
■お一人様旅行代金（税込） ■ご旅行日程

コース 羽田 中部 大阪 福岡 月・日 食事

69,800円 71,800円 72,800円 76,800円

73,800円 75,800円 76,800円 80,800円

99,800円 101,800円 102,800円 106,800円

69,800円 71,800円 72,800円 76,800円

■利用予定航空会社：全日空、日本航空

■添乗員：新千歳空港にて合流後、お世話いたします。

■最少催行人員：10名様　（全発着地合計）

■ツアー受付締切日： 2015年4月17日（金）

　・羽田発／10:00～11:30頃　　・羽田着／15:00～16:30頃 

　・中部発／10:30～12:00頃　　・中部着／16:00～17:00頃

　・大阪発／09:30～11:30頃　　・大阪着／15:00～17:30頃

　・福岡発／08:00～09:30頃　　・福岡着／17:00～18:30頃

　※大阪発着は伊丹・神戸・関空いずれかのご利用となります。（ご指定不可）

　※福岡発着は往路/乗継、復路/乗継又は直行となります。

朝
夕※旅行代金にエントリー代は含まれておりません。　大会エントリーはご自身でお手続お願いします。

※相部屋利用：男女別2～4名1室となります。　部屋割りの指定はできません。

温泉街をスタートして洞爺湖畔を一周するワンウェイコースで、タイミングが良ければ満開の桜も楽しめます。

マラソンを楽しんだ後は、ホテル自慢の展望風呂で美しい湖畔を見ながら温泉でゆっくりからだを癒しましょう。

部屋割り スケジュール

3日間

3～5名利用
5/16
（土）

 各地発空路、新千歳空港へ
 空港にて合流後、ツアーバスにて洞爺湖温泉へ
 ※大会主催の前夜祭（希望者は事前申込必要）

夕
2名利用

１名利用

相部屋利用
5/17
（日）

 洞爺湖マラソン2015大会に参加・応援
 大会の夜はツアー交流夕食会で楽しみましょう ！！

朝

【 各地発着フライトスケジュール（予定） 】

　※航空会社等の都合によりスケジュールは変わる場合もあります。

5/18
（月）

 朝：ツアーバスにて新千歳空港へ
 新千歳空港発、空路各地へ

2015年 5月 17日（日） 開催

開催の年によりお花見を楽しめることもあります。

（宿泊ホテル前の遊歩道からの眺め）

走る添乗員 が現地で

お世話いたします。

和室または洋室のご利用

◎ベテランの 走る添乗員 がみなさまのお世話をいたします。
◎新千歳空港～洞爺湖温泉宿泊のホテル間はツアー専用車でご案内します。

◎ご宿泊のホテルは大会会場まで徒歩12分程と大変近くて便利です。
◎ホテル自慢の温泉施設で大会前後のからだをゆっくりと癒していただけます。
◎お一人様でも楽しくご参加いただけるように「選手相部屋プラン」をご用意。

◎マラソン後の夕食会で、ツアーご参加のみなさんで楽しく交流しましょう ！！

★ ハートフルマラソンツアー ツアーポイント ★

®

®

®

湖畔の美しい景観を

楽しみながら走ろう ！

®

洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス

大会メイン会場まで徒歩12分程の便利なホテルです。

露天風呂をはじめ女性専用の岩盤浴やエステサロンもあります。

マラソン前後にゆっくりとからだを癒してください。

ご宿泊ホテル インフォメーション

アットホームなマラソンツアーです。

お一人様でもお気軽にご参加ください。

◇ お申し込み・お問合せは ◇

㈱ハートフルツアーズ マラソンデスク 担当：田端

〒121-0816 東京都足立区梅島2-38-7 ﾘｴｽ梅島1F

ＴＥＬ ０３－５888－1922 ＦＡＸ ０３－５888－3787

ホームページ www.hear tfu l -tou rs .com/

走る添乗員

洞爺湖ベストタイム

3時間9分

®



◆お申込方法およびご旅行条件を事前にご確認・同意の上、お申込みください。

◆記入日：2015年　　　  　月　　 　　日　※ご家族で1枚ご記入ください（コピー可）

発着地 参加人数 種目 　□フル　（　　　  　）km

部屋割り 同室希望者

フリガナ 性別

フリガナ

現住所

〒　　　　　

会社名 部課名

所在地
〒　　 　　 　 －

〒　　　　  　－　　　　　　  　□現住所に同じ ＴＥＬ：　　　　  　　　（　　　　　　　　　）

氏名： 　　続柄：

日中の連絡先 ・連絡希望時間帯　（　　 　　 ～　　　 　時頃 ） *20時迄  □いずれでも可

手続案内等の
お送り先 (*1)

 PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ （アドレス： ）

備考

●マラソンツアーアンケート （差し支えない範囲でご記入お願いいたします。）

　①旅行申込書のご提出 ・旅行残金をご出発の3週間前迄にお振込みください

　　上記の申込書にご記入の上、ハートフルツアーズマラソンデスクへ ・ご旅行最終案内を7日程前にお送りします

　　 ファックス又はご郵送にてお送りください。

　②申込金のお振込み

　　予約受付のご連絡後5日以内に申込金（内金）としてお1人様2万円、

　　（旅行代金10万円以上は3万円）または代金全額をお振込みください。

　※上記①②のお手続きが当社にて確認できた時点で申込受付完了となります。

　日程表に記載された運送機関の運賃、宿泊費、食事代、サービス料、消費税

　個人的性質の費用、医療費、任意の旅行保険、エントリー代等

　この旅行は㈱ハートフルツアーズ（以下当社）が企画・募集する旅行であり

　お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することとなります。　

　お客様の都合で参加を取消される場合は次の取消料をお支払いただきます。

取消日

旅行開始日の２１日前まで

旅行開始日の２０日～８日前まで

旅行開始日の７日～２日前まで

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

旅行開始後の解除または無連絡不参加

＊その他旅行条件は当社募集型企画旅行条件ならびに募集型企画旅行約款によります。

当社をお知りに
なったのは？

　□インターネット検索（ヤフー等）　　□マラソン情報サイト（ランネット等）　　□ランナー雑誌（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□ご紹介（　　　　　　　　　　　　　　様から）

　□大会ホームページ　　□大会事務局のＤＭ　　□（　　　　　　　　　　　　　　　）大会参加の際　　□以前から知っていた　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

お申込方法・ご旅行条件要旨

取消料

無料

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

旅行代金の４０％

*2：大会に参加される方は必ずご署名をお願いします。　ご署名のない方のツアーお申込みは受付できません。　　　※大会のエントリーはご自身でお手続きください。　当社では代行手続をいたしません。

マラソンに
ついて

フルマラソン完走歴 　□初めて　□（　　　　　　　）回完走 今回の目標タイム 　　　　　時間　　　　　　　分

自己ベスト（H24年以降） 　  km　：　　　　　時間　　　　　分 洞爺湖マラソンのご参加 （　　　　　　　　　　　）回目

月間走行距離        　　　　　   Km 今後参加予定の大会

*1：当社からの手続等に関するご案内は上記記載のメールアドレスへ送信させていただきます。　お持ちでない方へはご自宅へファックスまたは郵送いたします。

ご旅行中の
緊急連絡先

 □ご自宅　□勤務先　□携帯　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　

□資料を請求したﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

　 ツアー同行参加
　 のご家族
　・名前（カタカナ）
　・年齢

 1)                     　　  　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（　　　　　  )才　　男・女　　□選手（種目：　　　　　　　　　　）　□応援

 2)                     　　  　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（　　　　　  )才　　男・女　　□選手（種目：　　　　　　　　　　）　□応援

 3)                     　　  　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（　　　　　  )才　　男・女　　□選手（種目：　　　　　　　　　　）　□応援

　　大会に参加
　　される方(*2)

●誓約書　私は自己の責任において大会に参加し、参加中に発生した事故については大会ならびにツアー主催者に対し一切の責任を負わせません。

　　・署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・家族署名（選手として同伴の方） 2015年　  　  月　    　日

　前夜祭の参加のご予定：　□あり　□なし

－　　　　　　　　　　　　 　・ＴＥＬ：　　　　　　　　 　（　　　　    　　　）　　　　　　　　　　・ＦＡＸ：　　　 　　　　　　（　　　　    　　　）　　　　　　　　　　　　　　　□兼用

ご職業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　（　　　　　　　）　

申込者
氏名

男 ・ 女
 T・S・H　　　　   　年　　　　  月　 　　 　日

出発当日　（　　　　　　　　 　　）才

お申込内容
　□羽田　　□中部　　□大阪　　□福岡 　・選手（　　　　）名　・応援（　　　　）名

　□3-5名1室利用　□2名1室利用　□1名1室利用　□相部屋利用

生年月日

ｷﾘﾄﾘ

2015 洞爺湖マラソン 参加・応援ツアー 申込書
◇お申込・お問合せは…

ハートフルツアーズ マラソンデスク 担当：田端

121-0816 東京都足立区梅島2-38-7 リエス梅島1F

TEL : 03-5888-1922  FAX : 03-5888-3787

お申込受付後のながれお申込方法

取消料

旅行代金に含まれるもの

旅行代金に含まれないもの

旅行契約

お振込先

・三菱東京ＵＦＪ銀行 竹ノ塚支店 （普）1421492

・三井住友銀行 西新井支店 （普）6990399

・郵便局 記号10010 番号78648971

・ジャパンネット銀行 本店営業部 ４５３６３０４

・口座名 カ）ハートフルツアーズ

■旅行企画・実施

㈱ハートフルツアーズ
東京都知事登録旅行業第2－４９６４号 (社)日本旅行業協会正会員

東京都足立区梅島2-38-7 ﾘｴｽ梅島1F

総合旅行業務取扱管理者 田端 洋介

当社は、旅行申込書等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、旅行手配のために必要な範囲内で利用させて

いただきます。 このほか当社が取扱う旅行情報のお届け・配信、アンケートの

お願いなどに利用させていただきます。

個人情報の取扱について

当社はお客様が以下の事由により損害を被られた場合、賠償の責任は負い

ません。 ・戦乱、暴動、気象条件、官公署の命令、自由行動中の事故等により

生ずる旅行日程の変更又は旅行の中止。（参加する大会の中止・延期を含む）

・伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等 ・運送機関遅延・

不通等により生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮

免責事項
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