■商品有効期限
２０１４年 7 月１７日～２０１４年１０月３１日

世界一楽しいマラソン!?

ジャマイカ レゲエマラソンツアー
燃油 サーチャージ含 む （注 ）

¥298,000

旅行代金/ネグリル&マイアミ 6 日間/大人お１人様＜２名様１室利用時＞
成田空港施設使用料･空港保安料及び海外空港諸税が別途必要となります。

（注）旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージが増減又は廃止があった際も旅行代金の変更はございません。

カリブ海のリゾート地、ジャマイカの西端のネグリル市で開催される「レゲエ・マラソン」大会。
IAAF 承認のマラソン大会で、コースの 1 マイル毎にサウンドシステムが設置されており、レゲエを聴きながらマラソンを楽しめます。
ゴール近くになると、レゲエの神様ボブ・マーリーの名言が書かれていて、レゲエ好きなら、そうでなくとも励まされる事間違いなし！
z
ジャマイカの開放的な雰囲気な中、地元ジャマイカ人に加え、北米や欧州、南米からの観光客も参加する国際色豊かなイベントです。
「世界一楽しいマラソン」と呼ばれているこのマラソン、
なんと優勝者にはボブ・マーリーのトロフィー、女性の優勝者にはリタ・マーリーのトロフィーが授与されます。

写真はすべてイメージです。

ツアーポイント

スケジュール

■エントリー代行も承ります！
※面倒なお手続きも代行手数料無料にて承ります。

12/4
（木）

12/5
（金）

※大会当日とマイアミでの朝食は付いておりません。
せっかくのジャマイカ ♪ 無人島散策やシュノーケリング
を楽しもう！
※天候により中止になる可能性もございます。
※ボートキャプテンへのチップが別途必要となります。（目安＄5）

ジャマイカ レゲエマラソン

2014 年 12 月 6 日(土)開催

＜コース概要＞
スタートとゴール・フィニッシュはネグリルの有名な 7 マイルの
ホワイトサンドビーチに位置する Long Bay beach Park。
スタート後、ネグリル市内へ環状道路を走り、市内を抜け
美 しい海 岸 に沿 って北 へ向 かい、復 路 はホワイトサンド
ビーチ公園内をゴールへ向けは知ります。ほとんど平坦で
起伏はあまりないコースです。

モンテゴベイ着（19：25－20：05）へ。

ネグリル泊

終日：自由行動
ゼッケン受取りサポート 10:00 a.m. - 9:00 p.m(予定)
"World's Best Pasta Party" 5:30 p.m. - 9:00 p.m.

■ホテルでの朝食２回付き♪
■レース後は、無人島ツアーのオプショナルへ！

成田発（11：30－12：00）→（乗継） 空路ジャマイカ島へ。
到着後、現地係員と共にホテルへ

■ゼッケンの受け取りをサポートいたします。
不安な現地でのゼッケン引き換え手続きも
お手伝いいたします。

宿泊
食事

＜朝＞
ネグリル泊

◆◆◆ レゲエマラソン ◆◆◆
徒歩にて会場へ移動していただきます。
12/6
（土）

05：15 a.m. スタート予定
07:00 a.m. - 12:00 noon 大会終了後、表彰式＆パーティー

ネグリル泊

終了後はお客様ご自身でホテルへお戻りいただきます。
午後：無人島ツアーへご案内

12/7
(日)

12/8
(月)

モンテゴベイ（11：45～16：45）発→（直行）空路、マイアミへ。
到着後、現地係員と共にホテルへ。

＜朝＞
マイアミ泊

現地係員と共に空港へ。
マイアミ（6：00～10：55）発→(乗継)

機中泊

空路、日付変更線を通過して帰国の途へ。
12/9

成田着（14：15～16：40）着。

(火)

着後、解散となります。
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

旅行代金

エントリー代行(代行手数料不要)

Rooms On The Beach
マイアミインターナショナルエアポートホテル（部屋指定なし）

【成田発】12/4(木)発

種目

298,000 円

延泊代金（ネグリル

10,000 円

1 人部屋追加代金

30,000 円

フルマラソン

スタート時間/制限時間
2 次：11/14（金）まで

ハーフマラソン

10km

05:15/7 時間
＄100【FULL2】

＄95【HALF2】

＄70【10KM2】

上記期日までにご入金とエントリー用紙の提出をお願いします。
※期日後はエントリー代金の返金は出来かねます。

※延泊代金は 2 名様 1 室ご利用時のご料金となります。1 名様 1 室ご利用時は倍額となります。

《旅 行 条 件 》日 本発 着 時 利用 航 空 会社：アメリカン航空 ◆添乗員:なし。現地係員◆最少催行人員：2 名様（一人部屋ご利用の場合は一人部屋追加代金がかかります。延泊をして
日本帰着日が土・日にあたる場合、延泊代金とは別に 10,000 円の追加代金がかかります。◆延泊：可（最大旅行日数：10 日間） ◆利用ホテル：ネグリル：Rooms On The Beach Negril
Jamaica(部屋指定なし)、マイアミ：マイアミインターナショナルエアポートホテル(部屋指定なし)※子供割引代金：設定なし（12 歳未満のベッドを利用しない子供も大人と同額が必要です。）
※幼児旅行代金：58,000 円（2 歳未満のお子様で航空機座席・ベッドを利用しない場合） ※成田空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要となります。※その他詳細は、
Ciao パンフレット「アメリカ」最新号に準じます。但し、特別商品の為、パンフレット掲載の早期割引・特典等は対象外となります。※現地連絡先・電話番号は最終日程表にてご案内致し
ます。※日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：日本国籍の方はアメリカ入国の際にＥＳＴＡ（アメリカ電子渡航認証システム）の登録が必要となります。※パスポート有効残存期限：帰国時
まで※掲載商品の限定人数は H.I.S.東日本店舗での合計人数となります。ご予約はお 1 人様（1 グループ）につき 1 店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご予約はご遠慮下さい。
※フライトスケジュール 2014 年 7 月 23 日現在のものとなります。航空会社の諸事情などにより予告なく変更となる場合がありますので予めご了承下さい。※表面のフライトスケジュールは
2014 年 6 月 27 日現在のものとなります。航空会社の諸事情などにより予告なく変更となる場合がありますので予めご了承下さい。※表面の表示代金は大人 2･3 名様 1 室利用時の
お一人様あたりの旅行代金となります。※掲載商品のお申し込み有効期限は 2014 年 7 月 25 日～2014 年 10 月 31 日となります。掲載商品は適用期間内でも限定数に達し次第販売終了
となります。また、適用期間内に限定数に達しない場合は、適用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。★（注）旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。今後、
航空会社の申請により燃油サーチャージの増減、又は廃止があった際も旅行代金の変更はございません。また、為替レートの変動による過不足については追加徴収またはご返金はいた
しません。尚、旅行代金の他に成田空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要です。
■日本国籍の方のビザ（査証）について
日本国籍の方のビザ（査証）について
【ジャマイカ】日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：入国時 6 ヵ月以上有効
【ジャマイカ】
期限を有するパスポートが必要となります。尚、アメリカ合衆国にて乗り
継ぎの際にはアメリカ入国手続きが行われます。その際、以下の条件
を全て満たす場合であればアメリカビザ(査証)は不要となります。
【アメリカ】乗継の際には機械読取式のパスポートが必要となります。
【アメリカ】
（注）2009 年 1 月 12 日以降、日本国籍の方はアメリカ入国の際に ESTA
（アメリカ電子渡航認証システム）の登録が必要です。2010 年 9 月 8 日
以 降 の 登 録 に 関 し て は US$14 が 必 要 で す 。 詳 し く は
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/をご確認ください。エイチ・アイ・エス東日
本ビザセンター（03-6863-3790）にて ESTA の代行登録【コード：VUS】を
受け付けております。■代行手数料：5,800 円（お一人様につき/消費税
込み）※その他詳細は Ciao パンフレット最新号にてご確認ください※日
本国籍以外の方は、上記とは異なります。ご自身にて自国及び渡航先
の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせのうえ、必要な手続きを
お済ませください。
■セキュアフライトプログラムについて
セキュアフライトプログラムについて
米国運輸保安局の求めにより、米国発着便をご利用のお客様はパス
ポート記載のお名前、生年月日、性別、レドレスナンバー（該当される方
のみ）を航空会社へ報告する必要があります。ご予約時に正確な情報
を担当にお申し出ください。
■現地危険情報・衛星情報
現地危険情報・衛星情報
渡航先（国又は地域）によっては、外務省危険情報など安全関係の情
報が出されている場合がありますので、外務省ホームページ
（http:.//www.anzen.mofa.go.jp）などでご確認下さい。渡航先（国又は
地域）の衛生情報は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」
ホームページ（http://www.forth.go.jp）でご確認下さい。
■燃油サーチャージ
燃油サーチャージ
旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社
の申請により燃油サーチャージの増減、廃止があった際も旅行代金に
変更はございません。また、為替レートの変動による過不足分について
は追加徴収またはご返金いたしません。尚、成田空港施設使用料、
空港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。
■お買い物についてのご注意
お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入してください。

■空港諸税につ
空港諸税について
■時間帯の目安
時間帯の目安
空港諸税について
表示代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、
早朝
朝
午前
昼
午後
夕刻
夜
深夜
航空券発券時に徴収することの義務付けられているものは旅行代金
と合わせて日本円にてお支払いください。
04：00～ 06：00～ 08：00～ 12：00～ 13：00～ 16：00～ 18：00～ 23：00～
空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更に
なり場合があります。但し為替レートの変動による過不足が生じた
場合は後日精算致します。
日本円目安額は毎週月曜日、三井住友銀行外貨現金販売レートにより確定し、その週の水～火曜日まで適用します。（１０円未満切り上げ）
それ以降の為替変動による追加徴収、返金は致しません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを頂いた時点での換算となります。
■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧
航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧
国名
日本

アメリカ
合衆国

税・料の名称
成田国際空港施設使用料
成田空港旅客保安サービス料
国際通行料
国際通行料
動植物検疫使用料
入国審査料
税関審査料
国際通行料
米国連邦セグメント使用料
空港施設使用料
空港施設使用料

ジャマイカ

米国民間航空保険料
観光税
旅客保安サービス料
国際空港施設料
観光振興料
旅客施設使用料
旅客空港サービス使用料
旅客空港サービス使用料

旅行条件書 (要旨)
要旨)

税・料額（現地通貨）
大人：￥2,090
子供：￥1,050
￥520（大人・子供同額）
16.70 US ドル
16.70 US ドル
5.00 US ドル
7.00 US ドル
5.50 US ドル
16.30 US ドル
3.80 US ドル

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みい
ただきます。電話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日か
ら起算して３日以内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社
が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

旅行代金の額
３０万円以上
１５万円以上３０万円未満
１５万円未満

申込金（お１人様）
６０，０００円 以上旅行代金まで
３０，０００円 以上旅行代金まで
２０，０００円 以上旅行代金まで

３ 取消料
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解
除出来ます。

旅行企画・
旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業 724 号

日本円目安額

子供

幼児

―

対象

不要

―
￥1,750
￥1,750
￥530
￥740
￥580
￥1,710
￥400

対象
対象
対象
対象
対象
対象
対象
対象

不要
対象
対象
対象
対象
対象
対象
対象

￥320

対象

無料

￥480

対象

無料

￥590
￥1,800
￥1,130
￥520
￥2,060
￥310
￥420
￥2,060

対象
対象
対象
対象
対象
対象
対象
対象

対象
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料

国内線出発
国際線出発
国際線到着
国際線到着
国際線到着
国際線到着
アメリカの国際線出発/到着旅客に適応
国内線旅客
国際線到着
3.00 US ドル
<ジョン・Ｆ・ケネディ空港、ニューアーク空港>
国際線到着
<アトランタ、ワシントン、（ダレス空港/ナショナル空港）ダラス、
4.50 US ドル
ロサンゼルス、デトロイト、ミネアポリス、シカゴ（オヘア空港）、
シアトル、サンフランシスコ>
5.60 US ドル
国際・国内線搭乗ごと（乗継・経由も対象）
1,800 ジャマイカドル
国際線出発
10.89 US ドル
国際線出発（モンテゴベイ）
5.00 US ドル
国際線出発（モンテゴベイ）
20.00 US ドル
国際線到着
3.00 US ドル
国際線出発（モンテゴベイ）
4.00 US ドル
国際線出発/到着
20.00 US ドル
国際線到着

お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。

旅行契約の取消日
１ 募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、 旅行開始日の前日から起算して
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
４０日前～３１日以前
契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお
３０日前以降～３日前以前
渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

２ 旅行のお申込みと契約の成立

対象
国際線出発

２日前～旅行開始日

旅行開始後または無連絡不参加

特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

旅行代金の１０％

無料
旅行代金の２０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

４ お客様の確認事項
（１）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザ
の要否などをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパ
スポート、ビザをご用意ください。
（２）渡航先の「海外危険情報」
「海外感染症情報」をご確認ください。
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/

５ その他
（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（２）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に
備えて、海外旅行傷害保険のご加入をお勧めします。

お問い合わせ・お申し込みは・・・

株式会社 エイチ
エイチ・アイ・エス
スポーツイベントセクション
〒１６３〒１６３-６０２９ 東京都新宿区西新宿 6-8-1
住友不動産新宿オークタワー2
住友不動産新宿オークタワー28 階
日本旅行業協会正会員
日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者で
す。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、総合旅
行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

新 宿 ： 03-5360-4681
渋 谷 ： 03-3496-1211
横 浜 ： 045-410-1571

