
※１０月１３日（日）帰りの白子駅から名古屋駅までの近鉄は、近鉄乗車券を配布いたします。
（宿泊観戦パック１泊２日・女性限定プランは除く）
※１０月１２日（土）予選終了後、前夜祭等のイベントが開催されましても、バスは１７時前後に
出発させていただきます。

※幼児料金は座席やベッド不要の場合、無料となりますが、当日サーキットに入場する際は
共通料金もしくは子供料金がかかりますのでお問い合わせください。尚、座席やベッドが
不要な場合は小学生料金をいただきます。

※３歳～未就学児の方が指定席をご利用して観戦する場合は、共通料金または子ども料金が必要となります。
※高校生・大学生チケットは入場時に学生証の提示が必要です。
※３日通し券には、１０月１０日（木）から１０月１４日（月・祝）まで有効なモートピアパスポートが付帯されています。

※指定席には、数に限りがございますので、お早めにお申込みください。
※ツアー参加者全員に、観戦ガイドを差し上げます。（宿泊観戦パック１泊２日を除く）
※延泊希望の場合は、お客様ご自身で宿泊の手配をお願いします。
※指定席スタンド内での座席位置はコンピューターにより決定されます。
スタンド内のブロック及び座席番号、座席位置に関しては対応出来ません
のであらかじめご了承ください。指定席エリアは全面禁煙となっております。
喫煙は所定の場所にてお願いいたします。

※長さ２０ｃｍ以上の望遠レンズは全使用禁止です。
ご使用の方はカメラマンエリアチケットをお買い求めください。

※当日は、品川駅、新横浜駅からのご乗車も可能です。また、帰路の新幹線は新横浜駅
品川駅下車も可能です。

※品川駅、新横浜駅からのご乗車または下車された場合でも旅行代金は変わりませんので
あらかじめご了承ください。

※往路の指定された新幹線の乗車券は東京都区内から有効です。新横浜駅からご乗車の
お客様は途中下車となる為乗車券の有効駅は新横浜駅からとなりますので、新横浜駅までの
移動費用はお客様負担になります。復路に関しましても乗車券は東京都区内まで有効です。
新横浜駅で下車のお客様は途中下車となる為、乗車券の有効駅が新横浜駅までになりますのでご注意ください。

※往路または復路の新幹線不要な場合は、９月２日までにご相談ください。
１０月１１日（金）または１２日（土）往路で名古屋駅までの新幹線に
ご乗車されない方は旅行代金の中高生～大人料金より８，０００円引いてください。
小学生料金は４，０００円引いてください.

■Ｆ１開催時のホテル事情■
ホテルにつきましては、間近になりませんとお部屋タイプが決定しませんので
例えば２人参加の場合でもツインルームダブルルームの場合と、シングル
ルーム２部屋の場合がございます。（その場合はには、１人部屋利用追加代金は
発生しません。）（ご夫婦のほうはダブルルームになる場合もございます。
又、デラックスシングルルームにエキストラベッドを入れてスタジオツインで
使用する場合もございます。）尚、お部屋希望をいただきましても、ご希望に
添えない場合がありますのであらかじめご了承おきください。相部屋希望は
お受けいたしません。

■ツアーコードＮＯ．２９００
■旅行日程：２０１３年１０月１１日（金）～１０月１３日（日） ２泊３日

■募集人員：６０名 最少催行人員：４０名

■旅行行程：（往復新幹線指定席、名古屋市内ホテル２泊、金・土・日送迎バス付）

■旅行代金 （単位：円）

※宿泊予定ホテル：名古屋観光ホテル、名古屋サミットホテル、サンルートプラザ名古屋、第一富士ホテル

※旅行代金に含まれるもの：往復交通費、貸切観光バス代金、宿泊代金（２泊）。

Ｖ２指定席観戦券付（Ｖ２‐７）、１０月１３日（日）白子駅⇒名古屋駅近鉄乗車券、添乗員経費、消費税。

※Ｖ２指定席はＶ２‐７エリアを使用いたします。

※旅行代金には食事は含まれておりません。

※添乗員が同行いたします。

※金曜日のフリー走行は午後からの観戦になります。

東京駅（７：００～７：３０頃）→→→→→→品川駅→→→→→新横浜駅［新幹線指定席］→→→→→

名古屋駅（９：３０頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（１２：００頃）

≪≪FF１１フフリリーー走走行行観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒名古屋市内ホテル（１９：００頃）

10/

11（金）

名古屋市内ホテル（６：３０頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（８：３０頃）

≪≪FF１１予予選選観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒名古屋市内ホテル（１９：３０頃）

10/

12（土）

名古屋市内ホテル（７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（９：００頃）

≪≪FF１１決決勝勝観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：４０頃）⇒＜貸切観光バス＞⇒近鉄白子駅→近鉄利用急行約６０分→→近鉄名古屋駅

名古屋駅（２１：００～２１：４０頃）→＜新幹線指定席＞→新横浜駅→品川駅→東京駅（２３：００～２３：３０頃）

10/

13（日）

※日程に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。 また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。

鈴鹿サーキット
Ｆ１観戦ツアー２泊３日 V２指定席付
フリー走行から決勝までＶ２-７指定席で観戦

１４２，０００１５０，０００Ｖ２-７指定席観戦券付Ｖ２

小学生料金中高生～大人料金ツアー内容コース名

鈴鹿サーキット Ｆ１観戦ツアー２泊３日
フリー走行から決勝まで観戦

※宿泊予定ホテル：名古屋サミットホテル、サンルートプラザ名古屋、第一富士ホテル、東京第一ホテル錦

※旅行代金に含まれるもの：往復交通費、貸切観光バス代金、宿泊代金（２泊）。

レース観戦チケット（お申込みの方）、１０/１３（日）白子駅⇒名古屋駅近鉄乗車券、添乗員経費、消費税。

※旅行代金には食事は含まれておりません。

※添乗員が同行いたします。 ※金曜日のフリー走行は午後からの観戦になります。

東京駅（７：００～７：３０頃）→→→→→→品川駅→→→→→→新横浜駅［新幹線指定席］→→→→→→

名古屋駅（９：３０頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（１２：００頃）

≪≪FF１１フフリリーー走走行行観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒名古屋市内ホテル（１９：００頃）

10/

11（金）

名古屋市内ホテル（６：３０頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（８：３０頃）

≪≪FF１１予予選選観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒名古屋市内ホテル（１９：３０頃）

10/

12（土）

名古屋市内ホテル（７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（９：００頃）

≪≪FF１１決決勝勝観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：４０頃）⇒＜貸切観光バス＞⇒近鉄白子駅→近鉄利用急行約６０分→近鉄名古屋駅

名古屋駅（２１：００～２１：４０頃）→＜新幹線指定席＞→新横浜駅→品川駅→東京駅（２３：００～２３：３０頃）

10/

13（日）

※日程に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。 また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。

■ツアーコードＮＯ．２９０１
■旅行日程：２０１３年１０月１１日（金）～１０月１３日（日） ２泊３日

■募集人員：１６０名 最少催行人員：４０名

■旅行行程：（往復新幹線指定席、名古屋市内ホテル２泊、金・土・日送迎バス付）

■旅行代金 （単位：円）

７１，０００１０６，０００１２５，０００Ｖ１-１指定席観戦券付Ｖ１

６２，０００７０，０００９６，０００１１１，０００Ｑ２指定席観戦券付Ｑ２

５９，０００６７，０００８３，０００９２，０００Ｑ１指定席観戦券付Ｑ１

５９，０００６７，０００８５，０００９５，０００Ｃ-４～６指定席観戦券付Ｃ-４～６

５９，０００６７，０００８３，０００９１，０００Ｃ-１～３指定席観戦券付Ｃ-１～３

６２，０００７０，０００１０３，０００１２０，０００Ｂ２指定席観戦券付Ｂ２

６２，０００７０，０００９６，０００１１０，０００Ａ２指定席観戦券付Ａ２

６１，０００６９，０００９１，０００１０４，０００Ａ１指定席観戦券付Ａ１

６３，０００

５５，０００

小学生料金

６３，０００

高校・大学生
料金

６３，０００６３，０００旅行のみＴ

中学生料金大人料金ツアー内容コース名

※旅行代金に含まれるもの：往復交通費、貸切観光バス代金、宿泊代金（１泊）。

レース観戦チケット（お申込みの方）、１０/１３（日）白子駅⇒名古屋駅近鉄乗車券、添乗員経費、消費税。

※旅行代金には食事は含まれておりません。

※添乗員が同行いたします。 ※土曜日の観戦は午後の予選からになります。

東京駅（７：００～７：３０頃）→→→→品川駅→→→→新横浜駅→→→→＜新幹線指定席＞→→→→
名古屋（９：３０頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（１２：００頃）

≪≪FF１１予予選選観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒名古屋市内ホテル（１９：３０頃）

10/

12（土）

名古屋市内ホテル（７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（９：００頃）

≪≪FF１１決決勝勝観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：４０頃）⇒＜貸切観光バス＞⇒近鉄白子駅→近鉄利用急行約６０分→近鉄名古屋駅

名古屋駅（２１：００～２１：４０頃）→＜新幹線指定席＞→新横浜駅→品川駅→東京駅（２３：００～２３：３０頃）

10/

13（日）

※日程に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。 また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。

鈴鹿サーキット Ｆ１観戦ツアー１泊２日
予選から決勝まで観戦
■ツアーコードＮＯ．２９０２

■旅行日程：２０１３年１０月１２日（土）～１０月１３日（日） １泊２日

■募集人員：２８０名 最少催行人員：４０名

■旅行行程：（往復新幹線指定席、名古屋市内ホテル１泊、土・日送迎バス付）

■旅行代金 （単位：円）

■Ｖ２-４指定席ご希望の場合は下記料金表をご参照ください。

１１７，０００１２５，０００V２-４指定席観戦券付V２

小学生料金中高生～大人料金ツアー内容コース名

６１，０００９６，０００１１５，０００Ｖ１-１指定席観戦券付Ｖ１

５２，０００６０，０００８６，０００１０１，０００Ｑ２指定席観戦券付Ｑ２

４９，０００５７，０００７３，０００８２，０００Ｑ１指定席観戦券付Ｑ１

４９，０００５７，０００７５，０００８５，０００C-４～６指定席観戦券付C-４～６

４９，０００５７，０００７３，０００８１，０００C-１～３指定席観戦券付C-１～３

５２，０００６０，０００９３，０００１１０，０００Ｂ２指定席観戦券付Ｂ２

５２，０００６０，０００８６，０００１００，０００Ａ２指定席観戦券付Ａ２

５１，０００５９，０００８１，０００９４，０００Ａ１指定席観戦券付Ａ１

５３，０００

４５，０００

小学生料金

５３，０００

高校・大学生
料金

５３，０００５３，０００旅行のみＴ

中学生料金大人料金ツアー内容コース名

※宿泊予定ホテル：名鉄グランドホテル、名鉄ニューグランドホテル、ホテルレオパレス名古屋、東京第一ホテル錦、名古屋観光ホテル、ホテルサンルートプラザ名古屋、ホテルセントメイン名古屋

■ツアーコードＮＯ．２９０３

■旅行日程：２０１３年１０月１２日（土）夜発～１０月１３日（日） 夜行１泊２日

■募集人員：８０名 最少催行人員：３０名

■旅行行程：（往復：貸切観光バス 復路：新幹線指定席）

※旅行代金に含まれるもの：往復交通費、レース観戦チケット（お申込みの方）

１０/１３（日）白子駅⇒名古屋駅近鉄乗車券、添乗員経費、消費税。

※旅行代金には食事は含まれておりません。※添乗員が同行いたします。

※日程に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。 また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。

鈴鹿サーキット Ｆ１決勝観戦ツアー１泊２日
決勝観戦

東京駅（２３：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ＜貸切観光バス＞ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒【車中泊】
10/

12（土）

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（６：００頃）

≪≪FF１１決決勝勝観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：４０頃）⇒＜貸切観光バス＞⇒近鉄白子駅→近鉄利用急行約６０分→近鉄名古屋駅

名古屋駅（２１：００～２１：４０頃）→＜新幹線指定席＞→新横浜駅→品川駅→東京駅（２３：００～２３：３０頃）

10/

13（日）

■旅行代金 （単位：円）

■V２-４指定席ご希望の場合は下記料金表をご参照ください。

３７，０００７２，０００９１，０００Ｖ１-１指定席観戦券付Ｖ１

３１，０００３６，０００６２，０００７７，０００Ｑ２指定席観戦券付Ｑ２

２８，０００３３，０００４９，０００５８，０００Ｑ１指定席観戦券付Ｑ１

２８，０００３３，０００５１，０００６１，０００C-４～６指定席観戦券付Ｃ-４～６

２８，０００３３，０００４９，０００５７，０００C-１～３指定席観戦券付Ｃ-１～３

３１，０００３６，０００６９，０００８６，０００Ｂ２指定席観戦券付Ｂ２

３１，０００３６，０００６２，０００７６，０００Ａ２指定席観戦券付Ａ２

３０，０００３５，０００５７，０００７０，０００Ａ１指定席観戦券付Ａ１

３２，０００

２４，０００

小学生料金

２９，０００

高校・大学生
料金

２９，０００２９，０００旅行のみＴ

中学生料金大人料金ツアー内容コース名

９６，０００１０１，０００Ｖ２-４指定席観戦券付Ｖ２

小学生料金中高生～大人料金ツアー内容コース名

■ツアーコードＮＯ．２９０４

■旅行日程：２０１３年１０月１２日（土）～１０月１３日（日） １泊２日

■募集人員：１２０名 最少催行人員：４０名

■旅行行程：（名古屋市内ホテル１泊、日曜日送迎バス付）

※旅行代金に含まれるもの：１０/１３（日）バス代金、宿泊代金（１泊）、レース観戦チケット（お申込みの方）

添乗員経費、消費税。※旅行代金には食事は含まれておりません。※添乗員は日曜日の朝、ホテルから同行致します。

※日程に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。 また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。

鈴鹿サーキット
Ｆ１宿泊観戦パック １泊２日

■旅行代金 （単位：円）

■Ｖ２-４指定席ご希望の場合は下記料金表をご参照ください。

各地発⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜各自移動＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット

≪≪FF１１予予選選観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜各自移動＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒名古屋市内ホテル

10/

12（土）

名古屋市内ホテル（７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（９：００頃）

≪≪FF１１決決勝勝観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：４０頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒近鉄白子駅（１９：００頃）

10/

13（日）

６５，０００８４，０００Ｖ１-１指定席観戦券付Ｖ１

２９，０００５５，０００７０，０００Ｑ２指定席観戦券付Ｑ２

２６，０００４２，０００５１，０００Ｑ１指定席観戦券付Ｑ１

２６，０００４４，０００５４，０００Ｃ-４～６指定席観戦券付Ｃ-４～６

２６，０００４２，０００５０，０００Ｃ-１～３指定席観戦券付Ｃ-１～３

２９，０００６２，０００７９，０００Ｂ２指定席観戦券付Ｂ２

２９，０００５５，０００６９，０００Ａ２指定席観戦券付Ａ２

２８，０００５０，０００６３，０００Ａ１指定席観戦券付Ａ１

３０，０００

２２，０００

小・中学生
料金

２２，０００

高校・大学生
料金

２２，０００旅行のみＴ

大人料金ツアー内容コース名

９４，０００Ｖ２-４指定席観戦券付Ｖ２

小中高生～大人料金ツアー内容コース名

※日程に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。 また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。

■ツアーコードＮＯ．２９０５
■旅行日程：２０１３年１０月１３日（日） 日帰り

■募集人員：４０名 最少催行人員：３０名

■旅行行程：（日曜往復送迎バス付）

※旅行代金に含まれるもの：１０/１３（日）バス代金、レース観戦チケット（お申込みの方）、添乗員経費、消費税。

鈴鹿サーキット Ｆ１観戦ツアー
女性限定プラン日帰り

■旅行代金 （単位：円）

名古屋市内ホテル（７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（９：００頃）

≪≪FF１１決決勝勝観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：３０頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒名古屋駅（２１：３０頃）

10/

13（日）

※Ｖ１指定席の場所はＶ１席‐２になります。

※Ｖ１指定席観戦券付は女性グループ割引がございます。（バスのみは適用いたしません）

２名様の場合、お一人様５，０００円引き。３名様の場合、お一人様１０，０００円引き

４名様の場合、お一人様１５，０００円引きとなります。

※Ｂ２指定席の場所はＢ２席‐３になります。

※Ｖ２指定席の場所はＶ２席‐１１になります。

※Ｂ２指定席観戦券付、Ｖ２指定席観戦券付にはグループ割引はございません。

８６，０００Ｖ２指定席観戦券付（専用グッズ付）Ｖ２

６７，０００Ｂ２指定席観戦券付（専用グッズ付）Ｂ２

６０，０００Ｖ１指定席観戦券付（専用グッズ付）Ｖ１

１０，０００バスのみＴ

大人料金ツアー内容コース名

※日程に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。 また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。

■ツアーコードＮＯ．２９０６

■旅行日程：２０１３年１０月１２日（土）～１０月１３日（日） １泊２日

■募集人員：６０名 最少催行人員：３０名

■旅行行程：（名古屋市内ホテル１泊、土・日曜往復送迎バス付）

※旅行代金に含まれるもの：１０/１２（土）、１３日（日）バス代金、宿泊代金（１泊）

レース観戦チケット（お申込みの方）、添乗員経費、消費税。

※旅行代金に食事は含まれておりません。※添乗員が同行いたします。

鈴鹿サーキット Ｆ１観戦ツアー
女性限定プラン１泊２日

■旅行代金 （単位：円）

※Ｖ１指定席の場所はＶ１席‐２になります。

※Ｖ１指定席観戦券付は女性グループ割引がございます。（バスのみは適用いたしません）

２名様の場合、お一人様５，０００円引き。３名様の場合、お一人様１０，０００円引き

４名様の場合、お一人様１５，０００円引きとなります。

※Ｂ２指定席の場所はＢ２席‐３になります。

※Ｖ２指定席の場所はＶ２席‐１１になります。
※Ｂ２指定席観戦券付、Ｖ２指定席観戦券付にはグループ割引はございません。

１０５，５００Ｖ２指定席観戦券付（専用グッズ付）Ｖ２

８６，５００Ｂ２指定席観戦券付（専用グッズ付）Ｂ２

７９，５００Ｖ１指定席観戦券付（専用グッズ付）Ｖ1

２９，５００旅行のみＴ

大人料金ツアー内容コース名

名古屋駅（８：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（１０：３０頃）

≪≪FF１１予予選選観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒名古屋市内ホテル（１９：３０頃）

10/

12（土）

名古屋市内ホテル（７：００頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒鈴鹿サーキット（９：００頃）

≪≪FF１１決決勝勝観観戦戦≫≫
鈴鹿サーキット（１７：３０頃）⇒⇒⇒⇒⇒＜貸切観光バス＞⇒⇒⇒⇒⇒名古屋駅（２１：３０頃）

10/

13（日）

※日程に記載しています発着時刻はあくまでも目安であり変更になる場合があります。 また、交通事情によって到着が遅れる場合がございます。

★全ツアー共通のご案内★

★新幹線のご案内★ （宿泊観戦パック１泊２日・女性限定プランを除く）

１０月１３日（日）復路で新横浜駅・品川駅・東京駅までの新幹線にご乗車されない方は、旅行代金の中高生～
大人料金より８，０００円引いてください。小学生料金は４，０００円引いてください。

但し、９月２日以降は上記の対応は出来ませんので、あらかじめご了承願います。

★その他のご案内

※宿泊予定ホテル：サンルートプラザ名古屋、ホテルレオパレス名古屋、ホテルセントメイン名古屋

※宿泊予定ホテル：サンルートプラザ名古屋、ホテルセントメイン名古屋、名鉄イン名古屋駅前

※旅行代金には食事は含まれておりません。※添乗員は日曜日の朝、ホテルから同行いたします。
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ＮＯ.２９００ Ｆ１観戦ツアー２泊３日 V２指定席付

ＮＯ.２９０１ Ｆ１観戦ツアー２泊３日

ＮＯ.２９０２ Ｆ１観戦ツアー１泊２日

ＮＯ.２９０３ Ｆ１決勝観戦ツアー

ＮＯ.２９０４ Ｆ１宿泊観戦パック１泊２日

ＮＯ.２９０５ Ｆ１観戦ツアー女性限定プラン 日帰り

ＮＯ.２９０６ Ｆ１観戦ツアー女性限定プラン １泊２日
１１ １３

お申込みから出発まで 〉〉〉〉〉〉〉

パンフレットをご覧になっていただき、ご希望のコースが決まりましたら同封いたしました
参加申込書に所定事項を記入の上、返信用封筒にてご郵送ください。ツアーによって
申込条件が異なりますので、パンフレットをご確認の上、お申込みください。また、参加
申込は FAX（03-5766-0203）でも受付けております。

１

申込書投函後または FAX 送信後４日以内に申込金として、お一人様につき３０，０００円を
下記の口座にお振込みください。（決勝観戦ツアー、宿泊観戦パック１泊２日・女性限定プラン
は申込金がお一人様につき２０，０００円となります。※振込み手数料はお客様自身でご負担
ください。一度お申込みいただきました席種変更はお受けいたしません。ご注意ください。

２

【三井住友銀行 首都圏支店 普通口座No．２６９９８１９ トップツアー㈱東京法人西事業部】
※振込みに関しての注意事項
①ツアーコード No.を必ず名前の前につけて下さい。
（例）２泊３日の場合：２９０１ トップタロウ
②複数で参加申込みの場合、代表者の方が、一括入金でお願いいたします。

３

お申込み金確認後、当社よりお客様宛に予約確認書を送付させていただきます。
尚、予約確認書は代表者への方のみ送付いたします。
（入金確認後、１０日程度かかる場合もあります。）

４

旅行代金残金は９月２５日（水）までに左記口座にお振込みください。
※振込み手数料はお客様自身でご負担ください。５

旅行代金残金入金確認後、出発の７日前に当社よりお客様（代表者の方）に行程案内書

（最終日程表）を送付させていただきます。
チケットを含む場合は宅急便で送付させていただきます。

６

旅旅行当日は、必ず送付いたしました行程案内書（最終日程表）をご持参ください。

ツアーに必要なもの（観戦チケット等）も送付いたしますので旅行当日お忘れなくお持ちください。７

※お申込金は旅行代金、取消料または違約金の一部として取扱います。
※旅行契約は当社がお客様より申込書および、お申込金を受理したときに成立いたします。
※お申込金振込み時に旅行代金全額をご入金されても結構です。
※申込書投函後またはFAX送信後４日以内に申込金または旅行代金全額のご入金がない

場合には、お客様がキャンセルされたものとみなし、予約を取り消しさせていただきます。

この旅行はトップツアー株式会社東京法人西事業部（観光庁長官登録旅行業第38号）

(以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、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（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、当パンフレットの記載内容、本旅行条件書、確定書面

（最終日程表）ならびに当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

１、 お申込み方法・条件と旅行契約の成立

(1)当社は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、契約の締結

解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体に係る

旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行います。

(2)所定の申込書の提出とお１人様につき下記の申込金を添えてお申込みください。

申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います

また、当社は電話、郵便及びファクシミリ、Ｅメールその他の方法による旅行契約の

予約を受付けます。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が

予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に所定の申込書と申込金を

提出していただきます。

(3)旅行契約は、当社が契約を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。

(4) 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は同伴者の参加を条件

とすることがあります。

お申込金：30,000円

（※決勝観戦ツアー、宿泊観戦パック1泊2日、女性限定プラン申込金は20,000円）

２、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15日目にあたる日より前に

お支払いいただきます。これ以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が

指定する期日までにお支払いいただきます。

３、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。

(1)鉄道など利用運送機関の運賃・料金

(2)宿泊料金および税･サービス料金

(3)食事料金および観光料金（バス等の料金、入場料金等）

(4)添乗員同行コースの添乗員同行費用

＊上期諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

４、旅行代金に含まれないもの

第３項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)超過手荷物料金

(2)クリーニング代、電話料、ホテルの従業員等に対するチップ、その他追加飲食費等

個的性質の諸費用

(3)ご自宅と集合･解散地間の交通費や宿泊費等

(4)一人部屋追加代金(5) オプショナルツアーの代金等

５、旅行内容・旅行代金の変更

(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス

提供の中止、当初の運行計画によらない運送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おいてやむを得ないときは、旅行内容・旅行代金を変更することが

あります。

(2)お申込みいただいた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更となります。

実際にご参加いただくお客様の旅行代金が変更となる場合がありますのであらかじめ

ご了承ください。なお、詳しくは係員におたずねください。

６、旅行契約の解除

(1) お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除す

ることができます。なお、旅行契約の解除期日とは、当社の営業日・営業時間内に

解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

◆お客様のご都合で旅行開始日あるいはコースを変更される場合、また、申込人数

から一部の人数を取消される場合も、下記取消料の対象となります。

(2) 申込人数が最少催行人員に満たないときは、旅行の実施を中止します。

この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行に

あっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前までに

旅行を中止する旨を通知します。

旅行契約の解除期日

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

20日目にあたる日以降8日目にあたる日まで／旅行代金の20％

7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで／旅行代金の30％

旅行開始日の前日／旅行代金の40％

旅行開始日当日／旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加の場合／旅行代金の100％

一度お申込いただきました席種変更はお受けいたしませんのでご注意くださ

い。

７、旅程管理及び添乗員等の業務

(1)添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。

(2)添乗員が同行しない旅行にあっては必要なクーポン類をお渡しいたします

ので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様ご自身で行なって

いただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする

事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続は、お客様

ご自身で行っていただきます。

８、当社の責任および免責事項

(1)当社は、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を

与えたときは、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害については14日

以内に当社に対して通知があった場合に限り、お１人様15万円を限度として

賠償します。（当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。）

(2)お客様が、次のような当社の関与し得ない事由により損害を被られた時は

当社は責任を負いません。①天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令等

またはこれらによる日程の変更や旅行の中止 ②運送・宿泊機関等のサービ

ス提供の中止等またはこれらによる日程の変更や旅行の中止③自由行動

中の事故 ④食中毒 ⑤盗難 ⑥運送機関の遅延、不通、スケジュール変更

経路変更またはこれらによる日程の変更や目的地滞在時間の短縮

９、旅程保証

当社は契約書面および確定書面に記載した契約内容のうち、次のような

重要な変更が生じた場合は、旅行代金に1～5％の所定の率を乗じた額の

変更補償金を支払います。ただし、1旅行契約につき合計15%を上限とし、

また補償金の額が1,000円未満のときはお支払いいたしません。

①旅行開始日または旅行終了日

②入場する観光地または観光施設、レストラン、その他の旅行目的地

③運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更

④運送機関の種類または会社名

⑤本邦内の出発空港または帰着空港の異なる便への変更

⑥宿泊機関の種類または名称

⑦宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件

⑧前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項

(2)ただし、次の場合は、当社は変更補償金を支払いません。

①次に掲げる事由による変更の場合（但し、サービス提供機関の予約超過に

よる変更の場合を除きます。）

ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

イ．戦乱

ウ．暴動

エ．官公署の命令

オ．欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止

カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない

運送サービスの提供

キ．旅行参加者の生命または身体の安全確保の為に必要な措置、契約書面

確定書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合

でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合。

(3)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え

これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供を

もって補償を行うことがあります。

１０、特別補償

当社は、特別補償規程の定めるところにより、お客様が旅行中にその身体

または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います。

死亡補償金1,500万円、入院見舞金2～20万円、通院見舞金1～5万円

携帯品損害補償金 旅行者1名につき15万円以内。

１１、お客様の責任

(1)お客様の故意または過失、法令違反、当社の旅行業約款の規定を守らなかった

ことにより当社が損害を受けた場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利、義務その他

旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。

(3)旅行開始後に、パンフレット等に記載された内容と実際のサービス内容が異なる

と認識した場合、旅行中に事故などが発生した場合は、旅行地において速やかに

当社または旅行サービス提供機関にお申し出ください。

１２、個人情報の取扱い

(1)当社は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきまし

て、お客様との連絡、お申込み頂いた旅行の手配と旅行サービスの提供当社の

旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させて

頂くほか、お客様への商品やキャンペーンのご案内、ご意見・感想等のアンケートの

お願いなどのために利用させて頂きます。

(2) 当社は、前項の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当社と

契約を締結している運送・宿泊機関および保険会社等に対し、お客様の氏名

年令､性別、住所、電話番号等の個人情報を、予め電子的方法で送信する等の

方法により提供させて頂くことがあります。

(3)また、旅行先でのお買い物等の便宜を図るため、お客様の氏名、住所及び

帰路航空便名等を、個人情報の取扱いについて当社と契約を締結している

免税店などの土産物店に対し、予め電子的方法で送信する等の方法により

提供することがあります。

(4) このほか、当社がデータ処理や案内業務を委託している業者にお客様の

個人情報を委託することがあります。

(5) 申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の

手配やサービスの提供等に支障を来たす恐れがありますので、正確な記入を

お願いします。

(6) 個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の訂正・追加・削除

個人情報の利用の停止、個人情報の消去または第三者への提供の停止等を

ご希望の場合は、本旅行条件説明書に記載しております取扱事業所へお申出

下さい。なお、個人情報管理責任者は当社コンプライアンス室長となります。

１３、お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。

但し、交替に際して発生した実費についてはお客様にお支払いいただきます。

１４、その他

(1)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(2)当社はお客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力で

あると判明したときは、お申込をお断りする、あるいは旅行契約を解除することが

あります。

(3) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に

際しましては、お客様の責任でご購入ください。

(4) この旅行条件・旅行代金は平成25年3月1日現在を基準としております。

●お申込み・お問合わせは
【旅行企画・実施】

観光庁長官登録旅行業第38号

東京都渋谷区渋谷2-22－3 渋谷東口ビル10階

＜ツアー専用ダイヤル＞

ＴＥＬ ０３-５７６６-０２６９

ＦＡＸ ０３-５７６６-０２０３
営業日 平日09：30～18；00 （土・日祝日休み）

一般社団法人日本旅行業協会正会員

ボンド保証会員

承認番号：７０３０

総合旅行業務取扱管理者： 大倉 淑章
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東京法人西事業部
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旅行条件書（お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。）


