2016 年 7 月吉日 Ver.2

人気のパドックエリアご招待
津川哲夫氏スペシャルトーク開催

（観戦企画）

フリープラン 2017 F1 モナコ GP
特典！！

サインゲットのチャンス！ツアーのご参加者頂いた方全員を
パドックエリアにご案内します。（お一人様 1 日、出入り自由）
※事情により、変更・中止となる可能性もあります。２回目以降は、有料にてご案内致します。

こだわり！！ 観戦場所にこだわります。 観戦場所は命です。

今年は、ピットとコースを両方望める人気の L スタンド。
ピット前の Tスタンド上段（この席はスタンド前のコースとピットが両方見えち
ゃうお得なシート。） これも人気の B スタンド（カジノ・ホテルドパリ前の有名
な観戦ポイント、写真のベストポイントでもあります。） その他、M・V・X・K
等可能な限りお好みのスタンド・場所での変更も受け付けますので、ご相談
ください。 ※注意！K スタンドの一部の席からは、目の前が見えない場合いがございます
ことを了承下さい。
左はパドックエリアイメージ。
下左、海側から見た K スタンド。下中、ピットと T スタンドイメージ。下右は、B スタンドイメージ。

毎年、人気で大盛況の「F1モナコ GP」は 5月末開催で、初夏の心地の良い気候の中、地中海の真珠・究極のリゾート大国
モナコで行われます。 モナコ GP はその他のグランプリとは違い、独特の雰囲気があります。とにかく豪華で華やかです。
GP の週末ホテルドパリ前には、世界に数十台という様な高級車がずらりと並びます。この様な雰囲気は、地球上でこのモナ
コだけでしょう。さらに、モナコ国中に響き渡る独特のエキゾーストノートに、思わず聞き入ってしまうでしょう。今年も、ハネム
ーナーと 毎年参加される方々の為に、日程を 4 コース設定させて頂きました。さらに参加者には、特典！！パドックエリアに
ご案内 を用意致しました。サインゲットのチャンスです。モナコ GP のレース日は変則で、F１走行日が木・土・日となっており
ます。又モナコ独特のバルコニーからの観戦・ランチ観戦・チームパドッククラブその他ありますので、お問合わせ下さいま
せ。現代Ｆ１イベントの楽しさを感じて頂けるように企画しましたので、このツアーに参加頂き、これをきっかけにより海外ＧＰ
の良さをもっと知って頂ければ幸いです。 皆様方とモナコでお会いできる日を、楽しみにお待ちしております。

ツアー概要ご案内
出発地・日程

Sample

日程の変更・オーダーメード旅行も可能です。

観戦スタンド等、ご相談下さい。

以下旅行代金には、スタンド観戦券が含まれておりません。 木・土・日各曜日のお好きなスタンドで手配可能です。
ツアーPoint ★ モナコ GP 人気のスタンド観戦席 L・M・T・B・V・X その他ご希望の手配可能！
ツアーPoint ★ ニースでは、オプショナル観光ツアーをご用意しております。
ツアーPoint ★ 添乗員又は日本語アシスタント（現地合流）が、みなさまのお世話をさせて頂きますので、初めての方でも安心です。
日程・発着

成田・関空・中部発着

（6 泊 8 日）

ツアー内容

出発日

F1 観戦日

募集人員

最少催行人員

20 名

10 名

（各方面）

（各方面）

¥318,000

A コース：モナコ GP 観戦 8 日間
ニース滞在ゆったりプラン
5/23（火）
AS モナコ・フェアモントホテル
長期滞在プラン

旅行代金

木・土・日

一人部屋
追加代金

¥77,000

¥978,000
一人部屋
追加代金

¥780,000

日程・発着

ツアー内容

出発日

F1 観戦日

成田・関空・中部発着

S コース：モナコ GP 観戦 8 日間
モナコ・ニース滞在ゆったりプラン

5/23（火）

木・土・日

（6 泊 8 日）

旅行代金

¥398,000
一人部屋
追加代金

¥143,000

募集人員

最少催行人員

20 名

10 名

（各方面）

（各方面）

ツアーPoint ① 火～木迄、あの有名なヘヤピンを望むモナコを代表するホテル“フェアモントモンテカルロ”に 2 泊・その後ニースに 4 泊。
GP の雰囲気にどっぷりと浸かっていただきます。※木曜日午後にニースへ移動します。

ツアーPoint ② 成田・関空・名古屋発着で、大変に便利。（※乗継ぎ空港で合流となります。）

フェアモントモンテカルロは、Ｆ１サーキットのコース
上（有名なヘヤピン前・トンネルの上）に建つ、モナコ
で最大のデラックスホテルです。
とりわけホテルエントランス前のヘヤピンは有名で、
カジノもあり 24 時間モナコを楽しむにはもってこい
のホテルです。 ※このコースには別途保証金が必
要となります。
日程・発着

ツアー内容

羽田空港発着
モナコ GP 観戦

ニース滞在お手軽プラン

（3 泊 6 日）
B コース

モナコ・フェアモントホテル
滞在お手軽プラン

出発日

F1 観戦日

5/25（木）
夜

金
（ピットウォーク）

※大阪は夕方

土・日

旅行代金

募集人員

最少催行人員

20 名

10 名

（各方面）

（各方面）

¥298,000
一人部屋
追加代金

¥45,000

¥918,000
一人部屋
追加代金

¥675,000

ツアーPoint ① なかなかお休みが取れない方にはピッタリのモナコ GP ショート観戦コースです。
ツアーPoint ② 羽田発着なので、他空港からの乗り継ぎに大変に便利です。
※フェアモントモンテカルロ、ヘヤピン GP ビュールームは、追加￥779,000-（大人 1 名当り）となります。 お部屋からの観戦が可能です。
発着

ツアー内容

羽田空港発着
モナコ GP 観戦

（6 泊 9 日）
C コース

ニース 3 泊＋パリ又はミラノ、
バルセロナ、ロンドン
いずれかで 3 泊！充実プラン
モナコ・フェアモントホテル 3 泊
～パリ 3 泊！充実プラン

出発日

F1 観戦日

旅行代金

募集人員

最少催行人員

20 名

10 名

（各方面）

（各方面）

¥398,000
5/25（木）
夜
※大阪は夕方

金
（ピットウォーク）

土・日

一人部屋
追加代金

¥115,000

¥1,008,000
一人部屋
追加代金

¥750,000

ツアーPoint ① パリ又はミラノ、バルセロナ、ロンドンではゆっくり 3 連泊。ハネムーンにぴったり。
ツアーPoint ② ニース・パリ、ミラノ、バルセロナ、ロンドンでは、豊富なオプショナル観光ツアーをご用意しております。
※宿泊の 2 泊・4 泊等の増減泊は可能です。
※お部屋からの観戦が可能な フェアモントモンテカルロ、ヘヤピン GP ビュールームは、追加料金での手配も可能です。
●全コース共、募集締切り日：２０１７年４月２３日 ※締切日前でも、定員になり次第締め切りになります。
●全コース共、利用航空会社：エールフランス航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、KLM オランダ航空、日本航空、全日空、BA のいずれか
●各空港税・燃油サーチャージその他諸費用は別途必要になります。（金額は利用空港・出発日・航空会社により異なります）
2016 年 7 月付けで 20000～40000 円前後となります。※これは航空会社、レート状況,時期により変わります。
その他、空港施設使用料として、羽田¥2000、成田¥2540、関空¥2650 名古屋¥2500 かかります。
●航空機ビジネスクラスへのアップグレードの相談、承ります。（別途見積後、追加料金がかかります）
●別行程、ホテルアップグレードなどの相談、承ります。（別途見積後、追加料金がかかります）
※以上の旅行代金は、全て観戦券料金を含んでおりません。
観戦券（2 日間観戦： 125,000 円、3 日間観戦：137,000 円）は追加手配となり、全て買取となります。キャンセルの場合でも返金は出来ません。
ので、ご注意ください。
※以上の旅行代金に含まれる宿泊代金は２名１室料金となっており、１名１室でご利用の場合は一人部屋追加料金が掛かります。

注） 観光オプショナルツアーは、2017 年の値段が出ておりませんので、追って詳細を送らせて頂きます。

Check！

例年大好評の、F1 ジャーナリスト・津川哲夫氏のスペシャルトークランチを金曜日に実施予定。
※飲食代金は、別料金となります。 王宮奥の旧市街にあるイタリアレストランで開催予定。

Check！

オプショナル観光ツアー及び、日替わりランチツアーも行います。
※ランチは添乗員もご一緒致しますので、安心です。

観戦席

観戦場所は、ご相談下さい。

近年人気の、M （超近距離で、ドライバーの顔まで見えちゃう）、L（ピットロード＆コースを横から見えちゃう。）も入手！！
モナコ GP の観戦券は全て１日券となっており、曜日別にスタンドが変更可能です。
ツアーには観戦券が含まれておりません。ご希望のスタンドで手配致します。
観戦券代金（大人１名）の 木曜日12,000 円、土曜日46,000 円、日曜日79,000 円 は、キャンセルの場合でも返金は出来ません
ので、ご注意い下さい。 場所は、以下サーキット図を参照ください。
皆様の「直接 F1 ドライバーからサインをもらいたい」という夢を叶える為に、今年も パドックエリア にご案内する参加者特典
をご用意致しました。（お１人様１回のみ）※諸事情により変更・中止となる可能性もあります。 ２回目以降は、有料にてご案内致しま
す。

※上下共に全て写真はイメージです。 E スタンドは、廃止となりました。

観戦オプション

モンテカルロのサーキットで一番有名なヘヤピンを、
フェアモントホテル屋上スタンドより観戦
5/19（木） 大人 1 名
¥30,000-

下左・中：パドックには、各チームの大型トランスﾎﾟｰﾀｰがあり、チームスタッフ・ドライバーの走行前のミーティング・食事などを全ておこなっています。（この写
真はパドックエリアでの写真です。）ドライバーを含め関係者はみんなここを行き来します。右は、人気の L スタンドから。正面はコース、右はピット。参考写真

上の写真は、過去参加された方が撮られた各スタンドからのイメージ参考写真です。 大体この様な風景となります。
中断、左―A１スタンド（１コーナー）、中―V スタンド（最終コーナー）、右―X スタンド。近すぎます。ありえない音量です。目前でバーンナウトあり。要注意。
※主催者側の都合により、スタンドの設定は毎年少しずつ変化する事をご了解下さい。

左・中・右―Ｋ１～Ｋ８スタンド（一番大きなスタンドです。）

ホテル 移★ニースのホテルは、ニース駅周辺に位置するスタンダードクラスホテルを予定しております。
ニースはモナコからたったの１８ｋｍ・５駅、時間にして電車で８～２０分程度です。※モナコは駅を降りたら目の前はサーキットです。
駅・ビーチ共に数分（ビーチはトラム利用）で行ける便利なエリアに立地。 周りにはショッピングに便利なお店やレストラン
がたくさんあり便利です。
宿泊地

カテゴリー

ホテル名

パリ、ロンドン、ミラノ
バルセロナ

スタンダードクラス

オペラ・フランクリン、セルテ・ラファイエット、ニューホテル・オペラ、トロンシェ、マジェラン、メルキュー
ル・オペラ・ガルニエ、または、オペラ座界隈 3 つ星クラス、その他 3 つ★～4★間

ニース

スタンダードクラス

ローザンヌ・インター（キリヤド）、ショワズール、フローレンス、ヴァンドーム、メディシス、アポジア、ユニ
バース、アイビス

※旅行代金に含まれる宿泊代金は２名１室料金となっており、１名１室でご利用の場合は追加料金が掛かります。
※ホテルによっては、バスタブ無しのシャワーのみのお部屋になる場合がございますので、予めご了承下さい。
※２名様ご参加の場合、ホテル側の事情等により、ダブルルームになることがございますので、予めご了承下さい。
※ホテルのアップグレードなどの相談、承ります。（別途見積後、追加料金がかかります）

右は、ニースホテルのイメージ

お申込からご出発まで
お申込方法

１

１．ツアー資料・ご旅行条件書をご熟読下さい。
２．「旅行申込書」を全てご記入の上、GP ツアーデスク

03-5579-6535 へ FAX
TEL 03-5579-6532

にてお送り下さい。

お申込締切 ：2017 年 4 月 23 日 ＦＡＸ着信分まで （定員になり次第締め切らせていただきますので予めご了承ください。）
３．申込受付後、弊社よりＦＡＸまたは電話にてご予約の回答を申し上げます。（満席等でお断りする場合もございます。）
４．ご予約日から 7 日以内にお申込金（及びご希望の場合、観戦券代金）を参加人数分お振込いただきます。
（振込銀行口座）: 三菱東京 UFJ 銀行 虎ノ門支店 普通口座 2584200 口座名 ユ）レーシングワークス
お申込代金 ￥150,000- 及び、オプション観戦券をご希望の場合は、ご希望のスタンド観戦券の代金（木曜日 ¥12,000、土曜日¥46,000、
日曜日¥79,000）も同時にお振込み下さい。 ※事前にオプション観戦券の代金の振込み確認がとれませんと、手配はできません。
旅行契約につきましては、お申込書の FAX 書面受領、及び 旅行申込金＋オプション観戦券代金の入金確認が出来た時点で、旅行の正式
申込受付完了となります。
●オプション観戦券は、ご旅行とは別にオプションとしてお手配いたします。旅行取消しなどの場合でも、買取 となりますのでご注意下さい。（別紙旅行条件書をご
確認下さい）

ご出発までの準備・手続き

２

１． 旅券（パスポート）をお持ちでない方や、有効期限切れの方は住民票のある都道府県旅券事務所へ申請が必要です。
受領までに１０日間前後必要ですので、お早めに申請ください。また渡航先によっては、所定の残存期間を必要とする国もありますので
旅券の有無、必要な有効期限はお客様ご自身でご確認下さい。
※フランス、イタリア、モナコは、パスポートの残存が入国時３ヶ月＋滞在日数以上のものが必要です。
２．ご出発前１ヶ月前後に、オプショナルツアー、海外旅行傷害保険、おみやげ、旅行代金残額請求書、利用予定航空便・ホテルのご案内、
などをお送りします。ご旅行中の別行動手配、海外ウェディングなどご旅行中の別アレンジのご希望がございましたら、お早めにご相談下
さい。
３．旅行代金のお支払い： 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１日目に当たる日までに、お申込金を差引いた残額をお支払下さ
い。

３
①
②

最終出発ご案内
ご出発１０日前頃に、最終日程表（しおり）をお送りします。集合日時、集合場所、最終日程表、などご確認ください。
現地の情報は、渡航先国政府観光局ホームページ 等、にてご確認下さい。

資料請求・GP 現地情報・お問合せ・観戦企画
レーシングワークス
GP ツアーデスク

TEL：03-5579-6531

FAX：03-5579-6535

E-mail : gptour@racingworks.net

