2017年5月5日出発 東京(成田)発着

エア・カナダ直行便利用！
世界一住みやすい街を走る！
第46回BMOバンクーバーマラソンツアー2017 ５･６日間
★ツアーポイント★

燃油サーチャージ込！
※毎年5月の第1日曜日に開催されるバンクーバーマラソン。エア・カナダ直行便を利用したツアーを設定いたしました。
※マラソンエキスポ会場でのゼッケンお受け取りに係員が一緒にご案内いたします。
※マラソン当日はスタート地点（ｸｲｰﾝｴﾘｻﾞﾍﾞｽ公園）までご案内。（公共交通機関または車でのご案内となります）
※フルマラソン、ハーフマラソンのゴール地点から徒歩圏内のダウンタウンのホテルを中心にお値打ち価格からデラックスクラスまでラインアップを取り揃えました。
※日本国内各地からお得な代金でご参加できます。（別途国内線空港使用料がかかる場合がございます。）
※1名様より催行いたします

スケジュール4
5日間

6日間

5/5

食事

17：00：成田発 エア・カナダにて、空路バンクーバーへ。
・・・・日付変更線通過・・・・
9：45：バンクーバー着。到着後係員がお出迎え、
バンクーバー市内へご案内いたします。
ホテル到着後、チェックインのご案内をいたします。
（チェックインは16：00以降となります）

機2回

5/6

午前中：係員と一緒にエキスポ会場へ
9：30：ハイアットリージェンシーバンクーバーホテル集合：出発（予定）
係員とともにエキスポ会場(バンクーバーコンベンションセンター）へ
朝：×
昼：×
徒歩にて移動（約10分程度）
夕：×
ランナーの方は各自ゼッケン等の受け取りをお願いします。
エキスポ会場からホテルへは各自お戻りください。
＜バンクーバー 泊＞
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第46回 BMOバンクーバーマラソン 当日
係員と一緒にホテルよりマラソン、ハーフマラソンのスタート地点「クイーンエリザ
ベス公園」へ
スタート：ハーフマラソン 午前7時 /フルマラソン 午前8時30分
バンクーバーマラソンは「フォブス誌」で世界のマラソントップ10にも選ばれる人
気のマラソンです。フルマラソンのコースは世界一住みたい町と呼ばれるバン
朝：×
クーバーの町を走り抜ける42.195KMのコース。四季の花が咲き誇るクイーンエ
昼：×
リザベス公園をスタートしてバンクーバー郊外の住宅街を抜け、ブリティッシュコ 夕：×
ロンビア大学、ジェリコパークなど海沿いを走り、バラード・ブリッジを越えた後、
市民憩いの場所であるスタンレイパークを一周してダウンタウンに入り、バン
クーバーオリンピックの聖火台があったバンクーバーコンベンションセンターの
すぐ近くウエストペンダーストリートがフィニッシュラインとなっています。 完走後
は各自ホテルへお戻りください。
＜バンクーバー 泊＞
終日：自由行動。またはオプショナルツアーにてお楽しみ下さい。
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＜バンクーバー 泊＞
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※お帰りはラクラク「復路をビジネスクラス」に変更できます
追加代金：お一人様￥85,000（大人子供同額）
復路のバンクーバー⇒成田の区間をビジネスクラスにアップグレード！

朝：×
昼：×
夕：×

＜機中 泊＞
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15：10：成田到着。着後、解散。

出発時刻

年齢

定員

給水箇所

フルマラソン

午前8時30分

7時間

18歳以上

5,000人

21箇所

ハーフマラソン

午前7時00分

4時間

16歳以上

10,000人

8箇所

コース
スタート地点から5㎞過ぎまでは高低差100ｍ程度の下り。その後はゴールまでほぼフラットな
コース

競技登録料
競技
フル
マラソン

ハーフ
マラソン

1/31までの登録

3/31までの登録

5/3までの登録

エキスポ会場での登録

C$131.00

C$141.00

C$149.00

C$159.00

¥15,260

¥16,260

¥17,060

¥18,060

C$101.00

C$111.00

C$119.00

C$129.00

¥12,260

¥13,260

¥14,060

¥15,060

※左記料金の上段はご自身でインターネット等から登録した場合の登録料です。 下段は弊社
が登録代行した場合の登録料です。料金には代行手数料¥2,160円を含んでいます。 ※弊社が
代行登録をする場合は実際の締切日の1週間前までに弊社に必要事項を記載したエントリー用
紙が到着 するよう送付ください。 ※エントリー枠はなくなり次第終了となります。あらかじめご了
承ください。 ※ご旅行のお取消や競技参加を取りやめた場合でも代行手数料を含むエントリー
代金の返金はございません

※国際線発着時間より24時間以内に接続するＡＮＡまたはＪＡＬ便に限ります。
※日本航空・全日空の便名が付いたフライトでも共同運航便など一部ご利用いただけない便もご
ざいます。
※同日に乗り継げない場合、予約が取れない場合また航空機の遅延・発着時刻の変更により生
じる「前泊・後泊」の宿泊費及び交通費はお客様のご負担となります。
※羽田⇔成田間の移動はお客様自身のご負担となります｡
※羽田・成田・中部・北九州の各空港をご利用の際には別途国内線空港使用料が必要となりま
す。（羽田空港大人290円子供140円 成田空港大人440円子供220円 中部空港大人310円子
供150円 北九州空港大人100円子供50円 いずれも出発・到着とも必要）

〈追加代金￥6,000でご利用可〉

※パスポート有効残存期間：帰国時まで有効なもの。（但し急病や天候不順、航空機の欠航等不測の事態に備えて残存
が少ない場合は新規取得をお勧めします。）
★【電子渡航認証＝eＴＡについて】2016年3月15日以降空路でカナダへ入国する場合「電子渡航認証＝eＴＡ」の申請が
必要です。申請には7カナダドルの実費が必要になります。外国籍の場合、カナダ入国には査証が必要な場合がござい
ます。査証取得など渡航に必要な手続きはお客様自身でお済ませいただきまうようお願い申し上げます。日本国籍の場
合でもeTA登録で承認が降りない場合、査証の取得が必要になります。
■最少催行人員／1名 ■食事／朝食0回，昼食0回，夕食0回（機内食は除く）
■添乗員／同行致しませんが現地係員がご案内致します。 ■利用ホテル／旅行代金表参照
■利用航空会社／エア・カナダ指定（エコノミークラス）
■エア・カナダ フライトスケジュール （下記スケジュールは予告なく変更となる場合もございます）

フライト

制限時間

日本国内からのお得な追加代金 ※往復/ＪＡＬまたはANA限定。

注）延泊して復路が土･日着の場合は適用できません。
お座席は数に限りがあります。ビジネスクラスに空席があっても当料金が適用できな
い場合もございます。
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スタート時間

朝：×
昼：×
夕：×

午前：現地係員が空港へご案内します。
13：30 ：バンクーバー発、エアカナダにて成田へ。（直行便）
・・・・日付変更線通過・・・・
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競技

コース
前半15kmまでは80m程度の高低差があります。後半20㎞以降はほぼフラットなコース

＜バンクーバー 泊＞

-

第46回 BMCバンクーバーマラソン 競技概要

到着時刻

往路：直行便（毎日）

（成田発）17：00 ⇒

（バンクーバー着）9：45

復路：直行便（毎日）

(バンクーバー発）13：30⇒

（成田）15：10（日本着は翌日）

●大阪（伊丹・関空・神戸）
〈下記の都市から16,000円の追加代金でご利用可〉
●仙台 ●青森 ●山形 ●三沢 ●八丈島 ●新潟 ●小松 ●富山
●能登 ●名古屋(中部） ●広島 ●岡山 ●出雲 ●岩国
●山口宇部 ●高松 ●松山 ●高知 ●徳島
〈下記の都市から22,000円の追加代金でご利用可〉
●紋別 ●女満別 ●釧路 ●帯広 ●旭川 ●函館 ●秋田
●大館能代 ●庄内 ●小松 ●鳥取 ●米子 ●広島 ●大分
●長崎 ●熊本 ●宮崎 ●佐賀 ●鹿児島 ●北九州 ●奄美
〈下記の都市から27,000円の追加代金でご利用可〉
●札幌 ●福岡 ●沖縄 ●石垣

【旅行代金表】（2名１室利用/おひとり様 大人子供同額）

ツアーコード：CD-MK58■■■■■■

ホテル

バークレイホテル(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ）

スーペリアクラス

デラックスクラス

ハイアットリージェンシー

お部屋条件

部屋指定なし

部屋指定なし

部屋指定なし

部屋指定なし

日数
コード
5/5 出発
一人部屋追加代金
延泊追加代金
朝食追加代金
（5Ｄ：3回、6Ｄ：4回）

5日間
A95VR1
149,800
22,000
****

6日間
A96VR1
157,800
29,000
8,000

5日間
A95VR2
157,800
37,000
****

6日間
A96VR2
170,800
50,000
13,000

5日間
A95VR3
173,800
47,000
****

6日間
A96VR3
189,800
63,000
16,000

5日間
A95VR4
176,800
47,000
****

6日間
A96VR4
193,800
63,000
17,000

****

****

6,900

9,200

14,400

19,200

14,400

19,200

お部屋についてのご注意
２人用のお部屋には、シングルベッドが２台
のツインベッドルームとキングサイズまたはク
イーンサイズの大型ベッド１台のダブルベッド
ルームの２種類があります。出きる限りツイン
ベッドルームをご用意いたしますが、場合に
よりダブルベッドルームに２台目のベッドとし
て簡易ベッドをいれてご利用いただく場合が
あります。但し、ハネムーンやご夫婦等のカッ
プルでご参加の場合で大型ベッド１台のみの
ご利用となる場合があります。また、ツイン
ベッドルームの場合、２つのベッドが離れてい
ない部屋や２つのベッドサイズや種類の異な
る部屋が含まれます。３人部屋の場合、２人
部屋に簡易ベッドを入れる為、手狭になりま
す。また、簡易ベッドは夜遅くに入る場合があ
ります。

★子供旅行代金（2歳以上12歳未満）は一律10,000円引きです。
★幼児旅行代金（2歳未満）は一律50,000円。但し、航空座席、ベッドを使用しない場合に限ります。
★延泊をして、帰国日（現地発）が金・土の場合は7,000円の追加代金がかかります｡
★延泊追加代金は2名以上で1室を利用した場合の1名あたりの1泊分代金です。1名で1室を利用した場合の追加代金は倍になります。
★延泊は最大12泊14日まで承ります。シングル利用の場合、延泊追加代金は2倍となります。
★カナダ諸税（4,500円/大人，子供同額）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
★成田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,610円/子供1,570円）は含まれておりません。旅行代金とあわせてお支払いください。
★「燃油サーチャージ」は旅行代金に含まれております。今後燃油サーチャージが増額または減額、廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。
■ホテルリスト
バンクーバー

スタンダードクラス

スーペリアクラス

デラックスクラス

バークレイ、ベストウエスタンシャ
トーグランビル、ラマダインアンド
スイーツダウンタウン、リステルホ
テルバンクーバー、デイズインバ
ンクーバーダウンタウン

サンドマンスイートオンデイビー、エンパイアランドマーク、レジデ
ンスインバンクーバーダウンタウン、ローズデールオンロブソン、
カルマナプラザ、コーストプラザホテル、コーストコールハーバー、
センチュリープラザホテル＆スパ、サンドマンホテルバンクーバー
シティーセンター、ホリデイイン＆スイーツダウンタウン

ハイアットリージェンシーバンクーバー、シェラトンウォールセンター、デルタバンクー
バースイート、サットンプレイス、バンクーバーマリオットピナクルダウンタウン、フェア
モントホテルバンクーバー、フォーシーズンズホテルバンクーバー、フェアモントウ
オーターフロント、フェアモントパシフィックリム、ウエスティンベイショア、パンパシ
フィックホテルバンクーバー、シャングリラバンクーバー

※37km地点、スタンレイパークとライオンゲートブリッジ

※フルマラソンコース

※ハーフマラソンコース

旅行条件（要約）

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。

旅行条件は、本パンフレットによるほか、旅行条件書、確定書面、当社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。
●募集型企画旅行契約／この旅行は、名鉄観光サービス（株）（愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目14番18号、観光庁長官登録
第55号。以下「当社」といいます。）が旅行企画・実施するものであり、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」といいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は下記によるほか別途お渡しする旅行条件書、出発
前にお渡しする確定書面（最終日程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●お申込み方法と契約の成立時期／当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申込みください。当社は、電話、郵便、FAX等
により予約いただいた場合は、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して7日以内に申込み手続きをお願いしま
す。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに契約が成立します。
●申込金／〈旅行代金が30万円以上〉50.000円以上旅行代金まで。〈旅行代金が15万円以上30万円未満〉30.000円以上旅行代金
まで。〈旅行代金が15万円未満〉20.000円以上旅行代金まで。
●旅行代金のお支払い／旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日目にあたる日より前（お申込みが間際の
場合は当社が指定する日まで）に全額お支払いください。
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示された以下のものが含まれます。※航空運賃および船舶・鉄道運賃等※バス代金・
ガイド代金・入場料等の観光代金※宿泊代金および税・サービス料金（二人部屋にお2人様宿泊を基準とします）※食事代金および
税・サービス料金※手荷物運搬料金※団体行動中の心付※添乗員が同行するコースの同行代金※その他パンフレット等で含まれ
る旨明示したもの。上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2017年1月10日を基準としています。また、旅行代金は、2017年1月10日現在
有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または2017年1月10日現在国土交通大臣に認可中の航空運賃・適用規則を
基準として算出しています。
●パンフレットの表示について
◆スケジュール中の予定時間。〈03:00～06:00〉早朝、〈06:00～08:00〉朝、〈08:00～12:00〉午前、〈12:00～13:00〉昼、〈13:00～17:00〉
午後、〈17:00～19:00〉夕刻、19:00～23:00〉夜、〈23:00～03:00〉深夜。
◆スケジュール中の食事について、機：機内食、朝：朝食、昼：昼食、夕：夕食
◆スケジュール中の観光について、天候や道路事情により観光先を変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。
（現地空港税及び燃油サーチャージの合算額は2017年1月10日現在の社内レートを元に算出しております。この金額については出
発時為替レートにより差額が生じましてもご返金、ご請求をしないことを予めご了承ください。

お申し込み・お問い合わせは
観光庁長官登録旅行業第55号

●旅行代金に含まれないもの／上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。※渡航手続諸経費※日本国内に
おける自宅から発着空港等集合・解散場所までの交通費、宿泊費等※日本国内の空港施設使用料※超過手荷物料金※クリーニ
ング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸経費、税・サービス料※傷害・
疾病に関する医療費※日本国外の空港税・出国税・国際旅客航路料等の諸税・料金（ただし空港税等が含まれていることを明示
したコースを除きます。コースによっては、空港税等を出発前に日本にてお支払いいただく場合もあります）

関東海外予約センター

●取消料／お客様はいつでも次による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。
契約解除の日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで

旅行開始日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～15日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
14日目に当たる日以降～3日目に当たる日まで

ピーク時（4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7）に
開始する旅行

左記以外の日に
開始する旅行

旅行代金の10％ （最高5万円とします）

無料

旅行代金が50万円以上 ・・・・・・・・・・・・・・・
旅行代金が30万円以上50万円未満 ・・・・・・
旅行代金が15万円以上30万円未満 ・・・・・・
旅行代金が10万円以上15万円未満 ・・・・・・
旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・
旅行代金の20％

旅行開始日の前々日～当日

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％

10万円
5万円
3万円
2万円
旅行代金の20%

〒140-0031 東京都品川区西五反田2-12-3第一誠実ビル
TEL 03-5759-8411 FAX 03-5759-1952
営業時間 平日 10:00～18：00 土・日・祝日休み
E‐MAIL yoyaku–kaigai.tyo@mwt.co.jp

