
日本から初参加

南米ワイン博
と

ブラジルワイナリー探訪　９日間
旅行期間：２０１９年０９月２１日（土）　～　０９月２９日（日）

後援　：　在日ブラジル大使館

　　　　　　 ブラジルワイン協会（ＩＢＲＡＶＩＮ）

　　　　　　 ブラジル日本商工会議所

企画　：　三信インターナショナル　有限会社

実施　：　株式会社　ラティーノ

kayoko
取り消し線



旅行代金　： ■大人お１人様／２名一室利用 東京・関空発着 (エコノミークラス）

※燃油サーチャージ　（目安：約　１１，０００円／４月１日時点）が別途必要となります。

　 東京出発は　羽田発／成田着となります。

■利用予定航空会社：エミレーツ航空　（東京組、関空組はドバイにて合流）、アズル航空、ゴル航空

■添乗員：同行はいたしませんが、現地係員がお手伝いいたします。

■食事：朝食５回、昼食４回、夕食５回　（機内食は含みません）

■利用予定ホテル　：　 リオデジャネイロ／オリンダ・リオ・ホテル（４つ星ホテル）　

ポルトアレグレ／ホテル・プラザ・サンラファエル（４つ星ホテル）

　　　　　　　　　　　　　　　 ベント・ゴンサルベス／ホテル＆スパ・ド・ビーニョ（５つ星ホテル）

■最少催行人員：１５名

■お１人部屋追加料金：５７，０００円

■ビジネスクラス追加費用：７６０，０００円　（国際線のみ）

◎ブラジル観光査証は６月１７日以降　必要なくなります。

◎今回の旅行の目玉を要約すると、以下の通りとなります。

１．南米ワイン博に日本から初参加

２．このツアーのためにだけブラジルワイン協会がセミナーを開催

３．セミナー終了後修了証授与 修了書見本

４．ワイン博出展の有名ワイナリー訪問

　 ２０１９年９月２５日（水）から２７日（金）　南米ワイン博（ＷＩＮＥ　ＳＯＵＴＨ　ＡＭＥＲＩＣＡ）

　 　その他ワイン博に出展している複数のワイナリーを視察いたします。

５日目訪問予定　ＡＵＲＯＲＡ社 ＶＡＬＤＵＧＡ社 ６日目訪問予定　ＭＩＯＬＯ社

６日目訪問予定　ＭＯＥ　＆　ＣＨＡＮＤＯＮ社 　　ＰＥＴＥＲＬＯＮＧＯ社

ブラジルワイン協会(IBRAVIN)　会長　オスカー・ロー

Oscar Ló, Presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN)

Acervo Vinícola Peterlongo

４６９，０００円

Ⓒ　Chandon Brazil

ブラジルのブドウ栽培農家及びワイン製造者を代表し、ブラジルワイン協会(IBRAVIN)は日本の皆様の来訪を心より歓迎いたします。

ブラジルワイン生産の中心地に皆様をお迎えし、ブラジルワインの高度な技術と高品質をお見せできることを大変うれしく思いますとともに、

世界市場におけるブラジルワインの増強と地位の向上を目指すブドウ栽培業者とワイン製造者への責任を果たすため、ブラジルの

ワイン製造技術の進化や高品質を追及している姿をお見せできると思います。

今日ではブラジルのワインとスパークリングワインの緑と黄色のラベルは国際的に認められています。

このラベルはアジアの人々にワインの多様な選択をもたらしており、この機会にいまや輸出先のトップ10に数えられる日本市場との絆を

深めることができることは大きな喜びです。

皆様方が、世界の多くの消費者や愛好家を征服しつつあるブラジルワインとスパークリングワインの味と香りを楽しんでいただきますよう願っております。



×

22:00 羽田空港集合 ×

0:30 EK-313 空路、エミレーツ航空にて　ドバイへ 【機中泊】 ×

ド　バ　イ　着 6:15 乗り換え 機

ド　バ　イ　発 8:05 EK-247 一路、ブラジル・リオデジャネイロへ

ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ着 15:25 車両 着後、ホテルへ （日本語ガイド）

夕食は、コパカバーナ海岸前のシーフードレストランにて

【リオデジャネイロ泊】 ○

ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ 午前 車両 半日： 世界遺産　リオデジャネイロ観光 （日本語ガイド） 〇

◎コルコバード、◎ポンデアスーカル

午後 車両 空港へ （日本語ガイド）

ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ発 16:30 AD-4449 アズル航空にてポルトアレグレへ （日本語ガイド）

ﾎﾟﾙﾄｱﾚｸﾞﾚ　着 18:35 車両 着後、ホテルへ

夕食はシュラスコ、南部民族舞踊ショーをお楽しみください

【ポルトアレグレ泊】 〇

ポルトアレグレ 午前 車両 目的の地、ベント・ゴンサルベスへ （日本語ガイド） 〇

途中、ポルトアレグレ及びグラマード観光 ○

【ベント・ゴンサルベス泊】 ○

ﾍﾞﾝﾄ･ｺﾞﾝｻﾙﾍﾞｽ 終日 車両 ブラジルワイン協会によるセミナーに出席 （日本語通訳） 〇

その後、ブラジルワイン博に出席

※ＡＵＲＯＲＡ　ワイナリー視察

※ＶＡＬＤＵＧＡ　ワイナリー視察

【ベント・ゴンサルベス泊】 ○

ﾍﾞﾝﾄ･ｺﾞﾝｻﾙﾍﾞｽ 終日 車両 ※ＭＯＥ＆ＣＨＡＮＤＯＮ　ワイナリー視察 （日本語通訳） 〇

※ＰＥＴＥＲＬＯＮＧＯ　ワイナリー視察

※ＭＩＯＬＯ　ワイナリー視察

夜、修了式及びさよなら夕食会

【ベント・ゴンサルベス泊】 ○

ﾍﾞﾝﾄ･ｺﾞﾝｻﾙﾍﾞｽ 午前 列車 マリア・フマッサツアー(蒸気機関車） （日本語通訳） 〇

ブラジルワインの歴史を学びながらのワイン列車をご体感ください。

午後 車両 空港へ （日本語ガイド）

ﾎﾟﾙﾄｱﾚｸﾞﾚ　発 19:30 G3-1931 ゴル航空にてサンパウロへ

サンパウロ　着 21:10 乗り継ぎ

【機中泊】 ×

サンパウロ　発 1:25 EK-262 エミレーツ航空にてドバイへ 機

ド　バ　イ　着 22:55 乗り換え

【機中泊】 機

ド　バ　イ　発 2:40 EK-318 エミレーツ航空にて成田へ 機

17:35 機

お疲れ様でした！

フライトスケジュールは2019年3月26日現在の最新スケジュールを基に作成しておりますが、航空会社の都合により予告なく運休・発着時刻の変更が

生じる場合がございます。

　リオ：オリンダ・リオ・ホテル 　　　　　ポルトアレグレ：プラザ・サンラファエル 　　　　　　　ベント・ゴンサルベス：ホテル＆スパ・ド・ビーニョ
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ご旅行条件（要旨） 詳細はお申込みの際、別紙お渡しする旅行条件書（全文）を必ずお読みください。

☆お問い合わせ／申し込みは

JATA（日本旅行業協会）正会員 ・ OTOA（日本ツアーオペレーター協会）正会員

手配旅行会社　株式会社 ラティーノ
東京本社                     西日本営業所
東京都渋谷区恵比寿南1-3-6 CIﾋﾞﾙ5F      大阪府大阪市西区靭本町1-6-10 本町西井ビル８Ｆ

TEL 03-3792-9000  FAX 03-3792-9687      TEL 06-6147-3720  FAX 06-6147-3730

Ｅﾒｰﾙ　 ： info@t-latino.com Ｅﾒｰﾙ　 ： info@t-latino.com

この旅行は、株式会社ラティーノ（東京都渋谷区恵比寿南1-3-6、観光庁長官登録旅行業第1924号以

下「当社」といいます。）が企画・募集する旅行であり、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することになります。

７０万円以上 １００，０００円以上旅行代金まで

５０万円以上７０万円未満 ７０，０００円以上旅行代金まで

３０万円以上５０万円未満 ５０，０００円以上旅行代金まで

３０万円未満 ３０，０００円以上旅行代金まで

ツアー代金 申込金（お一人様）

旅行のお申込みと及びお支払について

当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金の一部として取扱ます。また旅行契約は、

当社が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立するものといたします。

契約の解除払い戻し

お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。

ただし、表でいう「契約解除の日」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時を基準とします。　　　

旅行開始の前日から起算してさかのぼって４５日目にあたる日以降～３１日目にあたる日まで 旅行代金の１０％

旅行開始の前日から起算してさかのぼって３０日目にあたる日以降～３日目にあたる日まで 旅行代金の２０％

旅行開始日の前々日～旅行開始当日 旅行代金の５０％

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の１００％

契約解除の日 取消料の額

個人情報の取り扱いについて

（１）当社は、旅行申し込みの際にご提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様が

　　　   お申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

          その他、当社は、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い

          ③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計知ろうの作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

（２）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送、宿泊機関等及び手配代行者

　　 　（必要な場合に限る）に対し、お客様の氏名、性別、又手配内容によって生年月日、年齢及びパスポート番号をあらかじめ電子的方法等で

　　　   送付することによって提供いたします。

（３）当社は将来、以上の方針を改訂する事があります。　

          その場合は当社ホームページ(http://www.t-latino.com/)上でご案内いたします。また、プライバシーポリシーや個人情報取扱管理者に

          つきましても、当社ホームページをご覧になれます。

言語 ポルトガル語

時差 日本の-１２時間

気候 高原亜熱帯性気候　　代表都市：サンパウロ市、ブラジリア市

温暖で、但し、高原地域という場所柄、冬時期朝晩の寒暖の差があるので注意が必要。

温帯性気候　　代表都市：クリチーバ市、ポルトアレグレ市

欧米の気候と似ており、霜が降りたり、冬に気温が零下になることがある。

９月の気温 平均（高）

平均（低）

降雨量

２５．４度

１８．０度

７６ミリ

ポルトアレグレ

２３．２度

１３．２度

１３７ミリ

リオデジャネイロ


