
●旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収することを義務付けられてい
るものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。
●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があります。但し為替レートの変動による
過不足が生じた場合は後日清算致しません。
●日本円目安額は日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております （10円未満切り上げ）。請求額はご旅行を
お申し込みいただいた時点での換算となり、それ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。実際の請求額
は、ご旅行のお申し込みを頂いた時点での換算となります。

共通のご案内 ※お申込みの際、必ずお読みください（詳しくはCiaoオーストラリアパンフレット最新号にてご確認ください。）

●日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：パスポートの有効期限：カナダ出国予定日＋1日まで有効なもの ※入国の際には機
械読取式のパスポートが必要となります。※日本国籍以外の方は、上記とは異なります。ご自身にて自国及び渡航先の領事
館、入国管理事務所等にお問い合わせのうえ、必要な手続きをお済ませください。

日本国籍の方のビザ（査証）について

●旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又
はかからなくなった際も旅行代金の変更はございません。尚、旅行代金の他に国内空港施設使用料・空港保安料及び海
外空港諸税が別途必要です。

燃油サーチャージについて
■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧

●渡航先（国又は地域）によっては、外務省危険情報など安全関係の情報が出されている場合があります。外務省ホーム
ページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）などで確認ください。

●渡航先（国又は地域）の衛生情報は、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
（http://www.forth.go.jp）でご確認ください。

現地危惧情報・衛生情報

空港諸税等について

●お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。
お買い物についてのご注意

国名 税・料の名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円
目安額

2018年2月現在

幼児子供

成田国際空港施設使用料 大人：2,090円 / 子供：1,090円

大人：520円 / 子供：520円成田空港旅客保安サービス料

ー 対象 不要国際線出発

ー 対象 不要国際線出発

この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と募集型
企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書
（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みい
ただきます。電話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から
起算して３日以内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が
契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

１ 募集型企画旅行契約 ２ 旅行のお申込みと契約の成立

（1）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。（２）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。（3）特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担
当者へお申し出ください。（一部有料。歩行に自信が無い、病気による食事制限があるなど）

5 その他

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除
出来ます。

３ 取消料

（1）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確認
のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。
（2）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」のご確認、および「たびレジ」のご登録を
お願いします。
海外安全ホームページ　http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ　http：//www.forth.go.jp/
たび レジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

４ お客様の確認事項

旅行条件書（要旨）※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。

旅行代金の額
30万円以上

15万円以上30万円未満
15万円未満

申込金（お一人様）
60,000円以上旅行代金まで
30,000円以上旅行代金まで
20,000円以上旅行代金まで

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算して

特定日以外に
開始する旅行

特定日に
開始する旅行

40日前～31日前
30日前以降～3日前以前
2日前～旅行開始日

旅行開始後または無連絡不参加

無料旅行代金の10％
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100

25.91カナダドル航空保安料 ￥2,570 対象 無料国際線出発

20カナダドル空港施設使用料（イエローナイフ） ￥1,980 対象 無料国際線・国内線出発

日本

カナダ

■時間帯の目安
早 朝 朝 午 前 昼 午 後 夕 刻 夜 深夜
04：00～ 06：00～ 08：00～ 12：00～ 13：00～ 16：00～ 18：00～ 23：00～

カナダへ
渡航をする
お客様へ

カナダ：電子渡航認証（eTA）に関するお知らせ
カナダへ入国する日本国籍者を含む一次滞在査証免除国籍者は、Electronic Travel
Authorization（eTA）の事前取得（登録）を義務付けられました。

対象国籍 　：日本国籍を含む一次滞在査証免除国籍
料金（実費） ：7カナダドル
有効期間 　：5年間またはパスポートの有効期間満了日まで

●旅行企画・実施

●お申し込み・お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業第724号　〒163-6029 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 オークタワー 29階

スポーツイベントセクション 詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.sports-his.com

東 京 03-5360-4681
横 浜 045-410-1571

＜営業時間＞月～金曜／ 11:00～19:30　土曜／ 11:00～18:30　日曜・祝日／ 11:00～18:00
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル1F　総合旅行業務取扱管理者　生岡 陽

＜営業時間＞月～土曜・ 日曜・祝日／ 11:00～19:00
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11F　総合旅行業務取扱管理者　森 雅弘

パンフレット有効期限：2018年3月1日～ 2018年5月25日

観戦ツアー 2018
F1   カナダGP

エア・カナダで行く！

モントリオールって
　　　こんなトコロ！
フランス語圏で北米のパリとも称される
魅力溢れる観光地
セント・ローレンス川の中洲に発展したカナダ第2の都市、モントリオール。
人口は380万人を数え、パリに次ぐ
世界で2番目に大きいフランス語圏の都市です。

旧市街に足を踏み入れると
中世のヨーロッパの雰囲気が漂う魅力たっぷりの街。
ノートルダム教会、ジャックカルティエ広場など、
街を散策するだけで風情ある雰囲気を楽しめます。

※写真はすべてイメージです。
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ノートルダム大聖堂（イメージ）

セント・ジョセフ礼拝堂（イメージ）

カナダ

モントリオール



ホテル・フォブール・モントリオール

＜旅行条件＞
■日本発着時利用航空会社：エア・カナダ　■食事：朝4（機内食除く）　■添乗員：なし、現地係員　■最少催
行人数：1名様。但し、お1人様でのご参加の場合、別途1人部屋追加代金が必要になります。　■利用ホテル：
ホテルフォブールモントリオール　■延泊：可（最大旅行日数：21日間）

＜ご案内とご注意＞
【延泊時ご注意事項】※減・延泊をして、日本帰着が土・日曜日になる場合、延泊代金とは別に10,000円が
必要となります。延泊代金は2・3名様1室利用時の代金です。1名様1室利用の場合、倍額必要となります。
※延泊等の復路をアレンジされた場合、ホテルから空港間のお帰りの送迎は付きません。追加代金にて手配
も可能です。【3名1室利用について】※現地事情により3名1室利用の場合、人数分のベッドがご用意出来な
い場合がございます。ベッド台数が2台もしくは、1台のご利用で3名同室のご承諾を頂ける場合のみ承って
おります。予めご了承下さい｡

モントリオール 6日間

宿泊地

6/7
(木)

成田AC006（17：30）発｠   （直行）　空路、日付変更線を通過してモントリオールへ。
モントリオール（16：30）着。　着後、現地日本語係員がホテルへご案内いたします。

6/11
(月)

6/12
(火)

空港までご案内いたします。
モントリオール AC005（14：05）発｠  （直行）　空路、日付変更線を通過して帰国の途へ。

成田（15：50）着　着後、解散となります。

モントリオール泊

6/8
(金)
6/9
(土)
6/10
(日)

モントリオール泊

機中泊

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

コースデータ
GRAND STAND11からの眺め（イメージ）

● 観戦スタンド： General Admission付
　 追加代金28,000円にて大人気スタンドSENNA CORNER(Grandstand11)にアレンジ可能です。
　 他の観戦スタンドへのアレンジも可能です。
6/8(金)　FP1　10:00-11:30 / FP2　14:00-15:30
6/9(土)　FP3　11:00-12:00 / 予選　14:00
6/10(日)　14:10

F1カナダＧＰ2018 観戦 ※お客様ご自身にてサーキット会場までご移動ください。

※お申込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃
止又はかからなくなった際も旅行代金に変更はございません。また、

為替レートの変動による過不足についても追加徴収またはご返金はいたしません。※尚、国内空港施設使
用料・空港保安料及び海外空港諸税は別途必要となります。

燃油サーチャージ含む

298,000円
88,000円

6/7(木)出発  6日間

2017年又は2018年H.I.S.F1観戦ツアーにご参加のお客様

1人部屋追加代金

5,000円引きリピーター様割引

もっと快適で優雅な空の旅を

Ｆ１チケット
入場券付

追加代金 28,000円にて、毎年完売必須の大人気スタンド
SENNA CORNER 「GRAND STAND11」にアレンジ可能

【チケットアレンジ注意】
※変更・キャンセルの際は、追加代金の全額（100％）のお取消料がかかります。
※手配完了後はいかなる理由の取消もご返金は一切出来かねますので、予めご了承
　下さい。空席状況により、ご希望の観戦席にてご用意出来ない場合もございます。
※観戦チケット代金は、1月下旬時点での料金です。為替レート等により料金が変動
　する場合もございます。

※写真、詳細データは代表的なビジネスクラス、プレミアムエコノミーのものとなり、機材により異なる場合がございます。

※他のスタンドへのアレンジも可能です。詳しくはお問いあわせください。
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●コース名：サーキット・ジル・ビルヌーブ
　（9年連続39回目）
●コース全長：4.361km
●周回数：70周
●トータル距離：305.270km
●初開催：1978年

エア・カナダ
モントリオール直行便利用！

空港　  ホテル間
安心の日本語ガイド同行
往復送迎付！

ホテル・フォブール・モントリオールに宿泊

2018年6月2日より新規就航

Tour Point

1

2

モントリオール
現代美術館

ノートルダム大聖堂

モントリオール
市内中心部
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ノートルダム島

サンテレーヌ島

サーキット・ジル・ビルヌーブ

サンテレーヌ島からのサーキット（イメージ）

ノートルダム大聖堂（イメージ）

Berri-UQAM駅

Jean-Drapeau駅

電車（メトロ）で約２０分

徒歩ホテル・フォブール・
モントリオール

を満喫するには、ホテル立地が重要です。と観 戦 観 光

立 地
抜 群

グランプリ期間は、ホテル確保が困難な
市内の中心ホテルをご用意。
モントリオールのダウンタウンに位置し、地下鉄駅も近くにあります。
F1観戦に便利な「BERRI-UQAM」駅へも徒歩8分。
モントリオールの観光名所「ノートルダム大聖堂」へは徒歩13分。

うれしい♪ ポイント！　 朝食付・バスタブ付・電子レンジ付・Wi-Fi無料 ホテル外観（イメージ）（イメージ）

客室（一例）

インターナショナルビジネスクラス
追加代金:43万円（お１人様往復代金）
お１人ずつのプライベートスペースがお客
様の快適さをお約束。座席間隔もゆとりの
約190cmと太平洋路線最大級。シート幅
は53.3cm、リクライニングは180度なの
で横になっておやすみいただけます。

プレミアムエコノミークラス
追加代金:
19万円（お１人様往復代金）
優先チェックイン、優先
搭乗、プレミアムエコノ
ミー用の機内食になり
ます。

スーペリアクラスホテル

飛行機（イメージ）

サーキット（イメージ）

シート（一例） シート（一例） シート（一例）

スーペリアクラスホテル




