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～イタリア料理人 KEITA～  :

2007年 6月に、現在の場所にリニューアルオープン

した「リストランテ ラ。ステツラ」は山の中腹にあり、

夏場に開放されるテラス席からはドモドツソラの街並

みを―望できます。

ツアー中に訪れるロカルノはスイス南部の温暖なリゾート地。

国際映画祭で広くその名が知られています。ケーブルで展

望台にのぼれば、マツジヨーレ湖や緑豊かな山々が広がる
パノラマビューを楽しむことができます。

アルプスの山々に回まれ、日本の喧騒とはかけ離れ

たゆつくりとした時間が流れているドモドツソラ。 「リストランテ ラ・ステツラ」のオーナーシエフ、
ステファノ・アレグランツァ。

僕のイタリア料理の師匠です。

ギ
漏

kEITΛ施生7回ワィ中fじ
茨城県出身。大学卒業後、地元のイタリアンレストランでイタリア料理を学び始める。
2003年 の冬、渡伊。「ictイタリア食文化企画(イー・チー。ティー)」の紹介で、北イタリアのビエモンテ州0ド

モドッソラの「Ristorante La Stdla(リストランテ ラ・ステツラ)」をはじめとして、1年間修業。日本に一時

帰国後、「Ristorante La Stella」のリニユーアルオープンに伴い、再びイタリアに渡り、約2年間セコンドシエ

フとして勤務。合計で約3年間をイタリアで過ごす。

イタリア各地の郷土料理をベースにして、シンプルで健康的な料理を得意とする。現在は料理教室、ケー

タリング、出張料理など多方面で活動中。

企画協力:KEITA、 (株)ランウエイ

「リストランテ ラ・ステツラ」での料理教室では、ドモドツソラの属するイタリア、オッソラ

地方の郷土料理を学びます。写真はパスタ(左)とモンテ・ビアンコ(右)

写真はイメージです旅行企画・主催:日本通運(株)東京旅行支店



旅行期間 :

2012聟瑠涯HO日 (日)瑚 16日(土)
旅行代金 :333.③ ◎③円
(お1人様当り/2名 1室/エコノミークラス利用)

●利用航空会社:

日本航空(JL)、 オーストリア航空(OS)、

エーリレ。フランス(AF)、フィン・エアー(AY)、

全日空(NH)、スカンジナビア航空(SK)、

スイスエアー(LX)、ルフトハンザ航空(LH)、

アリタリア航空(AZ)、KLMオランダ航空
(KL)、プリティッシュ・エアウエイズ(BA)、

●利用予定ホテル:

[ドモドッソラ]エウロツソラ

[ストレーザ]プリストル

[ミラノ]ウナ・センチュリー
(部屋指定なし)

●1人部屋追加代金:48,000円

●食事:朝5、昼1、夕0
(機内食は含みません)

●添乗員:1名同行しお世話致します。

●最少催行人数:10名 (募集人数15名 )

※燃油サーチャージ(目安約49,000円 ～55,760

円:2012年 3月 1現在)、成田空港施設使用料及
び保安サービス料(2,540円)、現地空港税・航空

保険料(目安約3,720円～7,380円 :2012年 3月
1日現在)が別途必要となります。

※燃油サーチャージ及び現地空港諸税は、今後変

動する可能性がございます。確定料金はご出発約
1ケ月前に、ご案内致します。

お申込み頂く前に別途お渡しする募集型企画
旅行条件書を必ずお読み下さい。
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【時間帯の目安】早朝 0401～ 06:00,朝06:01～08:00/午 前 0301～ 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

※上記スケジューJレ内に記載した訪間予定店舗は、店舗の都合により変更になる場合がございます。

※上記スケジューJレ内に記載した運送期間の時間等は、2012年 3月 1日現在のもので、現地事情、交通機関などの
事情により変更になる場合がございます。(運送期間のスケジユール変更により日程が変更となる場合があります)

ヨ 日 付 都市名 馳
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1012年

6/10
(日)

東京 (成田)発
(欧州内部市)

ミラノ着
ドモドッソラ着

H「日J
午後

夜

航空機
専用車

空路、欧州内都市乗り継ぎにてミラノヘ
ミラノ到着後、専用車にてドモドッソラヘ

ドモトンソラ到着後、ホテルヘ

機
機
×

2
6/11
(月)

ドモドッソラ

■…目lJ

午後

夜

リストランテラ・ステッラにてデモンストレーション
ランチにはデモンストレーションのお料理をお楽しみください
チーズエ房、サラミエ場を訪問

希望者はサラミエ場併設のレストランにて夕食
※食事代金は各自でお支払いとなります

′ ｀‐ にり` ′`→拍 ヽ

○
○
×

3
6/12
(火)

ロカルノ
ベリンツォーナ

ドモ ドッソラ

TttlJ

午後

夜

スイスのリソート地ロカルノヘ
ロカルノ散策
鉄道にてベリンツォーナヘ
KEITA先 生と「世界遺産の街」ベリンツォーナを散策

ドモドッソラ最後の夜は、リストランテラ・ステンラにて夕食会
※食事代金は各自でお支払いとなります

<ドモドッソラ泊>

０

×

×

4

6/13
(水)

トモ トツソ ラ

ストレーザ

■
‐
層u

午後 専用車

出発までフリータイム

専用車にて、ストレザ ヘ

KEITA先 生とストレーザの街を巡りましょう

<ス トレーザ泊

○
×
×

５

●

■

一

6/14
(木)

ドモ h‐ツソラ
ミラノ

十 日u

午後

専用軍 専用車にてミラノヘ

到着後、KE:TA先 生とミラノ中心地めぐり
※公共交通機関を利用。交通費は各自でお支払いとなります

フリータイム

イ ド→ ′:白

Ｃ

×

×

6
6/15
(金)

ミラノ発

午 前 専用軍
航空機

専用軍にて=港 ヘ

空路、帰国の途ヘ
○
×
機

一７ 6/16
(土)

東 京 (肛 田 )洒 千 雨 成田空港到着、通関手続終了後解散

機

〔募集型企画旅行契約〕
(1)この旅行は、日本通運株式会社首都圏旅行支店(東京都港区東新橋19
3、観光庁長官登録旅行業第19号)(以 下当社と言います。)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Jという〕を締結することとなります。
(2)旅行契約の内容・条件は、当バンフレットによるほか、男り途お渡しする海外
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〕
当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただ
きます。
申込金 30000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込金の受理をもって
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ほつて41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、′ヽス料金観光料金(バス料
金、ガイド料金、入場料)旅 行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料
金(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
示した食事料金(機内食を除く)・手荷物運搬料金(原貝1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
〔旅行代金に含まれないもの〕
旅券印紙代証紙代(10000円～15000円)査 II料、予防機種料金、傷害疾病
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    4200円
2)旅券申請書を作成代行したとき         3675円
3)査証申請書類を当社で作成 取得したとき(1カ国)4200円
超過手荷物料金 飲み物代、クリーン 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 日本国内の空港施設使用料・各国空港税 燃油サーチャージ 航空保険料
〔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.
〔観光査証・旅券の残存期間〕
今回のお渡航に際し、観光査証は必要ありません。旅券の残存期間は、訪問
地イタリア出国時3ヶ月以上必要です。
〔取消料〕
お客様はいつても下記の取

'肖
料を支払つ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
起算してきかのばつて

40～31日目
(ピーク時のみ)

30000円

30～ 3日 日 30000円

☆=旅 行開始日の前日から起算してさかのばつて
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%

※「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日までのそれぞれの出発日をいいます。

〔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つ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。
(旅程保護〕

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
保証金を支払います。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
損害を被つ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ラ‐ 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「力‐ド利用日」は、会員およ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つた日となります。
〔最少催行人員〕
日程表に記載。これに満たない場合、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きかのぼつて23日目(ピーク時発旅行の場
合は33日日】こあたる日より前に通知いたします。

〔現地手配代行者との連絡方法〕

添乗員が同行しない場合の現地での手配代行者との連絡方法は最終日程表に明示
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 日前であつ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〕
当社及び下記「販売店」欄記入の受託販売店は、旅行申込の際にお申込
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、お客様がお申込いただいた旅行
の手配において必要な範囲内で運送・宿,自機関等及び手配代行者に提

鉤 〕
観光庁長官登録旅行業第19号東京都港区東新橋193

,C・=詳准『=羹需彗ぜ詈

東京旅行支店 首都回営業第1課
〒1350041 東京都江東区冬木16‐10 日通永代ビル4階

Tel日 03‐5809‐ 9651

Fax=03‐ 5621‐8291
営業時FB3/09:00～ 18:00(月 ～金)

※■ 日 ・祝日はお体みさせていただきます

総合旅行業務取扱管理者 :内海 伸雄

担当 :久保/朝岡
1 総合旅行業務取扱管理者どよ お客様の旅行抑 嗽 う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関味 担当者からの酬 こご不明な点があれば、ご遠慮なく■leの取扱管珈 こお尋ねくだれ ゝ  |

※ 外務省の「海外危険情報」について:渡航先(国又は地域)によつては、「外務省海外危険情報』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:ttpノ/m岬 ,uban2cn‐ofa goJp/Jでご確認下さい。
渡航先(国または助 の衛生状況については、「厚生労働省検疲感染症情報ホームページ:htlDんう″WW fOtt goJp/Jでご確認下さい。

日本通運株式会社


