
■ご旅行代金（1名様・税込）

発着 4名1室 3名1室 2名1室 1名1室 選手相部屋

  84,800円   85,800円   86,800円 92,800円 85,800円 

93,800円 95,800円 99,800円 119,800円 93,800円 

90,800円 91,800円 92,800円 100,800円 ***

98,800円 101,800円 107,800円 131,800円 ***

89,800円 90,800円 91,800円 99,800円 ***

97,800円 100,800円 106,800円 130,800円 ***

92,800円 93,800円 95,800円 104,800円 ***

93,800円 97,800円 105,800円 133,800円 ***

94,800円 95,800円 96,800円 102,800円 95,800円 

103,800円 105,800円 109,800円 129,800円 103,800円 

80,800円 81,800円 82,800円 88,800円 81,800円 

89,800円 91,800円 95,800円 115,800円 89,800円 

78,800円 79,800円 80,800円 86,800円 79,800円 

87,800円 89,800円 93,800円 113,800円 87,800円 

■食事条件：朝食付　　　　■最少催行人数：各発着地 5名様　　　　■添乗員：同行しません　※大会当日は会場にツアーテントを設置してお世話いたします。

■エントリー代行締切日：9/15（金）　※ｴﾝﾄﾘｰ代行はﾂｱｰ申込受付完了後の手続となります。　　　　■ツアー締切日：9/22（金）　※締切日前でも満席となり次第受付終了いたします。

※3～4名1室利用のお部屋は、洋室ﾂｲﾝﾙｰﾑ＋ｿﾌｧﾍﾞｯﾄﾞ又はｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞの対応となります。　※ラ・ティーダ久米島選手相部屋：男女別の2～4名様1室のご利用となります。（部屋割り指定不可）
※イーフビーチ選手相部屋：男性は和室大部屋5～7名様1室のご利用となります。女性は洋室3～4名様1室のご利用となります。（部屋割り指定不可／部屋タイプは変わる場合があります）
※1名1室利用のお部屋は非常に少ないため混雑状況により受付できない場合がございます。　お一人参加の方は「選手相部屋」利用でのご参加をおすすめいたします。
※上記以外の発着地や延泊等による日程変更を希望される方はご相談ください。　混雑状況により承れない場合もございますので予めご了承ください。

大阪 10/21 （土） 3日間
ラ・ティーダ久米島テラス

久米島イーフビーチホテル

福岡 10/21 （土） 3日間
ラ・ティーダ久米島テラス

久米島イーフビーチホテル

ラ・ティーダ久米島テラス

久米島イーフビーチホテル

5日間
ラ・ティーダ久米島テラス

久米島イーフビーチホテル

中部 10/21 （土） 3日間
ラ・ティーダ久米島テラス

久米島イーフビーチホテル

東京

10/21 （土）

3日間
ラ・ティーダ久米島テラス

久米島イーフビーチホテル

4日間B
ラ・ティーダ久米島テラス

久米島イーフビーチホテル

10/20 （金）

4日間A

 心も気候もあったかい久米島のマラソン ♪　　人口１万人弱の小さな久米島ですが沿道では島民が大きな

声援を選手へおくります。　制限時間はたっぷりと7時間なので初めてのフルでもきっと完走できるでしょう。

 走った後は選手だけでなく応援の方、地元の方も一緒に「ふれあいパーティー」で盛り上がりましょう ！！

***：設定なし

出発日 コース 宿泊ホテル

ｷﾘﾄﾘｷﾘﾄﾘ

超過手荷物料金、個人2006年3月22日（水）□旅行企画・実施超過手荷物料金、個人的性質の費用、医療費、任意の2006年4月20日（木）□旅行企画・実施

2017 久米島マラソンツアー

１）大会エントリーを手数料なし（実費のみ）で代行手続いたします。 （参加確約）

２）大会当日は会場にハートフルマラソンツアーのテントを設置して、ベテランの

・ハートフルマラソンツアーご参加の方を対象としたマラソン表彰 ！！ （記念品授与）

・ドリンク・サプリメントのご提供やアイシングなどマラソン前後のケアもいたします。

・会場内のツアーテントで着替え等のお荷物をお預かりいたします。

ハートフルマラソンツアーの大会サポート＆サービス ！！

・大会に参加・完走された記念の写真をお撮りします。 （後日プレゼント）

走る添乗員 がランナーみなさまをサポートいたします。

２０17年10月 22日（日）開催

□旅行企画・実施

ｷﾘﾄﾘｷﾘﾄﾘｷﾘﾄﾘｷﾘﾄﾘ

□旅行企画・実施

□旅行企画・実施

®

１０月の久米島は夏に逆戻り。

夏の日差しを浴びて島時間で

走るさぁ～

超過手荷物料金、個人2006年3月22日（水）□旅行企画・実施超過手荷物料金、個人的性質の費用、医療費、任意の2006年4月20日（木）

□旅行企画・実施

□旅行企画・実施

□旅行企画・実施

2016久米島マラソンツアーも全国からたくさんご参加いただきました。
毎年お一人参加の方も大勢参加。 ランナー仲間の輪が広がりますヨ ！

■ お申込み・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

HP :  h t tp : //www.hear t fu l - tou rs . com/



■ご旅行日程 ■利用予定航空会社：日本航空、日本トランスオーシャン航空、全日空

3日間 4日間A 4日間B 5日間 ■予定フライトスケジュール （那覇乗継）

・羽田発 06:15～14:00頃　→　久米島着 11:00～18:00頃 

・中部・大阪・福岡発 07:30～15:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　→　久米島着 12:00～18:00頃 

・久米島発 11:00～18:30頃　→　羽田着 14:30～22:30頃 

・久米島発 11:00～16:30頃　→　大阪着 14:00～20:30頃 

・久米島発 11:00～18:30頃　→　中部・福岡着 15:00～22:00頃 

久米島イーフビーチホテル

　　滞在中ご利用いただける展望風呂利用サービス券をプレゼント !!

★イーフビーチホテル 夕食追加プラン

・夕食代金：お一人様 2,500円

・内容：バイキングスタイルの沖縄地元料理

　※マラソンツアーと一緒に事前申込みが必要です。

　①申込書のご提出
　　所定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
　　ファックス又はご郵送にてお送りください。
　　申込書到着後、ご旅行の参加受付についてご連絡いたします。

　②申込金等のお振込み
　　参加受付のご連絡後5日以内に申込金（内金）としてお1人様2万円、
　　（10万円を超える場合は3万円）又は代金全額をお振込みください。

　※エントリー代行をご希望の方は誓約書署名を含め申込書全ての項目
　　　をご記入いただき、エントリー代を申込金と一緒にお振込みください。

　*上記①および②のお手続きをもって正式なご予約となります。
　*エントリーの代行手続完了後にお取消の場合、エントリー代は返金できません。

　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。　

　・旅行残金をご出発の3週間前迄にお振込下さい お申込みの際は必ず旅行条件書（全文）を当社ホームページ等にて
　・ご旅行最終案内を10日程前にお送りします ご確認いただき、同意の上お申込みください。

＊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。

旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％

ラ・ティーダ久米島テラス （旧マリンテラス久米島）

旅行開始日の７日～２日前まで 旅行代金の３０％

旅行開始日の前日 旅行代金の４０％

旅行開始日の当日 旅行代金の５０％

取消日 取消料

旅行開始日の２１日前まで 無料

旅行開始日の２０日～８日前まで 旅行代金の２０％

マラソン大会の前日にボリュームたっぷりの
沖縄料理でカーボローディングはいかが？

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。

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

　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

　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。

ご自身にて空港へ
久米島発空路→那覇乗継各地へ

マラソン会場エリア ・ ホテルインフォメーション

マラソン会場まで徒歩7分程度なので選手だけでなく応援の方にも便利。
コンビニや居酒屋・食事するお店も直ぐ近くにあります。

マラソン会場まで徒歩5分程度と最も近い快適なリゾートホテル。
目の前に海が広がる海洋深層水のお風呂でマラソン前後の疲れを癒して下さい。

★イーフビーチホテル ご宿泊ツアー特典

10/23
（月）

10/23
（月）

終日フリータイム ※ご利用便の指定は一切できません。上記時間帯のいずれかのご利用便となります。
※航空会社の都合によるスケジュール変更や乗継便の混雑状況等により那覇空港での
　　乗継時間が長くなる場合もございますので予めご了承ください。
※臨時便運航の状況によりスケジュールは大幅に変わる場合もございます。
※大阪の出発ならびに到着の空港は、関空・伊丹・神戸のいずれかとなります。（ご指定不可）

10/23
（月）

10/23
（月）

10/24
（火）

10/24
（火）

10/21
（土）

10/21
（土）

終日フリータイム

10/22
（日）

10/22
（日）

10/22
（日）

10/22
（日）

2017久米島マラソン参加・応援
*完走パーティー（大会主催）

スケジュール

10/21
（土）

10/20
（金）

10/21
（土）

10/20
（金）

各地発空路→那覇乗継久米島へ
到着後、ご自身にてホテルへ

□旅行企画・受託販売□旅行主催超過手荷物料金、個人的性質の費用、医療費、任意の旅行保険、

走る添乗員 がお世話いたします。

年間14レース以上の海外・国内マラソン

大会で完走している 走る添乗員 が

ツアーテントでお世話をいたします。

初フルの方には完走のための直前アド

バイスもさせていただきます。

★2016年の大会参加実績

・フル 8大会完走：記録平均 3時間20分

・ハーフ4大会完走：記録平均 1時間32分

・100km 1大会完走：記録 10時間04分

®

お申込受付後のながれ

お振込先お申込方法

・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

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

個人情報の取扱について

免責事項

®

・ﾁｪｯｸｲﾝ／15:00

・ﾁｪｯｸｱｳﾄ／11:00

・久米島空港より車で20分

・客室設備／施設

バス・トイレ、テレビ、ポット、

ドライヤー、冷蔵庫、喫茶室、

コインランドリー、製氷機ほか

・ﾁｪｯｸｲﾝ／14:00

・ﾁｪｯｸｱｳﾄ／11:00

・久米島空港より車で20分

・施設

レストラン、ギフトショップ、

海洋深層水展望風呂（有料）、

パターゴルフ場、レンタサイクル、

コインランドリー

■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

往路

復路



◆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　　※ご家族で1枚ご記入ください（コピー利用可）

エントリー手続 参加種目 　□フル　□ハーフ　□１０ｋｍ　□５ｋｍ　□応援

申込人数 　合計（　　　　　）名　　●同行者名（　　　　　　　

　□東京　→　 □久米島3日間　　□久米島4日間Ａ（10/20発）　　□久米島4日間B（10/21発）　　□久米島5日間

　□中部　□大阪　□福岡　　→　　久米島3日間

　□ラ・ティーダ久米島テラス　…　□洋室（2～3名利用）　　□男女別相部屋　　□洋室1名利用　満室

部屋割り 　（　　　　　）名利用 × （　　　　　）室　　●同室希望者：

　●第2希望 ●第3希望

　□上記第1希望のみ参加　 □以下希望順にて参加　　※1名1室利用は混雑状況により受付できない場合があります。

　・第2希望 …　 ●ラ・ティーダ（ □相部屋　□1名1室 ）　　●イーフビーチ（ □相部屋　□1名1室 ）

　・第3希望 …　 ●ラ・ティーダ（ □相部屋　□1名1室 ）　　●イーフビーチ（ □相部屋　□1名1室 ）

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 ・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： ）

Ｓ　・　Ｍ
Ｌ　・　Ｏ

●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）

◎同伴のご家族　　※現住所の異なる同行者は本申込書（ｺﾋﾟｰ利用可）をお一人様1枚ご記入ください。

フリガナ 性別 ｴﾝﾄﾘｰ手続 Tｼｬﾂｻｲｽﾞ 種目

 □代行希望  □フル　□ハーフ

 □自分で手続  □     km  □応援

フリガナ 性別 ｴﾝﾄﾘｰ手続 Tｼｬﾂｻｲｽﾞ 種目

 □代行希望  □フル　□ハーフ

 □自分で手続  □     km  □応援

フリガナ 性別 ｴﾝﾄﾘｰ手続 Tｼｬﾂｻｲｽﾞ 種目

 □代行希望  □フル　□ハーフ

 □自分で手続  □     km  □応援

備考

生年月日

氏名 男 ・ 女
Ｓ　・　Ｍ
Ｌ　・　Ｏ

 T・S・H　　　　 　年　　 　 月　 　　 日　

出発当日　（　　　　　　　）才

生年月日

氏名 男 ・ 女
Ｓ　・　Ｍ
Ｌ　・　Ｏ

 T・S・H　　　　 　年　　 　 月　 　　 日　

出発当日　（　　　　　　　）才

生年月日

氏名 男 ・ 女
Ｓ　・　Ｍ
Ｌ　・　Ｏ

 T・S・H　　　　 　年　　 　 月　 　　 日　

出発当日　（　　　　　　　）才

　月間平均　　　                Km 今後参加予定の大会

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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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（H26年以降） 　□ﾌﾙ　□ﾊｰﾌ　：　　　　　　時間　　　　　分 久米島マラソンのご参加 　□初めて　　　今回で（　　　　　　　）回目

月間走行距離

　　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） 2017年　　　   月　    　日

*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。

*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。

ご旅行中の
緊急連絡先

 □自宅　□勤務先　□携帯　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　

□資料を請求したアドレス

エントリー代行
希望の方へ

●参加者は開催要項・注意事項および下記の申込規約に同意の上、ご署名ください。
1)主催者は疾病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 2)自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。 3)年齢・性別の嘘偽申
告、申込者本人以外の出場（不正出走）は認めません。その場合出場が取り消されます。 4)荒天・地震・風水害・事件・事故等による大会中止、または上記 2) 3) あるいは過剰入
金・重複入金の返金は一切いたしません。 5)大会の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネットなどへの掲載権は主催者に属します。

●エントリー代行手続についてのご確認
 1)ツアーのお申込手続が完了した後に、エントリーの代行手続となります。
 2)ツアー取消待ちの方については、9/15迄にツアー申込受付の手続が完了となった場合に限り代行手続いたします。

Ｔシャツサイズ
のご希望

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

ご職業           ＴＥＬ：　　　　　　  　（　　　　  　　　）　　　　　　　　　FAX：　　　　  　　（　　　  　　　　）

生年月日

氏名 男 ・ 女
 T・S・H　　　　 　年　　 　 月　 　　 日　

出発当日　（　　　　　　　）才

 □代行希望  □自分で手続　※選手は全員下記誓約書に署名必要

お申込内容

） ●代表者名（　　　　　　　　　） ・ □本人　　

発着地
・コース

宿泊先
　□久米島イーフビーチ　…　□洋室（1～4名利用）　　□男女別相部屋　　　　●夕食オプション … □希望する（　　　　　)名分

　　第2・3希望のコース・
　　宿泊先等

※第2・第3希望のコースでお申込みの受付完了後、第1希望コースに空席が出なかった場合は受付したコースのご参加で最終決定となります。

 　1名様でご参加の方

□旅行企画・実施

2017 久米島マラソンツアー 申込書 ◆お申込先

㈱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

超過手荷物料金、個人的性質の費用、医療費、■募集型企画旅行契約 ｄ．お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 e.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量■当社による旅行契約の解除 □旅行企画・実施◇個人情報について
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