シンガポール航空で行く

＜１月２８日（水）エントリー締め切り！＞

ＬＡマラソン ２０１5参加ツアー 募集

参加者募集中！（東京・札幌・名古屋・関西・福岡発着）

２０１５年３月13日（金）出発 ３泊５日～４泊６日
※成田発着以外は帰着後の１泊（ホテル代金含む）を加えて合計４泊６日～５泊７日
（燃油サーチャージ、空港諸税別）

大会
エントリー
代金別途

旅行代金135000円～226000円

第３０回を迎えるアメリカ西海岸最大のマラソン大会
ロサンゼルスオリンピックをきっかけに始まった、アメリカ西海岸最大のマラソン大会。フルマラソンは世界的
に有名なドジャー・スタジアムをスタートし、LAダウンタウン、ハリウッド・ブルバード、サンセット・ストリップ、
ウェスト・ハリウッド、ビバリーヒルズのロデオ・ドライ ブ、サンタモニカのオーシャン・ブルバードを通るコース
となります。

ツアー
ポイント

１：ツアー予約と同時に大会エントリーができる！
２：到着日には専用車でコース下見ツアーにご案内
３：当日はスタート地点までスタッフがサポート
４：ゴールからホテルまでツアー専用車がお送り！
各種コース概要（予定）
★フルマラソン 26.2mile（42.195 km）

■有森裕子
1966年岡山県生まれ。就実高校、
日本体育大学を卒業後㈱リクルート
入社。バルセロナオリンピック、アト
ランタオリンピックの女子マラソンで
は銀メダル・銅メダルを獲得。2007
年でプロマラソンランナーを引退し、
現在は、認定ＮＰＯ法人ハート・オ
ブ・ゴールド代表理事、スペシャルオ
リンピックス日本理事長、厚生労働
省いきいき健康大使他の要職に就
いている。
今回の第30回ASICS LA マラソンには、バルセロナ・アトランタの
オリンピックメダリストの有森裕子さんが親善大使として就任しま
した。大会前日は日本人参加者と一緒にモーニングラン（参加無
料）を、前夜に行われるパスタ・パーティ（参加費別途）にも出席
する予定です。
◆参加ご希望の方は、申込時に先着順予約で承ります。

世界的に有名なドジャー・スタジアムをスタート し、サンタモ
ニカ・ピアのすぐ前までの片道コースで、”The Stadium to
the Sea”と銘打っています。

★LA Big 5K 3.1mile (5 km)
LA Big 5Kは、3月14日（土）8:00 a.m.に開始します。ス
タートおよびゴール地点は、ドジャー・スタジアムです。LA
Big 5Kは、LAフルマラソンのウォームアップレースとしても行
われ、LAフルマラソンに向けて、コンディションを整えるために
も参加できます。

利用フライトは人気のシンガポール航空
総２階建機材 エアバス A380

▲映画でよく見るカリフォルニア＆ハリウッドのシーンを見ながら走れます

世界中のアワードで常に上位にランクインされるシンガポー
ル航空のA380はエコノミークラス、ビジネスクラス、そしてプラ
イベートを重視した空間を実現したスイートまでレイアウト。
快適な空の旅をお楽しみ下さい。
※機材は予告なく変更になる場合がございます。

▲ロサンゼルスへの往復フライトは総２階建機材A380で快適な空の旅を

GREEN PAK

OVERSEAS TRAVEL SERVICE

シンガポール航空で行く

エントリー受付
1月２８（水）迄！

ＬＡマラソン２０１５参加ツアー

２０１５年３月１３日（金）出発 ３泊５日～４泊６日
※成田発着以外は帰着後の１泊（ホテル代金含む）を加えて合計４泊６日～５泊７日
大会概要

旅行代金(2名様1室利用)
出発地

＜スタンダード＞
メイフェアーホテル

フルマラソンエントリーは
旅行と同時に申込み

年齢制限

＜デラックス＞
ザ・ＬＡホテル

フルマラソン・・・18歳以上
LA Big 5K・・・ 年齢制限なし

参加賞
すべての参加者にTシャツ、完走者には
メダルと電子修了書が配られます

完 了！

旅行条件
大会エントリー代金は
旅行代金に含まません
エントリーは無料で代行

A
B
C
D
E

発着地

現地3泊

現地4泊

現地3泊

現地4泊

成田発着
札幌発着
名古屋発着
関西発着
福岡発着

135,000円
183,000円
169,000円
173,000円
188,000円
27,000円
9,000円

150,000円
198,000円
184,000円
188,000円
203,000円
36,000円
9,000円

145,000円
193,000円
179,000円
183,000円
198,000円
33,000円
11,000円

174,000円
221,000円
208,000円
211,000円
226,000円
44,000円
11,000円

１名様参加追加料金(3泊)
延泊代金（１泊あたり）

●最少催行人員：2名様
●添乗員：なし。現地係員がお世話します
（参加者１０名様以上で添乗員が同行します）
●利用航空会社：シンガポール航空（国際線）
●食事条件：朝1回、昼0回、夕０回（機内食除く）
※大会当日の朝食は事前にお渡しするランナーズ朝食
●宿泊ホテル：左記料金表より選択のホテル

エントリー代金
レース参加の方は以下エントリー代金をお支払ください
フルマラソンエントリー費用・・・２４，０００円
※前日のイベント「BIG 5K」に無料で参加頂けます

● モーニングラン（参加無料）
● パスタ・パーティ（要予約：有料）

※上記旅行代金の他、燃油サーチャージ（概算 32,060円)、国内空港使用料、米国出国税(概算 7,900円）を別途申し受けます。

3泊5日

3月13日(金)

4泊6日

3月13日(金)

午後：
午後：
午後：
午後：
18:50
12:50

時間帯
札幌
伊丹
名古屋
福岡
成田
ロサンゼルス

スケジュール
札幌、空路成田へ。成田着後各自乗り継ぎ。
伊丹、空路成田へ。成田着後各自乗り継ぎ。
名古屋、空路成田へ。成田着後各自乗り継ぎ。
福岡、空路成田へ。成田着後各自乗り継ぎ。
成田、空路ロサンゼルスへ。
ロサンゼルス着後、係員がお出迎え。
専用車でフルマラソンコースの下見ツアーへ。（専用車）

朝昼夕
×××

ビジネスクラス
世界中のアワードで数々の賞を受賞しているシンガ
ポール航空のビジネスクラスへのアレンジも可能です
片道～
OK

※途中大会受付会場にてゼッケン受付・交付をいたします
下見ツアー終了後、ホテルへご案内。各自自由行動。
各自翌日に備えコンディションを整えてください。

8:00 スタート
3月14日(土)

5kmマラソン

早朝
7:25 スタート
3月15日(日)

大会本番

自由参加のLA Big 5K 3.1mile (5 km)に参加の方は
各自でスタート地点のドジャー・スタジアムへ。
★有森裕子さんと走る・・・モーニングラン（要予約：無料）
★夕方：パスタ・パーティ・・・要予約（参加費：後日決定）
朝食は事前にお渡しするランナーズ軽食。
指定の集合場所に集合。
専用車にてスタート地点近くまでご案内。
マラソンスタート！！
レース終了後、専用車にてホテルへご案内。

○××

スイートクラス
往復で
お申込

※ご参加者様のゴール時間により休憩しながらお待ち頂く事があります。
※詳細については最終旅程表にご案内をいたします

自由行動。オプショナルやショッピングなどをお楽しみ下さい。 ×××
出発まで自由行動・
×××
航空機のお時間にあわせて空港へご案内。(混載車利用）
ロサンゼルス発、帰国の途へ。[日付変更線通過]
各地到着後、解散。お疲れ様でした。
×××
東京発着以外のお客様は翌日乗り継ぎ（旅行代金に含まれます）
空港近郊のホテルをご用意致しますのでご宿泊下さい。
成田or羽田発、各空港へ。
各空港着（札幌、伊丹or関空、名古屋、福岡）。

3月16日(月)

終日

3月16日(月)

3月17日(火)

午前
15:15 ロサンゼルス
19:05 成田

3月17日(火)

3月18日(水)

3月18日(水)

3月19日(木)

※ 東京
※ 各地方空港

片道あたり １４９,０００円
追加
※２名様以上でお申込み下さい

×××

午後
.

座席アップグレードプラン

A380にご搭乗いただいたお客様だけが独占できる
特別なキャビン「スイート」をこの機会に体感下さい

往復

４８０，０００円 追加
※２名様以上でお申込み下さい

※成田帰着後、24時間以内（ご希望伺います）の日本航空便での手配となり、確保出来ない場合は他社便（別途追加料金)にてお手配を致します

旅行条件（抜粋） ※お申し込み前に必ずお読み下さい
■ 募集型企画旅行契約 ：この旅行は、株式会社國際旅行社（観光庁長官登録旅行業 40号、以下「当社」といいます）が募集型企画する旅行であり、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。旅行条件は下記による他、別途お渡しする旅行条件説明書、出発前にお渡しする最
終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約書面によります。
■ 旅行のお申込みと契約の成立時期
所定の申込書に下記の申込金を添えてお申込下さい。当社が予約の承諾をし、申込書と申込金を受領した時に旅行契約が成立します。
■申込金 30,000円 (お1人様)
■旅行代金に含まれているもの ① 旅行日程に明示した利用交通機関の運賃・料金・観光料金（バス料金・ガイド料・入場料等）、宿泊料金、食事料金。② 手荷物
運搬料金（原則としてお1人様1個、但し航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内）③ 団体行動に必要な心付け。
以上の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しは致しません。
■ 旅行代金に含まれていないもの（一部例示）：①航空会社より公示された運賃とは別の「燃油サーチャージ」。② 超過手荷物料金（規定の重量、容積、個数を超
える分について） ③飲食代、クリーニング代、電話料、ホテルスタッフ等に対する心付け、その他追加飲食費等個人的費用およびそれに伴う税、サービス料 ④
傷害、疾病に関する治療費 ・ 渡航手続費用（旅券印紙・証紙代、検査料、予防接種料金、傷害・疾病保険料および渡航手続取扱料金）⑤ 日本国内外の空港
税、出国税およびこれに類する諸税 ・ 日本国内における自宅から発着空港までの交通費、宿泊費 ⑥ お1人部屋をご利用の場合の追加料金・ 希望者のみが参
加するオプショナルツアーの旅行代金
■ 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30日目にあたる日より前にお支払い頂きます。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にお申込の場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払い頂きます。
■ 取消料：お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
★旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 1．特定日に旅行を開始する旅行
★40日目にあたる日以降～31日目にあたる日まで・・・ 無料
★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％
★2日前（前々日）～前日 ・・・旅行代金の 30％
★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％
■ 免責事項について： 次に例示するような事由により被られた被害には当社は責任を負いません。
A)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 B)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
C)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 D)日本または外国の官公署の命令、
入国規制または伝染病による隔離 E)自由行動中の事故 F)盗難 G)運送機関の遅延、不通またはこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在の短縮。
■ 旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2013年10月現在を基準としています。また旅行代金は2013年１0月31日現在有効な航空運賃、適用基準に基づい
て算出しています。なお当社は、当社約款第13項に掲げるような特殊な場合を除き、旅行代金の変更は一切致しません。
■ 旅行代金について：旅行代金は、エコノミークラス席利用(又はビジネスクラス席、スイート席利用の場合)の大人1人分の代金です。

■ 日程表・時間帯の目安
(早朝)04：00～06：00 / (朝)06：00～08：00 / (午前)08：00～12：00 / (午後)12：00～16：00
(午後)16：00～18：00 / (夕方)16：00～18：00 / (夜)18：00～23：00 (深夜)23：00～04：00
■ 時差：日本が正午の時、ロサンゼスは前日の19時(3/9よりサマータイムのため20時となります)
■ 通貨：米国ドル＝S＄
■ ３月のロサンゼルスの平均気温 平均最高気温（℃）18.6 / 平均最低気温（℃）10.3
■ パスポート残存期限： 米国の入国時に日本帰着日。までの有効期限が必要です。（３ケ月以上の残存が望ましい）。必ずお確かめ下さい。
■ 燃油サーチャージについて：このパンフレットに表示されている旅行代金には、航空会社が別途徴収する燃油サーチャージは含まれません
※料金は予告なく変更・新設されることもあります。旅行代金に合わせて取り扱いの旅行代理店にお支払い下さい。
■ 旅券（パスポート）とビザ（査証）：旅券をおもちでない方や期限切れの方は旅券事務所への申請手続が必要になります。またシンガポールへの入国に際しまし
ては６ヶ月+滞在日数の旅券の残存期間が必要です。（ご不明な点は、販売店までお問合せ下さい）又、旅券発給申請、ビザ（査証）の申請、出入国書類作成等に
ついては、お申込みの販売店にて、別途、渡航手続代行契約を締結していただいた上でお取り扱いしております。（要代行料金）お申込み販売店にご相談下さ
い。※パスポート番号、発行年月日は別に控えて、予備のパスポート用写真をお持ちになることをおすすめします。

旅行企画・実施 GREEN PAK
株式会社国際旅行社（観光庁長官登録旅行業第40号）
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1F
TEL 03-3214-4876 FAX 03-3214-4867

●ご予約お問い合わせは

※米国への入国にはお客様ご自身でESTA(電子渡航認証システム)への登録が必ず必要です。
■ 個人情報の取扱いについて：・ 当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際に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いただく他、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び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頂きます。このほか、当社及び販売店では(1)会社及び会社と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）統計資料の作成。以上の（1）～（5）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。
・ 当社は、当社が保有するお客様の個人データーのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様のご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のも
のについて、当社関連企業との間で、共同して利用させていただきます。当社関連企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内ご購入いただい
た商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。
・ 当社は、旅行先でのお客様の買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データーをお土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏
名、パスポート番号及び搭乗される航空便等に係る個人データー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。尚、これらの事業者への個
人データーの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口にお申し出ください。
■ 海外危険情報/衛星情報について
・ 渡航先（国、または地域）によっては、外務省海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場合があります。お申込みの際に旅行取扱店にご確認くださ
い。または、外務省「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」、外務省海外安全相談センター（TEL：03-5501-8162）/受付時間外務省閉庁日を除く
9：00～17：00および外務省「海外安全情報FAX0570-023300」でもご確認いただけます。
・ 渡航先の衛生情報について「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ（http://www.forth.go.jp）」でご確認ください。
※ 上記情報は2014年10月現在の情報をもとに掲載しています。予告なく変更になる場合があります

