9月5日（水）発売開始！ 2019年2月14日～2月16日 成田／羽田発

燃油サーチャージは旅行代金に含まれています
コースNo.
コースNo.、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください
No.、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください

旅のアウトレット 香港国際マラソン2019 キャセイパシフィック航空で行
く！香港3日間 ザ カオルーンホテル（部屋指定なし）
＜基本M0/2名1室利用/おとな・こども同額＞

国内空港施設使用料等、および海外空港諸税が必要となります
2/14 2/15 2/16
(木) (金) (土)
出発 出発 出発

1

1

スケジュール

●発着地：成田／羽田（国内線特別代金プランの設定はありません）
●利用ホテル：下記参照 ●最少催行人員：1名 ●食事：朝1/昼0/夕0
成田発着
羽田発着
（マラソン当日朝に専用朝食BOXをお渡しいたします）（※3）
09：00：成田（CX509便）✈ 10：35：成田（CX501便）✈ 10：45：羽田（CX543便）✈ ●日本発着時利用航空会社：キャセイパシフィック航空（CX）
●添乗員：同行しません。現地係員がご案内いたします。
13：25：香港着
15：00：香港着
15：00：香港着
裏面の注意も必ずご覧ください
空港到着後、ホテルへご案内します

1
各ホテルのチェックイン時間は下記ホテル情報をご確認ください
※2/16出発のお客様は、現地到着後、ご自身で受付・ゼッケンをお受け取りくだ
香港
昼 機 夕 ×
さい。（マラソン当日の受付はできません）（※2）
１日：自由行動
香港
朝 ×昼×夕×
１日：自由行動
【九龍島】The Cityviewにてお客様ご自身で受付を行い、ゼッケンをお受け取りく
ださい※受付は開催日の前日までにお済ませください（マラソン当日の受付は

2

3

2

香港
朝 ×昼×夕×
2/17（日） ＜香港国際マラソン2019 開催日＞

できません）

4

3

早朝スター ト も 安心♪専用朝食B OXをご 用意！（※3）
★消化吸収 ★栄養バラ ンス ★腹持ちが良い
ランナーのコンディションを考慮した内容です。 朝食BOX（一例）
※お渡し日時はチェックイン時にご確認ください。 ◆サンドウィッチ
◆くだもの
※メニューは変更となる場合があります。
◆ジュース
※メニューは宿泊ホテルによって異なります。

●フル／ハーフマラソン参加のお客様をスタート地点付近までご案内します(※1)
参加レース種別・スタート時間をＭプラン（下記）にてご連絡ください
●ゴール後はお客様ご自身にてホテルへお戻りください
香港
朝 弁昼×夕×

2

１日：自由行動

4

3
香港

朝 ×昼×夕×

１日：自由行動

4

5

◆ご注意
ご注意◆
（※1）10kmマラソンは、フル／ハーフマラソンとスタート地点が
ご注意
異なります。＜フル/ハーフマラソン＞スタート地点：サムサアチョイ・ネイザン
通り（ミラ・ホテル前) [九龍]、＜10kmマラソン＞スタート地点：アイランド・イー
スタン・コリドール[香港島]。大会当日のホテル～スタート地点付近までの送
迎はフル/ハーフマラソンのみとなります。ご利用いただかなかった場合でも
返金はありません。
参加種目・スタート時間をお申込み時にご連絡ください。（下記Ｍ種より選択）
参加種目・スタート時間をお申込み時にご連絡ください。
（※2） 2/16出発の場合、受付・ゼッケン受け取りは現地到着日の20時までと
朝 × 昼 × 夕 機 なりますので、ご注意ください。航空遅延等で受付に間に合わなかった場合
でも、お客様ご自身の責任において手続きください。

香港
朝 ×昼×夕×
お客様ご自身で12時までにチェックアウトをお済ませください
出発の時間に合わせてガイドが空港へご案内します
成田発着
羽田発着
4 5 3 4 5
15：20：香港（CX500便）✈
16：20：香港(CX542便)✈
20：20：成田着
21：05：羽田着

◆旅のアウトレット 成田・羽田発 香港国際マラソン2019 キャセイパシフィック航空で行く！香港3・4・5日間 旅行代金表
出発日：2019年2/14発：5日間、2/15発：4・5日間、2/16発：3・4・5日間
単位：円（お1人様あたり/2名1室利用）
旅行代金 （おとな・こども同額） 燃油サーチャージを含む
1 人部屋
成田発
羽田発
日
追加代金
ホテル
数 CX509/CX500利用 CX501/CX500利用
CX543/CX542利用
（ 相部屋不可）

ザ カオルーンホテル
（部屋指定なし）

ザ ミラ香港
（部屋指定なし）
シェラトン香港
ホテル＆タワーズ
（部屋指定なし）

3
4
5
3
4
5
3
4
5

コースNO.

コースNO.

2/14・15・16発

コースNO.

2/14・15・16発

7GXA3-CXA-B1

7GXA3-CXB-B1

7GXB3-CXC-B1

7GXA4-CXA-B1

7GXA4-CXB-B1

7GXA5-CXA-B1

7GXA5-CXB-B1

7GXA3-CXA-L1

7GXA3-CXB-L1

7GXA4-CXA-L1

7GXA4-CXB-L1

89,800
99,800
108,800
97,800
109,800
120,800
104,800
119,800
133,800

96,800
106,800
115,800
104,800
116,800
127,800
111,800
126,800
140,800

7GXA5-CXA-L1

7GXA5-CXB-L1

7GXA3-CXA-L2

7GXA3-CXB-L2

7GXA4-CXA-L2

7GXA4-CXB-L2

7GXA5-CXA-L2

7GXA5-CXB-L2

7GXB4-CXC-B1
7GXB5-CXC-B1
7GXB3-CXC-L1
7GXB4-CXC-L1
7GXB5-CXC-L1
7GXB3-CXC-L2
7GXB4-CXC-L2
7GXB5-CXC-L2

18,000
27,000
36,000
24,000
36,000
48,000
30,000
45,000
60,000

渡航手続き（日本国籍の方）
●旅券残存有効期間：入国時
1ヶ月＋滞在日数以上ならびに
出国用航空券が必要
●査証：90日以内の観光には
査証不要 ※2018年8月1日現
在の情報です。予告なく変更と
なる場合がありますので、必ず
最新情報をご確認ください。

幼児代金

22,000円

※幼児代金の適用範囲：旅行
出発日を基準として2歳未満の
お子様に適用されます。幼児
は、航空座席・食事・ホテルの
ベッドなどを専用ではご利用い
ただけません。

利用ホテル（すべて部屋指定なし）(▲)：トリプル利用不可
シ ェラトン香港ホテ ル＆タワーズ

九龍尖沙咀地区

Ｌグレード

地下鉄尖沙咀（チムサーチョイ）駅から徒歩約3分、ビクトリア湾に面し、九龍半島の最先端に位置する絶好のロケーション
のホテルです。繁華街ネイザンロードの入り口に位置し、ショッピングにも大変便利です。
＜チェックイン：15時／チェックアウト：12時＞

ザ ミ ラ香港 （全館禁煙）

九龍尖沙咀地区

Ｌグレード

地下鉄尖沙咀（チムサーチョイ）駅から徒歩約3分、活気あふれるネイザンロードに面した、 アート感覚あふれる空間と音楽
を癒合させたデザイナーズホテル。ミラマーショッピングセンターにも直結し、人気のナイトスポット「ナッツフォードテラス」にも
近い。観光やショッピングを楽しみたい方に最適なロケーション。＜チェックイン：15時／チェックアウト：12時＞
※今大 会、フ ル / ハー フマ ラソ ン のスター ト地 点の目 の前に位 置す る ホテ ルです ！ ！

ザ カオルーンホテ ル（ ▲）

九龍尖沙咀地区

Bグレード

地下鉄尖沙咀（チムサーチョイ）駅に直結し、香港系ホテルチェーン、ハーバープラザ系列のモダンなシティホテル。尖沙咀
の中心地、ネイザンロードに面しており、総ガラス張りの外観が印象的。＜チェックイン：14時／チェックアウト：12時＞

M種
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6

エントリー種別
スタート地点までの送迎なし（10Km）
フルマラソン 06：10スタート
フルマラソン 06：35スタート
フルマラソン 07：00スタート
ハーフマラソン 05：45スタート
ハーフマラソン 08：00スタート
ハーフマラソン 08：30スタート

※大会当日の往路送迎をご用意するためのものです。
競技にご参加の方はご自身でエントリーをお願いします。

■ご注意■ ●当コースはノーベッドこどもはお受けしておりません。●表面記載の日程からの別行動、減延泊、ビジネスクラスへのアップグレード、お部屋のグレードアップのご
希望はお受けできません。●20歳未満の方がご参加いただく場合は親権者の同意書が必要です。●15歳未満の方がご参加いただく場合は、保護者の同行を条件とさせて頂きま
す。●ホテルごとの営業規則により、18歳未満の方のみでの旅行・宿泊が禁止されている場合があります。●ダブルベッド利用となる場合があります。ツインベッドルームのお部
屋でも2つのベッドが離れていない場合やベッドサイズや種類が異なる場合がございます。●ホテルの1部屋の最大利用可能人数は、部屋指定なしコースはおとな・こども・幼児を
含めて3名、4名１室コースはこども・幼児含めて4名となります。●おひとりで１部屋ご利用の場合は追加代金が必要となります（相部屋不可）。●日本申込のオプショナルツアー
はお受けできません。●ホテルの名称は、ホテル側の都合により変更となる場合があります。●お荷物はホテルまでお客様ご自身でお持ちください。●シャトルバスの運航ルー
ト・時間については現地にてご確認ください。●部屋指定なしでは２名以下、その他のお部屋タイプで3名以下で１室をご利用の場合は追加代金が必要となります。（相部屋不可）
人数に幼児は含まれません。●日本申込のオプショナルツアーはお受けできません。●航空機などのスケジュールは2018年8月1日現在の情報です。予告なく変更となる場合が
あります。最終旅行日程表にてご確認ください。●当パンフレットの掲載コースは航空機の往復利用が条件となっています。お客様のご都合により往路便もしくは復路便に搭乗さ
れなかった場合には、航空会社の運賃条件・規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求させていただくことがあります。●マイバスブックはつきません。●ゴルフバッグ等の大型
手荷物をお持ちになる際は、航空会社により超過手荷物料金が必要となる場合やお預かりできない場合があります。また現地では空港～ホテル間に別途運搬料が必要な場合
があります。大型手荷物をお持ちになる場合は、必ずご出発の2週間前までに販売店へお申し出ください。●空港～ホテル間の送迎で利用するバスは、ツアーが少人数の場合セ
ダン・バン・ミニバスとなります。他のツアーやコースのお客様と同じバスで送迎を行います。空港にて他の便をご利用のお客様をお待ちいただくことがあります。このため、複数の
ホテルに立ち寄り、時間がかかる場合があります。送迎時に複数の車を1人の係員がご案内する場合があります。ご参加のグループ全員が同一のプランでお申し込みください。
個人指定はお受けできません。
■燃油サーチャージについて ●旅行代金に燃油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、増
額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません。●燃油サーチャージとは、燃油に関する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条
件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅
行者全てに課せられます。■空港税等について
■空港税等について●渡航先の国々（または地域）によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等の支払いが義務付けられてい
■空港税等について
ます。●旅行代金には空港税等は含まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時に徴収することを義務付けられているもの、また日本の各空港施設使用料については、
お申し込みの販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。また、他に現地にて下記記載の通貨にてお支払いいただく空港税等もあります。（2018年8月1日現在の
下記参照）●複数の国や都市を訪問する旅程では、空港税等はその都度必要となります。また同じ旅程であっても使用する航空機便の経由する国や都市の巡り方によってその
合計が異なることがあるため、航空機便と経由地の確定により、徴収額が予約完了時の徴収額から変更になる場合があります。●空港税等の新設または税額が変更された場
合、徴収額が変更になる場合があります。＜販売店にお支払いいただく日本円換算額について＞●販売店にお支払いいただく日本円換算額は予約が完了した日に確定させて
いただきます。日本円換算レートは、水～土曜日に予約が完了した場合は直近の月曜日午前中の終値、日～火曜日に予約が完了した場合は１週間前の月曜午前中の終値（い
ずれも三菱UFJ銀行売渡レート）によります。それ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。●お申込み時に取消待ちとなった場合は、予約完了となった日の換算
レートにて日本円換算額を確定します。
■航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等一覧 【販売店でお支払いいただくもの】＜日本＞【成田発着】成田旅客サービス施設料/国際線出発（第1・2ター
ミナル）2,090円（こども1,050円、幼児不要）、成田旅客保安サービス料/国際線出発520円（こども同額、幼児不要）、国際観光旅客税1,000円(こども同額）、＜香港＞出国税/国際
線出発120香港ドル（こども・幼児不要）、保安料45香港ドル（こども・幼児同額）、空港建設費/国際線出発 90香港ドル（こども・幼児同額）の合計約おとな約7,500円（こども約
4,600円、幼児約2,100円）、【羽田発着】羽田旅客サービス施設料/国際線出発2,570円（こども1,280円、幼児不要）、羽田旅客保安サービス料/国際線出発520円（こども同額、幼
児不要）、国際観光旅客税1,000円(こども同額）、＜香港＞出国税/国際線出発120香港ドル（こども・幼児不要）、保安料45香港ドル（こども・幼児同額）、空港建設費/国際線出
発 90香港ドル（こども・幼児同額）の合計約おとな約7,500円（こども約6,300円、幼児約2,200円）を販売店にお支払いください。
※上記日本円換算目安額は2018年8月1日現在、三菱UFJ銀行売渡レートによります。（10円未満は切り上げ） 1香港ドル＝約15円

ご旅行条件（要約）
お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、必ず内容をご確認
のうえお申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。

「手荷物の運搬料金」についてお申し込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第8項
「旅行代金に含まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パ
ンフレットの商品には手荷物運搬料金は旅行代金に含まれません。
この旅行条件は、2018年8月1日を基準としています。又、この旅行代金は2018年8月1日現在の有
効なものとして公示されている運賃・規則、または、2018年8月1日現在認可申請中の航空運賃・適
用規則を基準として算出しています。

受託販売：

■ マークの見方
：飛行機 ○：食事あり

X：食事なし

機：機内食

■ 時間帯のめやす
未明 早朝
朝
午前 午後 夕刻
夜
深夜
00：00 04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 24：00

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、ご遠慮なく上記の取扱管理
者にお訊ねください。

請求コード：8499103

