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大会当日のサポートはもちろん、現地ピナレロ社スタッフと一緒に古都トレヴィーゾをツーリング。
ピナレロオフィシャルショップでショッピングなど、オフィシャルツァーならでの企画が満載。
ピナレロ本社工房見学など、普段味わうことのできないスペシャルイベントが目白押しです!
日本人スタッフが同行するので、初めて海外で自転車を走らせる方でも安心です。

イベント企画 株式会社ティンバー・プラネット
後援 ピナレロジャパン
旅行企画･実施 トップツアー株式会社 スポーツ事業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 西新宿木村屋ﾋﾞﾙ16階 E-mail sportsdesk@toptour.co.jp
観光庁長官登録旅行業第３８号 ボンド保証会員

（社）日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者 神田 尚幸

成田空港・関西空港 発着

ラ・ピナレロサイクリングマラソン
オフィシャルツアー２０１１

5泊7日旅行代金 【成田発着】324，000円 【関空発着】339，000円

参加者募集！2011年7月15日（金）～7月21日（木）



日次 月 日 都市名 交通機関 時刻 食事 宿泊地

1 2011年 【成田発着組】

7月15日 成田 AF-275 11:55 エールフランス航空275便にて空路パリへ （機）

(金) パリ 17:15 到着後 入国手続き・乗り継ぎ

パリ AF-2226 18:15 エールフランス航空2226便にて空路ヴェネチアへ （機）

ヴェネチア 19:55 ヴェネチア空港到着

ヴェネチア 専用バス 専用バスにてトレヴィーゾへ ホテル・

トレヴィ－ゾ 22:00 トレヴィーゾホテル到着 （夕） ルライス･モナコ

【トレヴィ－ゾ泊】

【関空発着組】

関空 AF-291 11:30 エールフランス航空291便にて空路パリへ （機）

パリ 17:05 到着後 入国手続き・乗り継ぎ

パリ AF-2226 18:15 エールフランス航空2226便にて空路ヴェネチアへ （機）

ヴェネチア 19:55 ヴェネチア空港到着

ヴェネチア 専用バス 専用バスにてトレヴィーゾへ ホテル・

トレヴィ－ゾ 22:00 トレヴィーゾホテル到着 （夕） ルライス･モナコ

【トレヴィ－ゾ泊】

2 7月16日 トレヴィ－ゾ ホテルにて朝食 （朝）

(土) 午前中 レンタルバイクの受け渡し

自転車 市内周辺試走会

昼食は各自 ホテル・

自転車 午後 スタート地点下見 ルライス･モナコ

ナンバーカード受取 【トレヴィ－ゾ泊】

3 7月17日 トレヴィ－ゾ ホテルにて朝食 （朝）

(日) 自転車 6:00 自転車にてスタート地点（シニョーリ広場）へ

6:30 グランフォンド スタート

7:00 メディオフォンド スタート

9:00 グルメフォンド スタート（最終走者13：00帰着予定）

14:00 メディオフォンド 終了

17:00 グランフォンド 終了 ホテル・

自転車 ルライス･モナコ

※オプショナルツアー(OP)のお申し込み OP)完走パーティー 【トレヴィ－ゾ泊】

4 7月18日 トレヴィ－ゾ ホテルにて朝食 （朝）

(月) ※終日自由行動：オプショナルツアー（OP）をお楽しみ下さい ホテル・

OP）近郊サイクリングツアー ルライス･モナコ

OP）トレヴィーゾ市内観光 【トレヴィ－ゾ泊】

5 7月19日 トレヴィ－ゾ ホテルにて朝食 （朝）

(火) 専用バス 午前 専用バスにてピナレロの工場（トレヴィーゾ市内）見学へ

午後 ※自由行動：オプショナルツアー（OP）をお楽しみ下さい ホテル・

OP）ヴェネチアにて水上バスを利用した観光 ルライス･モナコ

【トレヴィ－ゾ泊】

6 7月20日 トレヴィ－ゾ ホテルにて朝食 （朝）

(水) 【成田発着組】

専用バス 早朝 専用バスにてヴェネチア空港へ

ヴェネチア AF-1127 10:00 エールフランス1127便にて空路パリへ （機）

パリ 11:50 到着後 乗り継ぎ

パリ AF-276 13:30 エールフランス276便にて空路成田へ （機） 【機中泊】

【関空発着組】

専用バス 早朝 専用バスにてヴェネチア空港へ

ヴェネチア AF-1127 10:00 エールフランス1127便にて空路パリへ （機）

パリ 11:50 到着後 乗り継ぎ

パリ AF-292 13:50 エールフランス292便にて空路成田へ （機） 【機中泊】

7 7月21日 【成田発着組】

(木) 成田 8:00 到着、入国手続き終了後 解散

【関空発着組】

関空 8:25 到着、入国手続き終了後 解散

※時刻は予告なく変更になることがございます。

≪ 日 程 表 ≫

旅 程 内 容

各自でホテルへ帰着



旅行期間： 2011年7月15日（金）～21日(木） 7日間 添乗員： 同行いたします

旅行代金： お一人様あたり 【成田発着】３２４，０００円 【関空発着】３３９，０００円
※成田空港および関西空港施設使用料・現地空港諸税およびﾞ成田空港旅客保安サービス料
燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ（32,460円、2011年3月17日現在）は旅行代金に含まれておりません。

※燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞに変動があった場合は、追加収受または返金をいたします。

募集人員： 30名様(最少催行人員：成田・関空各10名様） ※定員になり次第締め切ります

【旅行代金に含まれるもの】
① 航空運賃:日程表に明記された区間のエコノミークラス団体運賃
② 宿泊料金：ホテル2人部屋2名様利用（含む税金、サービス料）
③ バス料金:日程表に記載された区間のバス料金
④ ガイド、通訳：日程に明記された箇所でのガイド、通訳費用
⑤ 食事代:朝食5回、昼食0回、夕食1回
⑥ 入場券代：日程表に明記された美術館、博物館の入館料
⑦ 団体行動中の税金、チップ
⑧ 手荷物運搬料金：航空会社の規定手荷物料金
⑨ 添乗員1名の同行費用

【旅行代金に含まれないもの】
① 空港、駅、ホテルでのポーターチャージ
② 大会エントリー費用 （トップツアーが代行手続きいたします。）
③ レンタルバイクのレンタル料(ピナレロジャパンが代行手配いたします。）
④ 超過手荷物料：1個（23kg以内）を超える超過料金(自転車を除く）※2個目 約5,000～8,000円（片道あたり）

☆航空機自転車運搬料金 【23ｋｇ以内・3辺の和158cm以内/1台】 【片道あたり：成田・関空/ヴェネチア間 80ユーロ(約10,000円）】

⑤ 旅券印紙代、入国ビザ代
⑥ 海外旅行取扱手数料（渡航手続き手数料）
⑦ 日程表に明示されていない食事代
⑧ 個人的性格の費用：飲み物代、電話代、クリーニング代等
⑨ 傷害・疾病にかかる費用
⑩ 任意の海外旅行傷害保険掛け金
⑪ お一人部屋使用料金（5泊分） 70,000円
⑫ 燃油サーチャージ 32,460円（2011年3月17日現在）
⑬ 現地空港諸税 8,520円（2011年3月17日現在）
⑭ 空港税 成田2,040円・関空2,650円
⑮ 成田空港旅客保安サービス料 500円
⑯ 上記「旅行代金に含まれるもの」に記載のないもの

利用航空会社：エールフランス航空（成田・関空発着ともに往復ともパリ経由便）
利用ホテル：ホテル・ルライス・モナコ（トレヴィーゾ）

ツアー申込締切：2011年5月6日（金） ※レンタルバイク受付締切：2011年4月27日（水）

取消料： 参加者が取消をした場合、次の通りの取消料が発生いたします。
出発の30日前から3日目に当たる日まで 旅行代金の 20％
出発の前々日から当日 旅行代金の 50％
無連絡不参加、または旅行開始後 旅行代金の 100％

※詳しい旅行条件を説明しました書面をお渡しいたしますので、ご確認の上お申込み下さい。
※エントリー終了後はエントリー代の払戻しはありません。

申込方法：「ツアー申込書兼渡航のためのお伺い書」に必要事項をご記入の上下記へお送り下さい。
申込書が届き次第、申込金70,000円のお振込み案内を送らせていただきます。
到着後1週間以内にお振込み手続きをお願いいたします。

旅券残存：日本国籍の方は2011年10月20日まで有効な旅券が必要となります。

申込書送付先&お問合せ先：
〒160－0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル16階
トップツアー株式会社 スポーツ事業部 スポーツデスク
「ラ・ピナレロサイクリングマラソン係」宛
電話 03－5348－2733 FAX 03－5348－2731 （月～金 9：00－18：00 土日祝祭日は休業）

e‐ｍａｉｌ : sportsdesk@toptour.co.jp

≪レンタルバイクについて≫
◆ﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸ：20,000円/1台
⇒ｸﾞﾗﾝﾌｫﾝﾄﾞ・ﾒﾃﾞｨｵﾌｫﾝﾄﾞ参加者用
⇒車種未定（ピナレロ上位モデル予定）

◆ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ（ｸﾛｽﾊﾞｲｸ）：15,000円/1台
⇒ｸﾞﾙﾒﾌｫﾝﾄﾞ参加者用
⇒予定車種「ﾋﾟﾅﾚﾛﾄﾚﾋﾞｿ」

◎ﾚﾝﾀﾙﾊﾞｲｸはお買取も可能です。
詳しくはﾋﾟﾅﾚﾛｼﾞｬﾊﾟﾝまでお願いします。
TEL：072-238-0039



■開催日時：2011年7月１7日（日）
グランフォンド 06：30スタート ⇒ 17：00ゴールクローズ
メディオフォンド 07：00スタート ⇒ 14：00ゴールクローズ
グルメフォンド 09：00スタート ⇒ 13：00頃終了

■競技種目：グランフォンド(約205km）/メディオフォンド（約130kｍ）/グルメフォンド（50kｍ）

■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 （特にライセンスは必要ありません）

■大会主催：Pinarello社 (イタリア自転車協会公認大会）

■エントリー料／別途必要となります。詳細はﾂｱｰお申込み後に送付いたします「大会要項」をご覧ください。
エントリー費用25 ﾕｰﾛ (6月30日まで）、35 ﾕｰﾛ(7月1日以降14日まで）
グルメフォンドに関しては10ﾕｰﾛ 大会当日まで受け付けます。

■エントリー締め切り日 6月30日が締め切り日です。
（トップツアー代行エントリーの締め切りは5月31日とします。）

※大会が気象条件等によって中止になった場合には払戻しではなく、翌年への繰越になります。
※大会の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、空気ポンプが必要です。
※レンタルバイク利用者はペダルをご持参下さい。

グルメフォンドに関して自転車についての規制は特にありませんが、
ロードバイクでの参加をおすすめします。

∽∽ ラ・ピナレロサイクリングマラソン2011 概要 ∽∽

∽∽ ラ・ピナレロサイクリングマラソン コース 概要 及び 高低図 ∽∽



□ グランフォンド(約205km)

□ メディオフォンド(約130km)

□ グルメフォンド(50km)

フリガナ ローマ字名 ※パスポートをお持ちの方は同じつづりでご記入下さい

（姓） （名）

昭和 旅行開始時

平成 年齢

※西暦 才
フリガナ

電話番号 自宅： 携帯：

勤務先住所

メールアドレス

氏 名 続 柄

海外旅行保険

について 署 名

１人部屋希望

記念グッズ申込 ジャージ □S □M □L □XL パンツ □S □M □L □XL

（無料） グローブ □S □M □L □XL ソックス □S □M □L □XL
※希望サイズへチェック

月 日

月 日

※受領後、速やかにコピーのＦＡＸをお願いいたします。

ツアー締切日は 5月6日（金）です。定員になり次第締め切ります。

ツアー希望発着地

□ 成田空港発着 □ 関西空港発着

□ レンタルバイクを利用する（4/27まで申込み可）
◎20,000円（ﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸ） ： ｸﾞﾗﾝﾌｫﾝﾄﾞ・ﾒﾃﾞｨｵﾌｫﾝﾄﾞ参加者用
◎15,000円（ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ＝ｸﾛｽﾊﾞｲｸ）：ｸﾞﾙﾒﾌｫﾝﾄﾞ参加者用

□ 自分の自転車を持ち込みます。
◎片道あたり（成田・関空/ヴェネチア）
80ユーロ（約10,000円）掛かります

身長 cm/ 股下 ｃｍ/ 体重 Kg

※他で加入の保険会社

電話番号

≪申込み日≫

2011年 月 日
別紙取引条件説明書面に記載の旅行条件、及び旅行手配の為に必要な範囲内での運送・宿泊機
関その他への個人情報の提供について同意の上、下記の書類を提出します。

また、各種確認事項（ﾚﾝﾀﾙﾊﾞｲｸの件など）をお客様へ連絡する為に必要な範囲内でピナレロジャパ
ンへの個人情報の提供について同意の上、下記書類を提出いたします。

パスポート（旅券）コピーを貼付して下さい。

（顔写真のページ また、追記のある方はそのページも含む）

同室希望者名
３人利用をご希望の場合お応えできない場合がございます

国内の緊急連絡先
住 所

レンタルバイク
について

□ 加入しない → → （ ）

受領予定日 ：

□ 禁煙者 □ 喫煙者

申請予定日 ：

□ 希望する（追加代金：70,000円・5泊分） □ 希望しない

※今回の旅行には2011年10月20日まで
有効な旅券が必要になります。

パスポートを新規に取得される方：

※サイズの目安は日本製の「パールイズミサイズ」を参考にされて下さい。

お煙草に関して

勤務先 ・ 自宅 ・ 携帯 ：

- - - -

（〒 － ）

- -

勤務先名 所属クラブ

自宅住所

（〒 － ）

年 月 日

年
性 別 男 ・ 女 生年月日

※ピナレロのご好意で大会当日、テストライドで着ていただける方にプレゼントさせていただきます。ご自身のウェアも必ずご持参ください。

後日、保険のご案内をお送りいたします□ 加入する →

ＦＡＸ：０３－５３４８－２７３１ ⇒ トップツアー㈱スポーツ事業部 スポーツデスク 行

【ツアー申込書 兼 渡航のためのお伺い書】

大会参加
コース

※エントリー締切り後の変更は不可です。

ラ・ピナレロサイクリングマラソン オフィシャルツアー ２０１１

渡航者名


