのサポートなど、初めての
海外旅行でも安心してグラベルチャレン
ジに挑戦いただけます。 

3T日本担当が同行します 
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■ご旅行行程表 
★ 本行程表は最新の資料（2020年2月14日現在）に基づき作成しておりますが、 
   交通機関等の都合に より変更が生じる場合があります。 
★ 確定日程につきましては、出発の１週間前までにお渡しする最終日程表にてご確認下さい。 

旅行企画・実施：株式会社日本旅行 関西企画旅行支店 
 観光庁長官登録旅行業第２号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル６階 

TEL:06-6209-0707  FAX:06-6209-0606 （営業時間 月～金 10:00～17:30 土日祝 休）   

総合旅行業務取扱管理者：山田 昌弘  担当：佐藤 将丈 

企画20-013 

■募集要項 
【旅行期間】  

2020年9月17日（木）～9月22日（火） 

【最少催行人員】１０名（定員15名） 

【添乗員】同行いたしません 

【食事】 

朝食2回（注1注2）昼食１回夕食１回（機内食は含みません） 

【ご旅行代金】 

 325,000円（大人・子供同額、2名１室利用、エコノミークラス） 

＊一人部屋追加代金 50,000円となります。 

＊最終行程表はご出発の１週間前までに送付いたします。 

＊大会参加費用は含まれません（各自エントリーください） 

＊本イベントは、悪天候その他の理由により、イベント主催の判断で 

行事の一部または全部が中止される場合があります。 

＊燃油サーチャージ：目安28,200円(2020/2現在) 

現地空港諸税・国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・    
国際観光旅客税10,720円（2020/02現在）は含まれておりませ
ん。1か月前に確定した後、追加徴収させて頂きます。 
＊注1・注2 9/19（土）9/20（日）の朝食は、イベントにご参加さ
れる方については、イベント朝食ブースにて、お召し上がりいただけます。 
（300㎞にご参加の方は朝食が付属致しません。） 
 

【お申し込み方法】 
・お申込みの場合は㈱日本旅行関西企画旅行支店 

 までご連絡ください。 

・こちらからお申込書・申込金の請求書・ご旅行条件書 

 などのご案内をお送りいたします。 

【お申込み締切】 ８月11日（火） 

＊ご不明な点等ございましたら、下記の日本旅行関西企画旅行支店

まで何なりとお問い合わせください 

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。【詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申込み下さい。】 
この旅行は、㈱日本旅行関西企画旅行支店（以下「当社」といいます）が旅行企画・
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を締
結していただくことになります。 
１．お申込み方法と契約の成立 
 (1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込み金（旅行代金の20%） 
        を添えてお申込み下さい。お申込み金は、旅行代金、取消料、または違約金の 
    一部または全部として繰り入れます。 
  (2) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に 
    成立いたします。 
 (3) 旅行代金は旅行出発日の60日前以降22日前までにお支払いいただきます。 
２．旅行中止の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に 
   満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始 
   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連絡させて頂き、お預かりして 
   いる旅行代金全額をお返しします。 
３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの 
   パンフレットに記載された日程に明示された送迎費、宿泊費、食事代、入場料、消 
   費税等諸税が含まれます。 
   旅行日程に記載のない交通費等の諸費用、空港施設使用料、燃油サーチャージ・ 
   航空保険料及び個人的性質諸費用は含まれません。 
４．取消料…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、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する 
   旨をお申し出いただいた日とします。 

取 消 日 区 分  取 消 料（おひとり） 

旅行開始日の 
前日から起算して 
さかのぼって 

40日目に当たる日以降 
31日目に当たる日まで 

なし 

30日目に当たる日以降 
15日目に当たる日まで 

50,000円 

14日目に当たる日以降 
旅行代金の20％ 

3日目に当たる日まで 

 旅行開始日の前々日・前日及び当日 旅行代金の50％ 

 旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の全額 
※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 
   及び7月20日から8月31日までをいいます。 

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の 
          責任を負いません。 
 ・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行 
  中止 
 ・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若し 
  くは旅行の中止 
 ・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難 
 ・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・ 
  滞在時間の短縮  
６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被ら 
          れた一定の損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特 
          別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。 

《海外旅行保険加入のおすすめ》 
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で 

保険をおかけになることをおすすめいたします。 

７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款 
         （募集型企画旅行契約の部第29条別表）に掲げる重要な変更が生じ 
          た場合は、同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。 
８．お客様の責任…お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義 
             務その他募集型企画旅行契約の内容について理解する様に努め 
             なければなりません。また、お客様は、旅行開始後に、契約書面に 
             記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したと 
             きは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅 
             行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 
９．このパンフレットに記載の旅行日程等旅行条件は2020年2月14日現在を基準と 
   しています。 

◆旅券・査証について---（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事
館、入国管理事務所にお問い合わせ下さい）この旅行には有効期間が入国時6カ月
以上（2021年3月22日）ある旅券が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に
有効か否かの確認は、お客様の責任で行ってください。 

◆個人情報の取扱について---当社は申込書に記載された個人情報について、お客様と
の連絡、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配に必要な範囲で利用させて頂きま
す。また、旅行先でのお買い物などの便宜の為に、お客様の個人データを土産物店に提供
する事があります。土産物店への個人データの提供停止を希望される場合は、旅行出発
までにお申し出下さい。この他、当社では、当社の提供する商品やサービス、キャンペーン、
統計資料の作成などにお客様の個人情報を利用させていただく事があります。これら提供
案内等の停止を希望される場合は、お申出下さい。 
  
◆海外危険情報について---渡航先（国または地域）によっては「外務省危険情報」等
の渡航に関する情報が出されている場合があります。その場合、お申込みの際に「海外危
険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省海外安全ホームページでもご確認 
 下さい。（http://www.pubanzen.mofa.go.jp/）。 

 2020年1月6日現在の渡航対象国に関する海外安全情報 
 イタリア当該旅行地域における危険情報：「発出なし」 
※レべル2以上の危険情報が発出された場合、本旅行は催行中止とさせていただきます。 
 予めご了承ください。 

◆渡航先の保健衛生について---渡航先の衛生状況に付いては厚生労働省検疫感
染症ホームページでご確認下さい。  （http://www.forth.go.jp/） 
 
■特別な配慮を必要とする方のお申込みについて 
 お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必
要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談
させいただきますので係員に必ずお申し出ください。 

お申込み・お問い合わせは 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に際し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。 

日次 地名 現地時刻 交通機関 概要 

1 
9/17 

（木） 

羽田 
 

ミラノ 
 

ベルガモ 

 
13:15 
19:00 
21:40 
22:55 

 
AZ793 

 
AZ2156 

※航空スケジュールは変更になる可能性があります。 
日本より空路にてイタリア・ミラノへ 
イタリア・ミラノ到着後、イタリア国内線へ乗り換えネルガモ空港へ 
 
ベルガモ空港到着後、専用車にてホテルへ 
 

【宿泊地】ベルガモ 【食事】朝/機内 昼/機内 夕/○  

2 
9/18 

（金） 

ベルガモ 
 
 

エルブスコ 

午前 
 

午後 

 
専用車 

ホテルにて朝食。 
朝食後、専用車にて3T社見学。 
昼食後、専用車にて「エルブスコ」へ移動（車で約30分） 
エルブスコ到着後、宿泊ホテルへ 
 

【宿泊地】エルブスコ 【食事】朝/○ 昼/○ 夕/× 

3 
9/19 

（土） 
エルブスコ 終日 

 
専用車 

ホテルにて朝食 
終日、イベントへの参加 
★参加イベント：“JEROBOAM GRAVEL CHALLENGE” 
                              

【宿泊地】エルブスコ 【食事】朝/×注１ 昼/× 夕/× 

4 
9/20 

（日） 

エルブスコ 
 
 

ミラノ 

午前 
 
 

夜 

 
専用車 

ホテルにて朝食 
終日、イベントへの参加 
 ★参加イベント：“JEROBOAM GRAVEL CHALLENGE” 
 
イベント終了後、専用車にてミラノへ移動 
 

【宿泊地】ミラノ 【食事】朝/×注2昼/× 夕/× 

5 
9/21 

（月） 
ミラノ 

午前 
 

15:15 

専用車 
 

AZ786 

ホテルにて朝食後、チェックアウト 
専用車にてミラノ空港へ 
ミラノ空港より空路にて、成田空港へ 
 

【宿泊地】機内 【食事】朝/○ 昼/× 夕/機内 

6 
9/22 

（火） 

 
成田 

 
10:30 

 
日本到着後、解散 
 

【食事】朝/機内 昼/× 夕/× 

【ご宿泊予定ホテル】 
 ●ベルガモ  Mercure Centro Plazzo Dolci（シャワーのみ）●エルブスコ Hotel Touring（シャワーのみ）●ミラノ CITY LIFE POLIZ（シャワーのみ） 
【利用予定航空会社】AZ（アリタリア航空）  

◆特別な配慮を必要とする方のお申込みについて 
お客様の状況によっては、当初の手配に含まれていない特別な配慮、措置が必要に 
なる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、 
ご相談させて頂きますので、係員に必ずお申し出ください。 

http://www.forth.go.jp/

