
■五島福江＆長崎3日間／Ａコース ■五島福江＆長崎3日間／Ｂコース

3日間 3日間

■五島福江滞在3日間コース

3日間

【 ジェットフォイル予定スケジュール 】 「五島福江＆長崎3日間コース」 フライトチョイス

　五島福江＆長崎3日間コースをお申込みでジェットフォイル便の希望が 　五島福江＆長崎3日間コースをお申込みでフライトの希望がある方は

　ある方は申込書に希望便（①・②）をご記入ください。　 　申込書に希望フライト（①・②）をご記入ください。　

　・8/25（金）　長崎港発 14:50 → 福江港着 16:15 　　・中部空港発（Aｺｰｽ）： ①07:35頃　②18:05頃

　・8/26（土）　①長崎港発 07:40 → 福江港着 09:05  *福江＆長崎Ａ 　　・長崎空港発（Bｺｰｽ）： ①09:40頃　②20:05頃　

　・8/26（土）　②長崎港発 11:00 → 福江港着 12:25  *福江＆長崎Ａ

　・8/26（土）　長崎港発 14:50 → 福江港着 16:15  *福江＆長崎Ｂ

　・8/27（日）　福江港発 09:20 → 長崎港着 11:10  *福江滞在/福江＆長崎Ａ

　・8/27（日）　①福江港発 11:40 → 長崎港着 13:05  *福江＆長崎Ｂ

　・8/27（日）　②福江港発 16:30 → 長崎港着 18:20  *福江＆長崎Ｂ

　※ジェットフォイルのチョイスは空席状況により第1希望でご予約できない場合もあります。

ランナーは日本最後に沈む夕日を浴びて、そして島の温かい声援の中ゴールを目指します。
給水所では名物のスイカを頬張り、フィニッシュ後はこれはまた美味の五島牛に舌つづみ・・・

スケジュール スケジュール

8/25
（金）

 中部空港発、空路長崎空港へ　[ ﾌﾗｲﾄﾁｮｲｽ ]
 到着後、ご自身にてホテルへ

8/26
（土）

 中部空港発（07:35頃）→長崎空港着（09:00頃）
 到着後、ご自身にて港へ移動
 ジェットフォイルにて五島福江へ
 各自にて大会受付、スタート会場へ
 夕やけマラソン大会にご参加・応援

＜長崎市内　泊＞　

8/26
（土）

 朝：各自ジェットフォイルにて五島福江へ  [ ｼﾞｪｯﾄﾁｮｲｽ ]
 到着後、ご自身にて宿泊先へ
 午後：各自にて大会受付、スタート会場へ
 夕やけマラソン大会にご参加・応援

＜五島福江　泊＞　

8/27
（日）

 朝：各自ジェットフォイルにて長崎港へ
 ご自身にて長崎空港へ移動
 長崎空港発（20:05頃）→中部空港着（21:25頃）

＜長崎市内　泊＞　

8/28
（月）

 ご自身にて長崎空港へ
 長崎空港発、空路中部空港へ　[ ﾌﾗｲﾄﾁｮｲｽ ]

8/27
（日）

 各自ジェットフォイルにて長崎へ  [ ｼﾞｪｯﾄﾁｮｲｽ ]
 到着後、ご自身にてホテルへ＜五島福江　泊＞　

8/27
（日）

 朝：各自ジェットフォイルにて長崎港へ
 ご自身にて長崎空港へ移動
 長崎空港発（20:05頃）→中部空港着（21:25頃）

　　　※空席状況により第1希望でご予約できない場合もあります。
　　　※未記入の場合は、往路①又は②・復路①のフライトにて受付となります。
　　　※フライトスケジュールは航空会社の都合により変わる場合もあります。

第31回 夕やけマラソン大会概要

スケジュール

8/25
（金）

 中部空港発（07:35頃）→長崎空港着（09:00頃）
 到着後、ご自身にて港へ移動
 ジェットフォイルにて五島福江へ
 ご自身にて宿泊先へ

＜五島福江　泊＞　

8/26
（土）

 夕やけマラソン大会にご参加・応援

＜五島福江　泊＞　

２０17年 ８月 26日 （土） 開催

夏休みのおすすめマラソン大会

マラソン終了後の

五島牛もお楽しみ ！

〒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 fu l - t ou rs . 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 ◇

・主催：五島列島夕やけマラソン大会実行委員会

・開催日：2017年 8月 26日（土）

・大会当日のスケジュール

選手受付 11:00～17:00

ハーフ／17:30 5km／17:45 スタート

五島牛試食会 18:00～

・参加料：1次締切(7/15)／4,000円

2次締切(7/31)／6,000円 当日（～15:00）／8,000円

・参加賞：Ｔシャツ、地元特産品

・完走賞：スポーツタオル、写真付完走証（後日送付）

五島市観光協会内 五島列島夕やけマラソン係

TEL:0959-72-2963

※大会エントリーはご自身でお手続きお願いします。



■ご旅行代金（お一人様）

コンカナ王国

2名1室利用 1名1室利用 ﾀﾞﾌﾞﾙ 2名利用 ﾂｲﾝ 2名利用 1名1室利用 2名1室利用 4～6名1室利用 3名1室利用 2名1室利用

※五島コンカナ王国ご宿泊の場合、旅行代金とは別に入湯税（150円／1泊1名あたり）が現地払いとなります。　　※子供代金：大人同額　　※幼児代金（3才未満）：お問合せ下さい。

■利用予定航空会社：全日空　　　　　　■最少催行人数：1名様　　　　　　■添乗員：同行しません　　

■食事条件：朝食付　※五島福江＆長崎3日間Aｺｰｽの2日目ジェットフォイル①利用の場合は朝食をおとりいただけない場合がございます。（ご返金なし）　※コンネホテル：お弁当となる場合があります。

■長崎宿泊予定ホテル：長崎Ｉ・Ｋ、ワシントン、ニュータンダ 他　※1～3名1室利用（部屋割り・ホテルのご指定不可）　　　　■締切日：8/2（水） *定員になり次第締切

男女浴場あり

　　　　　　　 夕陽が美しい五島列島

レース後の五島牛試食会を楽しみにスタート 　　　　　　夕陽を浴びて武家屋敷通りを走るランナー（5km）　　　　　 試食会ながらたっぷりの五島牛で大満足 星空を見ながらのコンサート

　①旅行申込書のご提出 ・旅行残金をご出発の3週間前迄にお振込下さい

　　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

　　 ファックス又はご郵送にてお送りください。

　②申込金のお振込

　　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。

旅行開始日の２１日前まで

旅行開始日の２０日～８日前まで 　　　　□旅行企画・実施

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 　　　　東京都足立区梅島2-38-7　ﾘｴｽ梅島1F　

＊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。 　　　　総合旅行業務取扱管理者　田端　洋介

旅行代金の３０％
　　　　㈱ハートフルツアーズ

旅行代金の４０％

旅行代金の５０％ 　　　　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

旅行代金の１００％

旅行代金の２０％

　　アイランドテラス五島ホテル＆リゾート 　大会会場となる五島港公園に近く便利。
　和室または和洋室のゆったりしたお部屋、
　展望浴場やレストランなど施設も充実
　している快適なホテルです。

　　鬼岳温泉のあるリゾートホテル。
　　マラソン前後に心とからだを癒してください。
　　露天風呂からの夕日はとても素晴らしいです。
　　ホテル無料送迎バスあり。

　　・会場および福江港から徒歩5分。
　　・福江空港から車15分。　　・会場および福江港から車15分。

　　・福江空港から車5分。

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

取消日 取消料

無料

　五島コンカナ王国 カンパーナホテル

77,800円 80,800円 81,800円

　　街の中心に立地しており観光拠点として、
　　また食事・買物にも便利な場所です。

　2016年4月にオープン。
　全室WiFi完備の機能的なホテル。
　商店街が目の前で食事・買物に便利。

　　・会場および福江港から徒歩8分。
　　・福江空港から車15分。

　　・会場および福江港から徒歩10分。
　　・福江空港から車13分。

　　　※2名様1室利用のお部屋は、シングルルームにエキストラベッド
　　　　　を入れてご利用となり若干お狭くなります。

82,800円

ご宿泊ホテル　インフォメーション

　五島第一ホテル コンネホテル

70,800円 73,800円 74,800円 75,800円

五島福江滞在3日間ｺｰｽ 71,800円 74,800円 73,800円 76,800円 79,800円

五島福江＆長崎3日間 Bｺｰｽ 66,800円 70,800円 68,800円 70,800円

コース
五島第一ホテル コンネホテル

73,800円

カンパーナホテル

五島福江＆長崎3日間 Aｺｰｽ 68,800円 72,800円 70,800円 72,800円 75,800円 72,800円 75,800円 76,800円 77,800円

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

免責事項

個人情報の取扱について



◆申込代表者様は申込方法および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 中部国際 参加人数 　選手（　　　 　　）名・応援（　　　 　　）名 申込代表者 　□本人　□（　　 ）

コース

　□五島第一ホテル　…　 　□1名1室利用　　□2名1室利用　　

　□コンネホテル　…　 　□1名1室利用　　□ﾀﾞﾌﾞﾙ2名利用　　□ﾂｲﾝ2名利用

　□五島コンカナ王国　…　 　□2名1室利用

　□カンパーナホテル　… 　□2名1室利用　　□3名1室利用　　□4～6名1室利用

　・第1希望：　　　　　　　　　　・第2希望：

　・第1希望：　　　　　　　　　　・第2希望：　　　　　　　　　　

　・第1希望：　　　　　　　　　　・第2希望：

　・第1希望：　　　　　　　　　　・第2希望：　　　　　　　　　　

性別 種目

〒　　　　　

会社名 部課名

所在地
〒　　 　　 　 －

〒　　　　 　－　　　　　　　□現住所に同じ

　氏名： 続柄：

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

 PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ （アドレス： ）

　・氏名： ・ｶﾀｶﾅ： （　男　・　女　）　・T・S・H　　　　　年　　　　月　　　　日生  （ 　　　 　　）才

　・現住所： 　　　　　　　・TEL：　　　　　　　－　　　　　　　　　－ □ﾊｰﾌ　□5km　□応援

　・氏名： ・ｶﾀｶﾅ： （　男　・　女　）　・T・S・H　　　　　年　　　　月　　　　日生  （ 　　　 　　）才

　・現住所： 　　　　　　　・TEL：　　　　　　　－　　　　　　　　　－ □ﾊｰﾌ　□5km　□応援

　・氏名： ・ｶﾀｶﾅ： （　男　・　女　）　・T・S・H　　　　　年　　　　月　　　　日生  （ 　　　 　　）才

　・現住所： 　　　　　　　・TEL：　　　　　　　－　　　　　　　　　－ □ﾊｰﾌ　□5km　□応援

　・氏名： ・ｶﾀｶﾅ： （　男　・　女　）　・T・S・H　　　　　年　　　　月　　　　日生  （ 　　　 　　）才

　・現住所： 　　　　　　　・TEL：　　　　　　　－　　　　　　　　　－ □ﾊｰﾌ　□5km　□応援

(1)マラソンツアー受付のご案内（申込金のご請求等）は、申込代表者様へ一括でメール送信いたします。（メールをお持ちでない方はご自宅へファックスまたは郵送いたします）

(2)最終ご案内の旅行書類（日程表・航空券等）の送付方法について　⇒　□申込代表者へ一括送付希望　　□各同行者へ個別に送付希望

●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。）

※当社ではエントリーの代行手続をいたしません。　ご自身にてお手続きをお願いいたします。

申込代表者
氏　　名

男 ・ 女
　□ハーフ
　□5km
　□応援

 T ・ S ・ H　　　　　   　年　　　　  月　　 　　 日

出発当日　（　　　　　 　　　  　　）才

　※未記入の場合
　　往路：①となります
　　復路：①又は②となります 復路ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ希望（Bｺｰｽ）

第2希望のコース・宿泊先・部屋割り

フリガナ 生年月日

申込内容

　□福江&長崎 Aｺｰｽ（8/25発） 　　□福江&長崎 Bｺｰｽ（8/26発）   　□福江滞在3日間ｺｰｽ（8/25発）

宿泊先・
部屋割り

同室希望者

※2室以上の場合は部屋割り

福江&長崎
コース の
ご希望便

 往路ﾌﾗｲﾄ希望（Aｺｰｽ） 　※未記入の場合
　　往路：①又は②となります
　　復路：①となります 復路ﾌﾗｲﾄ希望（Bｺｰｽ）

 往路ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ希望（Aｺｰｽ）

フリガナ

現住所

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

ご職業 　　　　　　　　　ＴＥＬ：　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　（　　　　　　　　）　

ご旅行中の
緊急連絡先

ＴＥＬ：　　　　  　　　（　　　　　　　　　）

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

手続案内等
のお送り先

□資料を請求したアドレス

*1：申込代表者様は同行者全員から同意の上、ご署名をお願いします。

ご同行者様
の情報

1

2

3

4

　　大会に参加
　　される方(*1)

●誓約書　私および同行者選手全員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。

　・申込代表者署名（選手）： 2017年　　　　　月　　　　　日

備考

自己ベスト（H25年以降） 　□フル □ハーフ ：　　　　　　　　時間　　　　　　分

夕やけマラソンのご参加 今回で　（　　　　　　　　　）回目 フルマラソンの完走回数 H29年3月末迄で（　　　　　　　　　）回完走
マラソンに

ついて

今回の目標タイム 　　　　　時間　　　　　　　　　分

今後参加予定の大会 今後参加してみたい大会

2017 夕やけマラソンツアー 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

お申込代表者の方へ
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