
イベント企画 協賛 旅行企画
実         施 神戸支店

■個人情報の取扱について
   1. 近畿日本ツーリスト（株）（以下｢当社 ｣ ）は、旅行申込みの際に ご提出
　　 いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の
       手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関
       等に提供いたします。
   2. 当社、当社のグループ企業である近畿日本ツーリスト個人旅行販売株式
　　 会社等および販売店が取扱う商品・サービスに関する情報をお客様に
       提供させていただくことがあります。
   3. 上記の他、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホーム
       ページ等でご確認下さい。
■旅行代金に含まれるもの
　1. 航空運賃：全行程エコノミークラス航空運賃
　2. バス料金：旅行日程に明示した送迎バス・都市間の移動バス料金及び
                      観光バス料金
　3. 宿泊料金：旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス
                      料金（2人部屋にお2人様宿泊を基準）
　4. 食事回数：朝食3回・昼食0回・夕食2回（機内食除く）
　5. 観光料金：旅行日程に明示した観光に伴うガイド料金及び入場料金
　6. 手荷物料金：お１人様20kg以内のスーツケース１個の手荷物
　　                 （利用航空会社の規定による）
　7. 添乗員同行費用
■旅行代金に含まれないもの
　1. 超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について）
　2. クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドなどに対するチップ
　　 その他追加飲食など個人的性質の諸費用
　3. 傷害・疾病に関する医療費
   4. 渡航手続諸費用（旅券印紙代・査証代・渡航手続取扱料金）
　5. 日本国内における自宅から集合地までの交通費・宿泊費
　6. お客様のご希望によりお一人部屋を使用される場合の追加料金
　　 全泊分（35,000円）
　7. 燃油サーチャージ（48,800円 2013年2月25日現在）
　　※サーチャージの運賃・料金が変更された場合は、増額になった時
　　　は不足分を追加徴収し、減額になった時はその分を返金致します。        
   8. 現地空港諸税（13,000円）　航空保険料(1,100円)                 
   9.  関西国際空港施設使用料（2,650円）
   10.ETAS代行手続費用（3,150円）
　11.大会エントリーフィー費用（14,000円）
■契約の成立
　旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立する
   ものとします。

■免責事項
　当社に故意又は過失がない場合でお客様が次に例示するような事項により
　損害を被られたときは、賠償の責任を負うものではありません。
　イ．天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは
　　 旅行の中止
　ロ．運送・宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生ずる旅行日程
       の変更もしくは旅行の中止
　ハ．官公署の命令、又は伝染病による隔離
　二．自由行動中の事故　　
   ホ．食中毒　　　　
   ヘ．盗難
　ト．運送機関の遅廷、不通、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは
       目的地滞在の短縮
■旅行代金の変更
　利用する運送機関の適用運賃・料金が基準日以降に著しい経済情勢の変化
　などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲
   内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から
   起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
■最少催行人員
　明記の最少催行人員に達しないときは、旅行の催行を中止することがあります。
   この場合には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日
   より前に、旅行を中止する旨旅行者に通知致します。
■旅程保証に関する事項
　旅行日程に約款の旅程保証に掲げる重要な変更が行われた場合はその変更
　の内容に応じて旅行業約款の率による変更補償金をお支払い致します。
　但し、一旅行一人当たり旅行代金の15％を限度とします。
■確定書面は旅行出発の前日までに交付致します。
■その他
　ここに記載のない事項については別途の当社「募集型企画旅行条件書（海外
   旅行）」及び旅行業約款（募集型企画旅行契約）によります。
　※この旅行取引条件説明書面は、平成25年1月29日現在の運賃・ 料金を基準
  としています。

■お客様が出発までに実施する事項
　イ.旅券・査証について
　（日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理
　　事務所にお問い合わせ下さい。）
   ①旅券（パスポート）：この旅行には、帰国時まで有効な旅券が必要です。
   ②査証（ビザ）：査証（ビザ）：観光ETA（3ヵ月以内滞在可能）の登録が
　　必要です。  
   　現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、査証の取得は
   　お客様の責任で行って下さい。これら手続等の代行については、販売店
   　が渡航手続料金を頂いてお受け致します。
　ロ.保険衛生について
　　渡航先の衛生情報については、厚生労働省「検疫感染症情報」
　　ホームページ http://www.forth.go.jp/でご確認下さい。
　ハ.海外危険情報について
　　渡航先（国または地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域
　　の渡航に関する情報が出されている場合があります。
   　お申込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
　　また「外務省海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.
　　go.jp/でもご確認下さい
■渡航手続取扱料金
   1. 出入国記録書類の作成を代行した時（1ヵ国につき）…… 4,200円
   2. 旅券申請書類の作成を代行したとき…………………… 4,200円
　3. 査証申請書の作成又は書類作成と取得代行をするとき
　   （査証代実費は含みません）（1ヵ国につき）………………6,300円
  ※当該料金は合算して申し受けます。
  ※お客様がご自身で上記書類などを作成されるときは上記取扱料金
     は不要です。
■旅行内容の変更
　天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
   官公署の命令、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その
   他当社の関与し得ない事由が生じた場合にいおいて、旅行日程、旅行
   サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更する場合
　があります。

■取消料
　旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合は旅行
　代金に対して、次の料率の取消し料をいただきます。

関西営本海：046013070001

旅行開始日の前日
から起算して
30日前～3日前

  旅行開始日の前々日
  以降旅行開始日当日
（旅行開始前）

20％ 50％ 100％

旅行開始後又は
無連絡不参加

■時間帯の目安（移動の発着時間）

早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜
04：00～ 06：00～ 08：00～ 12：00～ 13：00～ 16：00～ 18：00～ 23：00～

■特別補償
　お客様が旅行中、生命、身体又は荷物の上に被られた一定の損害については、
　あらかじめ定める額の補償金及び見舞金、又は損害補償金をお支払いいたし
　ます。

■旅行企画・実施

■協   賛

■イベント企画

当日一緒に走るだけでなく、前日練習、前日食事、会場への送迎・案内いたします！

ヤノスポーツが総力をあげて、申し込みからレース当日、帰国まで安心して
ご参加できるように、専門スタッフの充実したサポートでご案内致します。

担当／森、福沢
総合旅行業務取扱管理者／倉田享
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約等に関し、
担当者からの説明にご不明な点がございましたら、 ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

〒650-0032　兵庫県神戸市中央区伊藤町121　神戸伊藤町ビル ８Ｆ 
営業時間9:30～18:00/土・日・祝日は休業  

近畿日本ツーリスト（株） 神戸支店
TEL.078-392-2433 　FAX.078-392-3822
観光庁長官登録旅行業第1944号　一般社団法人日本旅行業協会 正会員　ボンド保証会員　旅行業公正取引協議会会員

近畿日本ツーリスト株式会社　神戸支店　チャレンジツアー受付デスク 行　平成25年　　月　　日

ゴールドコーストマラソンチャレンジツアー参加申込書

ご氏名

現住所

TEL.　　　　　ー　　　　　ー

緊急時の連絡先

FAX.　　　　　ー　　　　　ー

フリガナ

（ローマ字：パスポート記載　　　　　　　　　　　　　　　　　）
男  ・  女年　　月　　日 

性別生年月日

〒

※旅行条件及び旅行手配に必要な範囲内での運送・宿泊機関等その他への個人情報の提供について同意の上、上記の通り旅行に申込みます。
※受付後、郵送にて申込金請求書と条件書等の資料を送付させていただきます。発送には受付後から1週間程度を目処に発送いたします。

●FAXにてお送り下さい ＴＥＬ.０７８-３92-2433／ＦＡＸ.０７８-392-3822

■旅行条件 ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前に御確認の上、お申し込み下さい。

写真提供：ゴールドコーストマラソン日本事務局

食事付!朝3食、夕3食、大会当日の朝食はBOXを用意
そのうち夕食1回は前夜祭「パスタパーティー（仮）」にご参加

ヤノスポーツランニングクーポン券5，000円付き！

ヤノスポーツ主催「マラソン完走講習会」付き（全4回）
第1回：3月17日（日）／アシックス主催　フルマラソン完走に向けた基礎知識講習会
第２回：4月27日（土）／アシックス主催　完走に向けた実践トレーニング講習会
第3回：5月18日（土）／長距離を走る練習20km走+食事の取り方
第4回：6月 2 日（日）／長距離を走る練習30km走+食事の取り方

マラソン当日までのヤノスポーツ主催ランニングイベント特別参加無料（合宿は除く）

ゴールドコースト
イメージキャラクター
コアラのビリー

そ
の
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そ
の
⑤

そ
の
⑥第1回　３月１７日（日）　　第2回　４月２８日（日）　　第3回　５月１１日（土）　　第4回　６月２日（日）

参加できなかった場合はナイトラン（毎週金曜20時）でヤノスポーツスタッフが補講いたします。

ヤノスポーツ本店　TEL.078-391-1121
お問い合わせの際は「マラソンツアーのチラシを見た」とお伝えください。

（営業時間：平日／11：00～20：00、土･日･祝日／10：30～19：30　担当：荻野・矢野）

※その⑤、⑥については直接ヤノスポーツにお問い合わせください。

ASICSランニング用ウインドブレーカー（8,000円相当）をプレゼント！
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日程表
日次 月  日 曜 発着地・滞在地 現地時間 交通機関 摘       要 食事

1 7月5日 金 関西国際空港 発 11:00 SQ619 空路、シンガポールへ
シンガポール 着 16:40 到着後、乗り継ぎ手続き

（空港にて各自夕食）

00:45 SQ255 空路、ブリスベンへ

　

（機内　泊）

2
7月6日 土 機

ブリスベン　 着
シンガポール　 発

10:35 専用バス 到着後、専用バスにてホテルへ

ホテルチェックイン(休憩)
＊荷物を預けて自由行動 ×
＊昼食は各自フリー、練習、ＥＸＰＯ見学など

18:00 徒歩 夕食は前夜祭「パスタパーティー(仮)」にご参加
夕

（ゴールドコースト　泊）

3 7月7日 日 ゴールドコースト滞 朝食BOXをご用意（前日の夜に配布いたします） 朝
マラソンバス ゴールドコーストマラソン２０１３参加4:45頃

×
16:00頃
18:00

専用バス 復路、ホテルまで送迎
市内レストランにて夕食（中華料理）

夕（ゴールドコースト　泊）

4 7月8日 月 ホテルにて朝食 朝ゴールドコースト滞
終日自由行動

×

18:00 レストランにて夕食（シーフード料理）
夕

（ゴールドコースト　泊）

5 7月9日 火 ホテルにて朝食 朝
ホテル 発 11:00 専用バス 一路、空港へ

×

×ブリスベン 発 14:30 SQ236 空路、帰国の途へ
シンガポール 着 20:50 （＊空港にて各自夕食）

（機内　泊）

6 7月1 0 日 水
シンガポール 発 1:25 SQ618 空路、帰国の途へ
関西国際空港 着 9:00 到着後、入国手続き

☆発着日時及び交通機関は変更になることがあります。●食事（朝→朝食、昼→昼食、夕→夕食、機→機内食）

（最少催行人員15名）名30募 集 人 員

（機内食は含みません）
食 事 条 件 朝食3回・昼食0回・夕食3回

利用予定航空会社 シンガポール航空、
キャセイパシフィック航空、
ジェットスター航空

利用ホテル ウォーターマークホテル

申 込 金 40,000円（旅行代金に充当します）
（但し定員になり次第締め切ります）
平成25年4月19日（金）お申込締切日

お申込方法

1名同行します添 乗 員

ご旅行期間

7月5日（金）～7月10日（水）平成25年

2名様1室利用
おひとりさま 188,000円
ご旅行代金

（お一人部屋追加料金：35,000円）

※燃油サーチャージ（48,800円/2013年2月25日現在）、関西国際空港施設使用料
　（2,650円）、現地空港諸税（13,000円）、航空保険料（1,100円）、ETAS代行手続費用
　（3,150円）、エントリーフィー費用（14,000円）等が別途必要です。

OO

O

ゴールドコーストマラソンの魅力

７月の南半球は、湿度も低く、気温も10～18度と爽やかな７月の南半球は、湿度も低く、気温も10～18度と爽やかな

走りやすい平坦なコース
高低差8mと超フラットな海沿いのコースは、初心者も、記録を狙うランナーにも人気が高まっています。

フレンドリーなオージー達がコースのあちこちから応援をしてくれます！ゴールまで楽しく走れそう。

GOLD COAST MARATHON 2013GOLD COAST MARATHON 2013 GOLD COAST MARATHON 2013GOLD COAST MARATHON 2013

裏面申込書にご記入の上、近畿日本ツーリスト（株）
神戸支店までFAXにてお申込ください。受付確認
後、申込金請求書、条件書等の資料をお送りさせて
いただきます。発送は、申込書受領後、一週間後を目
処にお送りします。

フルマラソン参加者124名、ハーフマラソン144名という、どこにでもある小さなマラソン大会として、1979年9月に産声を上げたゴール
ドコーストマラソン。少しづつ規模を広げながら四半世紀の時を重ね、昨年大会には過去最多となる2万8,000人を超えるランナーが集
う、世界有数のマラソン大会へと成長を遂げました。
ゴールドコーストマラソンの特徴は、なんと言っても走りやすいコース設定。アップダウンが少なく自己ベストを狙いやすい『走りやすいマ
ラソン大会』として有名です。初の海外マラソンや、自己ベスト更新に挑戦する舞台として、ゴールドコーストマラソンは、これ以上ない絶
好の条件が整っております。

気さくなオージーと楽しむ！

７月の南半球は、湿度も低く、気温も10～18度と爽やかな７月の南半球は、湿度も低く、気温も10～18度と爽やかな

狙うランナーにも人気が高まっています。

れます！ゴールまで楽しく走れそう。

写真提供：ゴールドコーストマラソン日本事務局

※掲載写真は全てイメージです（写真提供：ゴールドコーストマラソン日本事務局）
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