
　　　　　 自然いっぱいの北海道を走ろう！

■ご旅行日程 ■お一人様旅行代金（税込） *** 設定なし

月・日 食事 宿泊先 コース 1名1室利用 2名1室利用 3名1室利用

千歳2日 45,800円 44,800円 ***

千歳3日 53,800円 52,800円 ***

＜千歳泊＞ 千歳＆札幌3日 54,800円 53,800円 ***

千歳2日 49,800円 47,800円 46,800円

千歳3日 61,800円 57,800円 56,800円

千歳＆札幌3日 62,800円 58,800円 57,800円

■最少催行人員：1名様

■添乗員：同行いたしません

■利用予定航空会社：ＪＡＬ、ＡＮＡ

■札幌宿泊予定ホテル：レオパレス札幌、サンルート札幌　他

■ツアー締切日：5月11日（木）

■フライトスケジュール　（往路・復路各フライトのチョイスが可能）

 【 往路フライト 】

　①： 羽田空港発（07:30～08:30頃）　⇒　新千歳空港着（09:00～10:00頃）

　②： 羽田空港発（09:00～10:00頃）　⇒　新千歳空港着（10:30～11:30頃）

　③： 羽田空港発（10:30～11:30頃）　⇒　新千歳空港着（12:00～13:00頃）

　④： 羽田空港発（12:30～13:30頃）　⇒　新千歳空港着（14:00～15:00頃）

　⑤： 羽田空港発（14:00～15:30頃）　⇒　新千歳空港着（15:30～17:00頃）

　⑥： 羽田空港発（16:00～17:30頃）　⇒　新千歳空港着（17:30～19:00頃）

 【 復路フライト 】

　①： 新千歳空港発（11:00～12:30頃）　⇒　羽田空港着（12:30～14:00頃）

　②： 新千歳空港発（13:00～14:30頃）　⇒　羽田空港着（14:30～16:00頃）

　③： 新千歳空港発（15:00～16:30頃）　⇒　羽田空港着（16:30～18:00頃）

　④： 新千歳空港発（17:00～18:30頃）　⇒　羽田空港着（18:30～20:00頃）

　⑤： 新千歳空港発（19:00～20:00頃）　⇒　羽田空港着（20:30～21:30頃）

　⑥： 新千歳空港発（20:30～21:30頃）　⇒　羽田空港着（22:00～23:00頃）

ご宿泊ホテル　インフォメーション

　※申込書にご希望のフライト（①～⑥）をご記入ください。（第1～第3希望まで）
　※空席状況により第1希望でご予約できない場合もございますのでご了承ください。

6/5
（月）

ご自身にて新千歳空港へ
新千歳空港発、空路羽田空港へ

朝

※大会のエントリーはご自身でお手続きをお願いします。

6/4
（日）

＜2日間コース＞
千歳ＪＡＬ国際マラソン大会に参加・応援
大会参加後、ご自身にて新千歳空港へ
新千歳空港発、空路羽田空港へ

朝
ﾎﾃﾙ

ｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ
千歳

　※旅行代金にエントリー代は含まれておりません。
　※グランテラスの3名利用はツインルーム＋エキストラベッド対応となります。＜千歳3日間コース＞

千歳ＪＡＬ国際マラソン大会に参加・応援　　＜千歳泊＞

＜千歳＆札幌3日間コース＞
千歳ＪＡＬ国際マラソン大会に参加・応援
大会参加後、ご自身にて札幌へ　　　　　　 　　＜札幌泊＞

新緑の6月、原生林に囲まれたコースで北海道の自然を感じながら走るマラソン大会です。

種目は10km・3kmもあるのでご家族で参加できます。　週末少し足をのばして森林浴マラソンを楽しんでみませんか？

スケジュール

6/3
（土）

羽田空港発、空路新千歳空港へ
ご自身にてホテルへ

ｳｨﾝｸﾞ
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

千歳*選手受付（当日受付あり）

◎お泊りホテルは大会会場まで徒歩で移動できるので大会参加に便利です。

★ ハートフルマラソンツアー の ツアーポイント ★

2017年 6月 3日出発 ２・３日間 [ 東京発 ]

週末、森林浴マラソンでリフレッシュしてみませんか？

ホテルウィングインターナショナル千歳

大会会場となる青葉公園まで徒歩移動が可能。

周辺にはお食事処も多く立地の良いホテル。

明るく清潔で快適な客室。

ベストシーズンの北海道で

走る森林浴マラソンです。

ホテルグランテラス千歳

大会会場となる青葉公園に大変近く、

選手や応援されるご家族にも便利。

朝食ブッフェはメニュー豊富で、当日の

エネルギー補給も満点。

・新千歳空港から車8分、千歳駅から車5分

★新千歳空港無料送迎シャトルバス

運行スケジュール（空港発／夕～夜、ホテル発／午前）

大浴場施設あり

◎ご自分の予定にあわせて往復のフライト時間帯がチョイス可能 ！！

◎2日間と千歳＆札幌コースご参加の方へ、レース後ご利用いただけるシャワールームをご用意。

◎コースは千歳滞在の2日間・3日間、札幌の宿泊を組合せた3日間からお選びください。

◎往復の航空券と宿泊をセットにしたお手軽なマラソンパックです。

〒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.hea r t f u l - t ou r s . com/

㈱ハートフルツアーズ マラソンデスク

◇ お申し込み・お問い合わせは ◇

・新千歳空港から車12分、千歳駅から徒歩8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： 2017年　　　  　月　 　　 　日　（コピー利用可）

発着地 東京 コース 　□千歳2日間　　□千歳3日間　　□千歳＆札幌3日間 合計（　　　　　　　　）名

宿泊先 　□ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾃﾗｽ千歳　　□ﾎﾃﾙｳｨﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ千歳 部屋割り 　□1名1室利用　　□2名1室利用　　□3名1室利用

往路希望便 　・第1希望：　　　　　　　　　・第2希望：　　　　　　　　　　・第3希望：　　　　　　　　　

復路希望便 　・第1希望：　　　　　　　　　・第2希望：　　　　　　　　　　・第3希望：　　　　　　　　　　　

性別

〒　　　　　

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

　氏名： 続柄：

・連絡希望時間帯　（　　 　　 ～　　　 　時頃 ） *19時迄  □いずれでも可

 □PC　□ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 　●メールアドレス（ ）

　・氏名： ・ｶﾀｶﾅ： （ 男 ・ 女 ）　・生年月日： S・H　　　　　年　　　　月　　　　日 （　　　　　）才

　・現住所： 　　　　　　　　・TEL：　　　　　　　－　　　　　　　　　－ ・種目（　　　　　　　　）　□応援　

　・氏名： ・ｶﾀｶﾅ： （ 男 ・ 女 ）　・生年月日： S・H　　　　　年　　　　月　　　　日 （　　　　　）才

　・現住所： 　　　　　　　　・TEL：　　　　　　　－　　　　　　　　　－ ・種目（　　　　　　　　）　□応援　

　・氏名： ・ｶﾀｶﾅ： （ 男 ・ 女 ）　・生年月日： S・H　　　　　年　　　　月　　　　日 （　　　　　）才

　・現住所： 　　　　　　　　・TEL：　　　　　　　－　　　　　　　　　－ ・種目（　　　　　　　　）　□応援　

　・氏名： ・ｶﾀｶﾅ： （ 男 ・ 女 ）　・生年月日： S・H　　　　　年　　　　月　　　　日 （　　　　　）才

　・現住所： 　　　　　　　　・TEL：　　　　　　　－　　　　　　　　　－ ・種目（　　　　　　　　）　□応援　

　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10日程前にお送りします。

　　 ファックス、メール添付、又はご郵送にてお送りください。

　②申込金等のお振込

　　当社より「参加受付可」のご連絡後5日以内に申込金（内金）としてお一人様

　　2万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

　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。

取消料 　　■旅行企画・実施

※2室以上ご利用の場合の部屋割りなど

*1：当社からの手続等に関するご案内は代表者様の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。

*2：ご同行者様含むみなさまの最終ご旅行書類は、申込代表者様へ一括して送付させていただきます。

お申込方法・ご旅行条件要旨

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。

　個人的性質の費用、医療費、任意の旅行保険、エントリー代

無料
　　㈱ハートフルツアーズ

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％ 　　 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

旅行代金の４０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

備考

現住所

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

ご旅行中の
緊急連絡先

日中の連絡先  □ご自宅　□勤務先　□携帯　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　

手続案内等の
お送り先 (*1)

ご同行者様
の情報

1

2

3

4

申込代表者
氏　　名

フリガナ

男 ・ 女
 T・S・H　　　　   　年　　　　  月　 　　 　日

出発当日　（　　　　　   　　）才

　□ﾌﾙ　□ﾊｰﾌ　□10km

　□3km　□応援

お申込内容

フリガナ

参加人数

同室希望者

生年月日種目

ｷﾘﾄﾘ

2017 千歳JAL国際マラソンツアー 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

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

個人情報の取扱について
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