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（観戦企画） 

OREX TRAVEL JAPAN CLUB （旅行企画・実施） 

 

フリープラン 2019 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、A・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・A・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 ツアー内容 出発日 F1観戦日 旅行代金 募集人員 最少催行人員 

成田・関空・中部発着                                                
（6泊8日） 

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 5/21 

（火） 木・土・日 

¥348,000 
20名 
（各方面） 

10名 
（各方面） 

一人部屋 
追加代金 ¥79,000 

ASモナコ・フェアモントホテル 
長期滞在プラン 

¥1,028,000 
一人部屋 
追加代金 ¥780,000 

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 



日程・発着 ツアー内容 出発日 F1観戦日 旅行代金 募集人員 最少催行人員 

成田・関空・中部発着                                                
（6泊8日） 

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 

5/21 
（火） 木・土・日 

¥398,000 20名 
（各方面） 

10名 
（各方面） 一人部屋 

追加代金 ¥198,000 

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 出発日 F1観戦日 旅行代金 募集人員 最少催行人員 

羽田空港発着 
モナコGP観戦                                              
（3泊6日） 
Bコース 

ニース滞在お手軽プラン 5/23 
（木） 
夜 

※大阪は夕方 

金 
（ピットウォーク） 

土・日 

¥348,000 
20名 
（各方面） 

10名 
（各方面） 

一人部屋 
追加代金 ¥45,000 

モナコ・フェアモントホテル 
滞在お手軽プラン 

¥968,000 
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 出発日 F1観戦日 旅行代金 募集人員 最少催行人員 

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 3泊！ 
人気の充実プラン 

5/23 
（木） 
夜 

※大阪は夕方 

金 
（ピットウォーク） 
土・日 

¥424,000 
20名 
（各方面） 

10名 
（各方面）  

一人部屋 
追加代金 ¥130,000 

モナコ・フェアモントホテル 3泊 
～パリ 3泊！充実プラン 

¥1,038,000 
一人部屋 
追加代金 ¥860,000 

ツアーPoint ① オプショナル観光豊富なパリでゆっくり 3連泊。ハネムーンにぴったりです。  
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：２０１９年４月末日  ※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） 
  2018年7月付けで 30000～40000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： 140,000円、3日間観戦：152,000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、2018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。 王宮前のフレンチ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、T （ピット＆コースが見えちゃう）、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52,000円、日曜日88,000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日のみ）※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  
5/24（木） 大人1名   ¥-・・・・・・・ 
※お問い合わせ下さい。宿泊者が基本となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

モナコ デラックスクラス フェアモントモンテカルロ ※GP期間中は予約と同時に買取りの為、前金返金不可となります。 
※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  
１ お申込方法 
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 にてお送り下さい。 
                                     TEL 03-5579-6531 

お申込締切 ：2019年4月末日 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¥52,000、
日曜日¥88,000）、モナコデラックスホテルご利用の場合は、ホテル代金も同時にお振込み下さい。  ※事前に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・モナコデラックスホテルは、ご旅行基本コース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） 

 
 

２ ご出発までの準備・手続き 
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 最終出発ご案内 
① 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。 
②  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・請求関係 
レーシングワークス内 OREX ツアーサポートデスク  

東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 904 
TEL：03-5579-6531  FAX：03-5579-6535 

E-mail : gptour@racingworks.net   

旅行企画・実施 
 
 

OREX TRAVEL JAPAN CLUB 
IATA会員 

No.2, Jalan 1/86, Off Jalan Taman Seputeh, 58000 Kuala Lumpur, Malaysia 
TEL：（60）03-2272-2242  FAX：（60）03-2260-1796 

担 当：   久   知 
  営業時間：月～金 09：00～17：00（土・日・祝日休業） 

   



 

【旅行取引条件書】 
OREX TRAVEL & TOURS 

KL JAPAN CLUB 
１．企画旅行契約 

当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス（以下「運送等サービス」という。）の内容並びにお客様が当社に支払うべき
旅行代金の額を定めた旅行に関する旅行計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。 
２．契約の申込み 

（1）当社がお客さまに交付した企画書面の内容に契約を申し込みもうとするお客様は、当社所定の申込書に記入の上、当社が定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。 
（２）当社は同一のコ－スにおいて、参加しようとする複数のお客様および団体･グループを構成するお客様（以下「構成者」といいます｡）が責任のある代表者を定めたときは､その者が契約
の申し込み､契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は当該代表者（以下「契約責任者」という）との間で行ないます。 
（３）契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 
（４）当社は、契約責任者が構成者に対し現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、なんらの責任を負うものではありません。 
（５）当社は、契約責任者が団体、グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。 
（６）20 歳未満の方は、親権者の同意書の提出が必要です。 
（７）70 歳以上の方、妊娠中の方、現在健康を損なわれている方、身体のご不自由な方で特別の配慮を必要とする方は、その旨を申込み時に当社にお申し出ください。この場合、医師の診断
書をご提出いただく場合がございます。また、状況に応じて介助者や同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。なお､お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じ
た特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 
３．契約締結の拒否 

当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。 
①客様が他のお客様に迷惑を及ぼし､又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。 
②前条(６) (７)の申し出のあった場合であって、お客様の参加のために必要な措置が講じられないとき。 
③当社の業務上の都合があるとき。 
４．契約の成立時期 

（１）契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 
（２）当社は、契約責任者と企画旅行契約を締結するときは、前(１）の規定にかかわらず､申込金の支払いを受けることなく企画旅行契約の締結を承諾することがあります｡この場合、当社は
契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、企画旅行契約は､当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。 
（３）申込金は、旅行代金、取消料若しくは違約金の一部として取扱います。 
５．契約書面の交付 

（１）当社は、契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。 
（２）契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。 
６．確定書面 

（１）契約書面において､確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を確定できない場合には､当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して
列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日目に当たる日以降に受注型企画旅行の申込みがなされた場合にあっては､旅行開始日）
までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。 
（２）前項の場合において､手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれを回答します。 
（３）確定書面を交付した場合には、当社が手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 
７．旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更 

（１）旅行代金の額は、企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。 
（２）利用する運送運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時
は､その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は､旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15 日に当たる日より前に通知するものとし、こ
の場合お客様は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます｡適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。 
（３）当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となっ
たときは､契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 
８．契約内容の変更 

（１）お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。 
（２）当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場
合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、
旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります｡ただし､緊急の場合において、やむを得ないとき変更後に説明します。 
９．旅行契約の解除または参加人員の変更に伴う一部人員に係る契約の解除 

（１）お客様の解除権 
Ａ．お客様が旅行契約を解除または参加人員の変更に伴う一部人員に係る契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。 
（イ）国内旅行の場合 
解約の時期、申し受ける料金の内容、当社が手配に着手する前 当社が手配に着手した後 
旅行出発日の21 日前まで 旅行引受書の「旅行代金の見積 左記の企画料金 
旅行出発日の８日前まで 予算」欄に記載の企画料金 旅行代金の20％ 
旅行出発日の２日前まで 旅行代金の30％ 
旅行出発日の前日まで 旅行代金の40％ 
旅行出発日の当日 旅行代金の50％ 
無連絡及び旅行開始後の解除 旅行代金の100％ 

(ロ）海外旅行の場合 
解約の時期、申し受ける料金の内容、当社が手配に着手する前 当社が手配に着手した後 旅行出発日の41 日前まで 旅行企画書面の「旅行代金の見積 左記の企画料金 
旅行出発日の31 日前まで☆  予算」欄に記載の企画料金 旅行代金の10％（下記☆参照） 
旅行出発日の３日前まで 旅行代金の20％       旅行出発日の当日まで 旅行代金の50％ 



 

無連絡及び旅行開始後の解除 旅行代金の100％ 
☆海外旅行において4/27～5/6、7/30～8/31、12/20～1/7 に旅行を開始する場合、出発日の31 日前まで上記料金が必要になります。 
★イベントに伴うホテル、チケットその他の買い取り部分に関して以上の様な返金は出来ません。 

（ハ）国内旅行においては貸切り船舶を利用する場合、海外旅行においては貸切り航空機を利用する場合と本邦出国時及び帰国時に船舶利用する場合は、当社の旅行業約款に準拠します。 
Ｂ．お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。 
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。 
ａ．旅行開始日又は終了日の変更 
ｂ．入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 
ｃ．運送機関の種類又は会社名の変更 
ｄ．運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 
ｅ．本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 
ｆ．宿泊期間又は名称の変更 
ｇ．宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 

②旅行代金が増額されたとき（お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます｡） 
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそ
れが極めて大きいとき。 
④当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。 
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 
⑥お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することかできなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(１)の規
定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のう
ち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。 
⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければな
らない費用に係る金額（当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります｡）を差し引いたものをお客様に払い戻します。 
（２）当社の解除権 
お客様から当社所定の日までにご旅行代金をお支払いいただけない場合は、当該期日の翌日にお客様が契約を解除されたものとみなします。この場合、お客様は当社に対し前項の取消料に相当

する額の違約料をお支払いいただくこととなります。 
１０．当社の責任 

（１）当社は、当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。 
（２）お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送･宿泊機関等の旅行サービス提供中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)
の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 
（３）弊社の基本コース以外のフライト、ホテルその他をお客様のご希望により変更した場合、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 
１１．お客様の責任 

（１）お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。 
（２）お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し
出なければなりません。 
１２．事故等のお申し出について 

旅行中に事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください｡（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 
１３．旅券・査証について 

現在お持ちの旅券・査証が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行って下さい。 
１4．海外危険情報について 

渡航先（国または地域）によって外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センターなどでもご確認い
ただけます。外務省海外安全相談センター （TEL：03-3580-3311 URL：http://www.anzen.mofa.go.jp/ ) 
１５．保健衛生について 

渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」ホームページでご確認下さい。 （URL:http://www.forth.go.jp/） 
１６．海外旅行保険の加入について 

ご旅行中に病気やけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難な支払いの場合があります。これ
らを担保するため、お客様ご自身で充分な額の保険に加入されることをお勧めします。 
１７．個人情報の取扱いについて 

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との問の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関
等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手統きに必要な範囲内で利用させていただきます。 
※このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キヤンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお伺い。④特典サービスの提供。
⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 
１９．燃油サーチャージについて 

燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定期間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し許可を受ける、航空料金には含まれな
い付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全てに課せられます。この料金は変動する場合があります。 
２０．その他 

（１）お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、
別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。 
（２）お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはい
たしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国
内諸法令により日本への持込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。 
（３）Ｆ１イベントは主催者の責任において行われるものであり、レースの中止・変更・延期などにつきましては弊社の関与できるものではありません。レース主催者によるレースの変更・中
止の場合でも、弊社はその責任を負いません。 またお客様の故意・過失による事故につきましてはその責任を負いません。 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 
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