2018年4月6日出発
東京(成田)･中部･関西 発着

日本からわずか3時間半 南の楽園グアムで走るマラソンレース
名鉄観光は全てのランナーを応援します！

ユナイテッド・
グアムマラソン2018参加ツアー 4日間
ツアーポイント！
※「ユナイテッド・グアムマラソン」ご参加の専用ツアーです。もちろん応援の方も参加ＯＫです。
※スタート地区とタモン中心部のホテルをご用意
※大会当日の朝はおにぎり弁当をご用意。軽くスタミナ補給してレースに臨んでください。
※大会登録代行料無料。わずらわしい手続きはお任せください。
※滞在中シャトルバス（レアレアトロリー）が乗り放題 ※追加代金でフライトアレンジも可能（関西発着を除く）
スケジュール
【11：05】：関西発 ユナイテッド航空にてグアムへ
4/6 【15：40】：関西よりグアム着 到着後ホテルへ
（金） 【20：45】：中部発 ユナイテッド航空にてグアムへ
【17：35～21：20】：成田発、ユナイテッド航空にて空路グアムへ。

食事

■大会名称：（日本語） ユナイテッド・グアムマラソン2018

4/8
(日）

【終日】：自由行動。
レアレアトロリー乗り放題パス付です。
ランナーの方はこの日にレースパケットを受け取ってください。

■競技種目：フルマラソン(42.195km) ハーフマラソン(21.0975km)

＜グアム泊＞

10kmラン 5kmラン
■開催日時：2018年4月8日（日） フル 3：00 ハーフ 4：00

朝：×
昼：×
夕：×

10キロラン 5：00 5キロラン 6：00
■主催：グアムスポーツイベントInc ■協賛：パシフィックアイランドクラブ
■特別協賛：ユナイテッド航空 ■後援：グアム政府観光局
■参加者数：2017年実績 全参加社 4,335名（うち日本人1,261名）

＜グアム 泊＞

大会シャトルバスまたは徒歩にてスタート地点へ。
(朝食のお弁当は前日夕方お渡しいたします）
朝：○
【3：00】：フルマラソンスタート
【4：00】：ハーフマラソン スタート
昼：×
【5：00】：10キロランスタート
【6：00】：5キロランスタート
夕：×
大会終了後は各自徒歩またはレアレアトロリーを利用してホテルへお戻りください。
＜グアム 泊＞

【早朝】：バスにて空港へ
【07：00】：グアム発 ユナイテッド航空にて成田へ
4/9
【07：00】：グアム発 ユナイテッド航空にて関西へ
（月）
【07：25】：グアム発 ユナイテッド航空にて中部へ

（英語) United Airlines Guam Marathon 2018

夕：×

【01：20】：中部よりグアム着 到着後ホテルへ
【22：30～01：55】：成田よりグアム着 到着後ホテルへ
4/7
(土）

【大会概要】

朝：×

■参加記念品・完走記念品

参加賞として全員にTシャツ
完⾛された方に記念メダル・完⾛タオル・ビーチマット(予定)
競技

距離

スタート時刻

制限時間

参加資格

マラソン

42.195km

3:00AM

7時間※

満14歳以上※※

ハーフマラソン

21.0975km

4：00AM

なし

満14歳以上

10KMラン

10km

5:00AM

なし

5KMラン

5km

6：00AM

なし

※途中関門はありません
※※ 17歳未満の場合は申し込み時に保護者の承諾書が必要

【09：35】：成田着 【10：05】：関西着 【10：20】：中部着
■最少催行人員／１名 （但し、1名様でご参加の場合は一人部屋追加代金が必要です。）
■添乗員／同行致しませんが現地係員がご案内致します。 ■食事／朝食1回､昼食0回､夕食0回（機内食は除く）
■利用航空会社／ユナイテッド航空指定 ■利用ホテル／旅行代金表参照
※パスポートの残存期間：帰国時まで有効なもの。但し入国時に90日以上の残存が望ましい。（急病や天候不順、
航空機の欠航など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）外国籍の場合、米国入国に
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すよう
お願い申し上げます。
※スケジュールは予告なく変更になる場合もございます。
※空港～ホテル間の送迎は他のお客様と同じ車、ガイドでご案内する場合がございます。また他のお客さんの到着、
出発便の時間差のため空港でお待ちいただく場合もございますのであらかじめご承知おきください。
※マラソン大会にエントリーされない方も当コースにご参加いただくことができますが、マラソン事務局が実施する
サービスはご利用いただくことができない場合があります

利用フライト
成田 ⇒ グアム

中部 ⇒ グアム

UA827

11:00 ⇒ 15:40

UA136

11:20 ⇒ 15:55

UA197

17:35 ⇒ 22:30

UA172

20:45 ⇒ 01:20

UA874

21:20 ⇒ 01:55

グアム ⇒ 成田

グアム ⇒ 中部

UA828

07:00 ⇒ 9:35

UA137

07:25 ⇒ 10:20

UA196

12:00 ⇒ 14:55

UA171

16:55 ⇒ 19:50

UA873

17:10 ⇒ 19:55

関西 ⇒ グアム
UA150

11:05 ⇒ 15:45

グアム ⇒ 関西
UA151

07:00 ⇒ 10:05

マラソン

グアム政府観光局前 ～ Kマート ～ ハガッニャ ～ ピティ
～ グアム港 ～ 海軍基地前（折り返し） ～ ピティ～ ハ
ガッニャ ～ Kマート ～ イパオパーク

ハーフマラソン

グアム政府観光局前 ～ Kマート ～ ハガッニャ ～ グアム
知事公邸付近（折り返し）～ ハガッニャ ～ Kマート ～ イ
パオパーク

10Kmラン

グアム政府観光局前 ～ Kマート ～ アルパンビーチタ
ワー付近（折り返し）～ Kマート ～ イパオパーク

5Kmラン

グアム政府観光局前 ～ Kマート ～ センチュリープラザ
前（折り返し）～ Kマート ～ イパオパーク

■コース高低差（フルマラソン）

【ユナイテッド・グアムマラソン エントリー期間】 大会登録代行手数料無料！

【ゼッケン・チップ受け取り】

■第1期： 締め切り 10月31日（火)
エントリー料金 フル 12,000円 ハーフ 10,000円 10キロ 7,000円 5キロ 6,000円
■第2期： 締め切り 1月14日（日）
エントリー料金 フル 14,000円 ハーフ 12,000円 10キロ 8,000円 5キロ 7,000円
■第3期： 締め切り 3月14日（水）
エントリー料金 フル 17,000円 ハーフ 15,000円 10キロ 9,000円 5キロ 8,000円
■現地 EXPO会場 4月6日（金）、7日(土）
エントリー料金 フル US$170 ハーフ US$150 10キロ US$115 5キロ US$105
※弊社にて登録代行を希望される場合は、締切日までにエントリー用紙にご記入の上、上記代金と
ともにお申し込みください。エントリー用紙はツアーお申し込み後お送りいたします。
※ご旅行取消し、参加競技取消しの場合でも競技参加料の返金はありません ※弊社にて登録代行
された方へはパケット受け取りの通知書を弊社よりお送りいたします。
※弊社が登録代行を行うのは第3期締め切りまでです。EXPO会場での代行申込はいたしません。

日時：4月6日（金）11：00～18：00 4月7日（土）9：00～18：00
場所：PICグアム内パシフィックパビリオン EXPO会場
【ご注意】レースパケットの受け取りは原則本人受け取りとなります。
EXPO会場にお越し下さるようご案内ください。
タモン地区のホテルからは「レアレアトロリー」にてお越しください

【マラソンコース下見ツアー】
•⽇時：4月7⽇（土）
•時間：10：00 12：00 14：00 出発
•出発：PICグアム発
•所要： 約90分 •ルート：マラソンコース（往復）
•参加料：US$10（事前申し込み/現地払い）
•事前申込締切：2018年3月31⽇
空席がある場合のみEXPOにて受付いたします。

【お荷物お預かり】
・スタート地点にお荷物預かり所（イパオパーク内）を設置いたします。
時間：1：00頃～11：00頃（無料）
・当⽇11：00までにお受け取りください。
・当⽇11:00までに引取りのなかった荷物については、チャリティー対象と
なるのでお気をつけ下さい。

【無料シャトルバスサービス】
レース当日、スタート地点までの無料シャトルバスが運行される予定です。
発地： ニッコー・リーフ・グアムプラザ・ロッテ・アウトリガー・ハイアット・ウェスティン・ホリディリゾート・
オンワード・シェラトン
・事前に大会HPにてお申込が必要です ・時刻等は大会HPにて4月上旬にお知らせいたします。

■旅行代金表（2名１室利用/大人おひとり様） ※成田・中部同額 関西発は￥7,000増し ツアーコード 成田発 CD-MK60 中部発CH-LZ60 関西発 CJ-NP60
ホテル

ホリデイリゾート

ロイヤルオーキッドグアム

グアムプラザホテル

ＰＩＣ グアム

カテゴリー

部屋指定なし

部屋指定なし

部屋指定なし

部屋指定なし

会場までの移動手段

徒歩(約22分）またはシャトルバス

徒歩(約13分）

シャトルバス

徒歩(約10分）

ツアーコード

U99014

U99011

U99012

U99013

****

旅行代金

82,800

83,800

87,800

89,800

64,800

一人部屋追加代金

15,000

17,000

18,000

22,000

****

延泊代金

6,000

6,500

8,000

9,000

早期申込割引

添い寝子供代金

上記旅行代金より一律 3,000円引き

※早期申込割引は11月30日までにお申込及び旅行代金のお支払いが完了した場合に適用いたします。
※早期申込割引は座席数に限りがありますのでお早めにお申込下さい。

****

■フライト変更追加代金

★各競技の参加には、競技参加料が旅行代金とは別途必要です 。 ご自身でエントリーされる場合、ユナイテッド・グアムマラソン2018の大会ホームページまたは
ランネット等のサイトよりエントリーをしてください。
★子供旅行代金(2歳以上12歳未満）は一律5,000円引きです。 ★幼児旅行代金(2歳未満）は一律17,000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）が日・月の場合は4,000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。
★延泊は最大旅行日数10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。
★グアム諸税（3,170円/大人，子供同額 幼児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。
★日本発空港施設使用料・保安サービス料（成田大人2,610円/子供1,570円）（中部大人2,570円/子供1,290円） （関西大人3,040円/子供1,680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。

（大人子供同額・成田･中部同額/関西発着はフライトアレンジはお受けできません）

①夜出発／朝帰着便

追加代金なし

②午前出発／朝帰着便または夜出発／夕刻帰着便

一律7,000円追加

③午前出発／夕刻帰着便

一律14,000円追加

※成田発の基本旅行代金は行きUA874便/帰りUA828便利用または行きUA197便/帰り
UA828便利用となります。行きUA827便/帰りUA873便利用または行きUA827便/帰りUA196便
利用の場合は③の追加代金となります。その他のパターンは②の追加代金となります。
※発地と異なる場所への帰国はできません。

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11月1日を基準としています。また、旅行代金は、2017年11月1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11月1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11月1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

