2018年9月14日出発
東京(羽田) 発着
空港 ⇔ ホテル往復と送迎マラソンコースの下見（日本語ガイド）付き！

羽田発 カンタス航空直行便利用！
美しい入り江の街シドニーを走る！

第18回シドニーマラソンツアー2018 ５日間
ツアーポイント！
※毎年9月の連休に開催されるシドニーマラソン。南半球最大のマラソン大会へ羽田発着のカンタス航空を利用したツアーを設定いたしました。
※到着日はマラソンエキスポ会場でのゼッケンお受け取りにご案内係員が一緒します。その後フルマラソンコースを専用車で下見にご案内いたします。
※マラソン当日はスタート地点（ミルソンズポイント）まで係員がご案内。（フルマラソンのスタート時間に合わせて、公共交通機関でのご案内となります）
※ご宿泊はシドニー中央駅から歩いて5分、スタート地点にもゴール地点にもアクセス便利なグレートサザンホテルです。
※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。）
燃油サーチャージ込！
※2名様より催行いたします
スケジュール
9/14

食事

22：00：羽田発 カンタス航空にて、空路シドニーへ。
＜機内 泊＞

機：1回

8：30：シドニー着
朝：×

到着後、係員と一緒にエキスポ会場へ。 エントリ-ゼッケンの受け取りへご案内いたします。
9/15 その後、フルマラソンのコースを専用車で実際に走行して下見していただきます。

昼：×
夕：×

終了後ホテルへ（チェックインは15：00以降となります）
＜シドニー 泊＞
第18回 シドニーマラソン 当日
係員と一緒にホテルよりのスタート地点「ミルソンズポイント」へ
（フルマラソンのスタートに合わせてご案内いたします。その他のコースにエントリーの方は各自スタート地点へ移動して下さい）
スタート：ハーフマラソン 午前6時 /フルマラソン 午前7時 /ブリッジ・ラン 午前8時 /ファミリーラン 午前9時
2000年にシドニーで開催されました 第27回 夏季シドニーオリンピック を記念しまして、 翌年の2001年から始まりました南半球最大のマラソ
ン大会です。 2000年のシドニーオリンピックでは、日本の高橋尚子さんが女子マラソンで、優勝したことはすでにご存じの通りですが、現在
9/16 使われていますシドニーマラソン大会のコースは、高橋尚子さんが優勝したコースの一部を残してはいますが、大会独自のコースとなってい
ます。 種目は公認種目として、フルマラソン、ハーフマラソン、10Km (ブリッジ・ラン) があり、他に ファミリーや初心者用の3.5Km (ファミリー・
ファン・ラン)があります。なお、フルマラソンでは車椅子の種目もあります。 コースは、全種目シドニーのアイコンでありますシドニー・ハー
バー・ブリッジを渡り、フィニッシュは世界文化遺産であるシドニー・オペラ・ハウスの前庭と隣接する王立植物園入口（ファミリー・ファン・ラン
のみ）となっています。 (中略）2017年の全種目の参加者数は33,000人で、海外からの参加ランナーは、3,100名でした。 日本からは500名の
ランナーが参加し、海外からの参加者としては一番多くの参加者数でした。 （シドニーマラソン公式HPより）

朝：×
昼：×
夕：×

完走後は各自ホテルへお戻りください。大会当日はNSW州の公共の電車、バス、フェリーは大会参加者のみ無料で利用できます。(ただし、
電車の空港線は除きます。)駅の改札で、ゼッケンを提示してください。
＜シドニー 泊＞
夕刻まで自由行動。またはオプショナルツアーにてお楽しみ下さい。
※チェックアウトは10：00となります。
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朝：×

出発までお部屋がご利用できるゆっくりチェックアウトプラン：追加代金 お一人様￥10,000

昼：×

（大人子供同額/2名1室利用の場合/1人1部屋ご利用の場合は倍になります。）

夕：×

夕刻：現地係員が空港へご案内します。
20：50：カンタス航空にて羽田へ

＜機内 泊＞

9/18 05：15：羽田到着。着後、解散。
※パスポート有効残存期間：滞在日数以上有効なもの。（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。）
★オーストラリア入国には電子入国許可システム（ＥＴＡＳ）が必要です。申請にはA$20が必要です。詳しくはお問い合わせください。
■最少催行人員／2名 ■添乗員／同行致しませんが現地係員がご案内致します。 ■利用航空会社／カンタス航空指定 ■食事／朝食0回、昼食0回、夕食０回（機内食は除く）
■利用ホテル／グレートサザンホテルシドニー(部屋指定無し/シャワーのみのお部屋になる場合もございます）

日本国内からのお得な追加代金 ※往復/JAL限定
※国際線発着時間より24時間以内に接続するJAL便に限ります。(一部他社との共同運航便は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）

10,000円の追加代金でご利用可 ●大阪（伊丹・関空） ●名古屋(中部） ●札幌 ●福岡
20,000円の追加代金でご利用可

●女満別 ●釧路 ●旭川 ●帯広 ●函館 ●青森 ●三沢 ●秋田 ●山形 ●小松 ●南紀白浜 ●広島 ●岡山 ●山口宇部 ●出雲 ●松山
●高知 ●徳島 ●大分 ●長崎 ●熊本 ●宮崎 ●鹿児島 ●北九州 ●沖縄

■第18回 シドニーマラソン 競技概要
競技

距離

スタート時間

制限時間

年齢

定員

給水箇所

コース
全種目ともシドニー北部、ミルソンズ・ポイント駅 から徒歩1分の所のアルフレッド・
ストリート・サウスがスタートとなります。スタート後すぐにシドニー・ハーバー・ブ
リッジに入り橋を渡って市街地に入り各種目ごとのコースとなります。フィニッシュ
はフルマラソン・ハーフマラソン。ブリッジランはオペラハウス前庭、3.5kmはオペラ
ハウスに隣接する王立植物園入り口となっています。フルマラソンの高低差は
ハーバーブリッジの登りくだりで約60メートルありますが、フル･ハーフとも全体的
にほぼフラットなコースとなっています。

フルマラソン

42.195km

午前7時05分

6時間

18歳以上

なし

14箇所

ハーフマラソン

21.0975km

午前6時00分

2時間45分

16歳以上

8,500人

9箇所

ブリッジラン

10km

午前8時30分

1時間30分

なし

16,600人

4箇所

ファミリーラン

3.5km

午前9時00分

特になし

なし

6,500人

2箇所

※フル、ハーフは途中関門あり
■競技登録料

■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-ＭＫ６１-□□□□□□

競技

年齢

7月31日までの登録

8月1日以降の登録

ホテル

グレートサザンホテル

フルマラソン

18歳以上

¥17,100

¥18,500

お部屋条件

部屋指定なし

ハーフマラソン

16歳以上

¥11,900

¥13,800

日数

5日間

18歳以上

¥6,700

¥8,100

ツアーコード

Q95SM1

5～17歳

¥4,800

¥5,700

9/14出発

159,800円

ブリッジラン

ファミリーラン

5歳以下

無料

無料

一人部屋追加代金

20,000円

18歳以上

¥5,200

¥6,200

ゆっくりチェックアウト追加代金

10,000円

5～17歳

¥3,800

¥4,800

延泊追加代金

10,000円

5歳以下

無料

無料

■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。

★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。

※エントリーはご自身でシドニーマラソン日本事務局へ直接、または「ランテス」「ローソン・ドゥ・スポーツ」
「JSS」「スポーツエントリー」等の各サイトからお申込ができます。

★延泊は6日間、7日間まで承ります。シングル利用の場合、延泊追加代金は2倍となります。また延泊代の他に航空運賃の追加代金として
￥20,000が必要です。

※弊社で代行登録も出来ます。代行登録をご希望の場合はお申込1名様につき代行手数料￥1,080を申し付
けます。 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。

★オーストラリア諸税（大人10,780円，子供5,500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。

※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。

★羽田空港施設使用料・保安サービス料（大人2,570円/子供1,280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。

※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。

★「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。

※宿泊ホテル

「グレートサザンホテルシドニー」は、シドニーの中心部に
位置する歴史的な19世紀の建物を利用したホテルで、中
央駅から徒歩わずか5分です。全室にエアコン、ケーブル
テレビが標準設備として付いています。チャイナタウンの
すぐ近くに位置し、レストラン、バーを併設しています。ス
タートのミルソンズポイント、ゴールのサーキュラーキー
からはいずれもシティーレイルですぐにアクセスできます。
※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2018年2月20日を基準としています。また、旅行代金は、2018年2月20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2018年2月20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2018年2月20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）

名古屋メディア海外旅行

●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%

〒450-8577
名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル9階
TEL 052-583-1959 FAX 052-561-4602
営業時間 平日 9：00～17：30（土・日・祝・年末年始休業）
E‐MAIL kaigai.media@mwt.co.jp

