
パンフレット有効期限：2017年4月1日～2017年9月5日

●表示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シンガポールパンフレット最新号にてご確認ください。）

●シンガポール：日本国籍ビザ（査証）なし。渡航条件：日本出発日にパスポートの有効期限6ヶ月+滞在日数以上かつ2週
間以内の滞在。
●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だい。

日本国籍の方のビザ（査証）について

●旅行代金に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、廃止があっ
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は追加徴収または返金はいたし
ません。

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

2017年3月現在

幼児子供

成田国際空港施設使用料 大人：￥2,090 子供：￥1,050

￥520（大人・子供同額）

大人：￥2,570 子供：￥1,280

￥100（大人・子供同額）

大人：￥2,730 子供：￥1,370

成田国際空港施設使用料

羽田国際空港施設使用料

羽田空港旅客保安サービス料

関西国際空港施設使用料

ー 対象 不要国際線出発

ー 対象 不要国際線出発

ー 対象 不要国際線出発

ー 対象 不要国際線・国内線出発

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。歩行に自信がない、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

￥310（大人・子供同額）関西国際空港旅客保安サービス料 ー 対象 不要国際線出発

大人：￥2,570 子供：￥1,290中部国際空港旅客施設使用料 ー 対象 不要国際線出発

大人：￥310 子供：￥150中部国際空港施設使用料 ー 対象 不要国際線出発

大人：￥970 子供：￥490福岡空港施設使用料 ー 対象 不要国際線出発

34シンガポールドル旅客保安サービス料 ¥2,970 同額 不要国際線出発

45香港ドル保安サービス料 ¥700 同額 不要国際線出発

120香港ドル出国料 ¥2,070 不要 不要国際線出発

日本

シンガポール

香港

■ 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～

●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 JATA会員 〒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

※写真はすべてイメージです。

シンガポールGPは魅力が満載！
コアなF1ファンからF1初心者もたっぷり楽しめます

F1シンガポールGP
観戦ツアー 2017 

　　　は
観戦席に
とことん
こだわります

※写真はすべてイメージです。

リピーター様
割引

2016年又は2017年にH.I.S.のF1観戦ツアーにご参加のお客様・・・・・・・・・・・
2016年と2017年にH.I.S.のF1観戦ツアーにご参加のお客様※・・・・・・さらに

5,000円引き
5,000円引き

EZ リンクカード付!（ $7チャージ済）
チャージ式IC乗車カード。GP開催期間は、購入窓口も混むのでとっても便利！

ツアー特典

ライトアップされた建物をバックに開催
される、市街地ナイトレースはシンガポール
GPならではです。レースは日が沈んだ
夜に開催されるので、昼間は、観光や
ショッピングをお楽しみいただけます。

公道での
ナイトレース

豪華アーティストによる
LIVEイベントが充実

サポートレースも
アツイ戦い

ドライバーや関係者との
遭遇率

コース周辺は車両規制があるため、ドライ
バーや関係者もサーキットへは徒歩や自転
車でサーキットへ入ることが多く、サインや
一緒に写真が撮れるチャンスも高いです。
※チケット種類により入場できないエリアもあります。

2016年 は、Ferrari Challenge Asia 
Pacific、Porsche Carrera Cup Asia、
TCR International Seriesが開催されま
した。Formula Oneとはまた違ったレー
スの面白さがあり、1日中サーキットにいて
も飽きません。

各エリアのステージにて、毎年豪華アー
ティストによるLIVEが開催されます。まさ
に、モーターレースと音楽フェスが一緒に
開催されている感じです。
(2017年出演予定者)カルヴィン・ハリス 、アリアナ・グラ
ンデ、デュラン・デュラン、ワンリパブリック、ザ・チェインス
モーカーズ、シール、ジョージ・ザ・ポエットなど

浜島裕英氏によるトークショー開催
チームCERUMO総監督

ツアーお申し込みのお客様より抽選で50名様にサーキットのオフィシャルショップで使えるS$20ショッピングチケットプレゼント！

スペシャルオプショナルツアー

※2017年のご参加は2回目以上のお客様



H.I .S.は観戦席にとことんこだわります。
同じカテゴリースタンドでも「ここだったらよかったのに」って経験ありませんか？ 
H.I.S.ならではの、こだわり観戦席をご用意。お客様のお好みに合わせ、観戦スタンドのアレンジが可能です。

入場可能ゾーン（エリア） 追加代金

1,2,3,4 90,000円
90,000円
90,000円

1,2,3,4

1,2,3,4

4

4

4

1,2,3,4

グランドスタンド

ピット

3,4 基本スタンドベイ

コンビネーション※1

【ウォークアバウト・コンビ 】
日:プレミアウォークアバウト/土:ピット/金:ピット

（日）4、（土）4、（金）1,2,3,4【スタンフォード・コンビ 】  日:スタンフォード/土:パダン/金:ピット

1,2,3,4　ウォークアバウト（席なし）※2 プレミアウォークアバウト（席なし）　

ターン1

ターン2

コンノート

パダン

スタンフォード

43,000円
33,000円

4エスプラネードウォーターフロント 13,000円
23,000円

39,000円

32,000円
（日）4、（土）1,2,3,4、（金）4【 パダン・コンビ 】 日:パダン/土:ピット/金:スタンフォード 39,000円

20,000円

観戦スタンド

オススメ

1,2,3,4 110,000円スーパーピット ｠ オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

TURN2

観戦チケットアレンジ代金

観戦席が
重要な
ポイント

F1観戦は

チームガレージ真向かいに位置するスタンド。ピットワークや、グリット上でのセッ
ティング、最終コーナーをターンし、全速力でマシンが疾走する様子が見られま
す。せっかくピット席にしたのに長いストレート、グリット前ではなくスタート前の
様子が見れなかったり、下位チームのガレージ前だった・・・なんてこともよくある
話し。H.I.S.のPIT、SUPER PITなら、大人気チーム「Mercedes」「RedBull」
両ガレージが見れるエリ
アを確保。このエリアか
らは、レース終了後のポ
ディウム（表彰台）もバッ
チリ見られます。

P IT

SUPER  PI T
ピットグランドスタンドの最後方部(4段)がSUPER PIT GRANDSTAND。記念
チケットとネックストラップがプレゼントされ、ゲート1からの優先入場も可能
です。※主催者側の都合により特典内容が変わる場合もございます。H.I.S.なら、SUPER PITの
中でも、最も観やすい最
後方列席を確保。PIT席
の中でも一番のH.I.S.オ
ススメエリア。

早期予約割引 4/30迄にご成約でマークの付いている観戦席にアレンジされたお客様オススメ

※写真はすべてイメージです。

スーパーピットグランドスタンド（イメージ）

ピットグランドスタンド（イメージ）

ベイグランドスタンド（イメージ）

ターン２グランドスタンド（イメージ）

ベイグランドスタンド（イメージ）

ターン２グランドスタンド（イメージ）

※1：コンビネーションの、ピット及びベイはH.I.S.こだわる観戦席の事前エリア指定席はではありません。※2：プレミアウォークアバウトは、全てのゾーン(エリア)に入れますが、スタンドへは入れません。

見やすい中段～後方部エリアを確保。

レースでも最大の注目ポイント、スタート後の第一コーナー目掛けての攻防は必見。
また、ピットレーンを出るマシンを見渡すことができ、手に汗握るハンドルさばきを
楽しめます。H.I.S.なら、スタート後のポジション争いはもちろん、時速290kmの
スピードでマシンが向かってくる様子とターン1～3へのコーナリングが見渡せま
す。ターン2の中でも全て
の要素が観戦できる厳選
エリアを確保。
※エスケープゾーンを挟むので
コースからの距離はターン2の中
でもありますが、その分全ての要
素を観戦できる厳選エリアです。

BAY
美しい夜景が広がるウォーターフロントを背景にF1マシンが走り抜けるベイグランド
スタンドは、スタンド真下をマシンが駆け抜けます。とても広いスタンドで、後方席だ
と、コースからの距離があり迫力を感じられません。ブルースタンド寄りだとマシン通
過後は、マシンのおしりを追う事になってしまいますが、H.I.S.なら、マシンの加速か
らマシンがスタンドの下を
くぐる減速まで全体を見渡
すことができるエリア席を
確保。この辺りは、フェン
スが途切れる場所でもあり
マシンが良く見れます。

見やすい中段～後方部エリアを確保。

観やすい前方エリアにて確保

H.I.S.は
ココ

H.I.S.は
ココ

NEW 2017年より新設スタンド

※ピット・スーパーピット共にガレージ位置は、昨年の位置をもとにしています。今年度の正式ガレージ位置は
確定していない為、位置が多少変わる場合もございますので予めご了承ください。

H.I.S.は
ココ

H.I.S.は
ココ

10,000円割引 5/31迄にご成約で 5,000円割引

レース終了後は、コースウォークを愉しむ！
「PIT」と「TURN2」へチケットアレンジして

日曜日ゾーン1のチケットをお持ちの方は決勝レース終了後、一部のコースが開放されコース上を歩くことができます。レース終了後にポディウム
前に駆け込み、コース上のタイヤ痕やマーブル(タイヤかす)から熱戦を感じることができます。またピット前では、マシンの撤収様子もフェンス越し
に見ることができます。ゾーン1からライトアップされたコース上を歩きながらゾーン4にアクセスし、パダンステージのLIVE会場にも移動できます。

シンガポールGPは、観戦スタンドにより入場可能ゾーンに制限があります。基本観戦席「ベイ・グランドスタンド」は、入場可能ゾーン（3，4）です。他のスタンドご希望の際はお問い合わせ下さい。PADDOCK
CLUBも取扱ございます。観戦スタンドアレンジ後の変更・キャンセルは、追加代金分の全額(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、ご希望の観戦スタンドにてご用意出来ない場合もございます。

ご案内とご注意

パダン

コンノート
CONNAUGHT

エスプラネードウォーターフロント

ESPLANADE
WATERFRONT

ターン1
TURN 1

PADANG スタンフォード
STAMFORD

最も観やすい最後方部を確保。

※シンガポールGPは、観戦チケットの種類によって入場できるエリアが決められています。

BAYベイ
PITピット

TURN2ターン2



羽田発着コース 関西/名古屋/福岡発着コース ランドパッケージ

航空券は同営業所にて別途購入ください。お客様のご希望に沿ったご出発日、発着地、フライトで
お見積もりいたします。掲載のないホテルも手配可能です。是非、お問い合わせください。

ホテル 送迎
空港 ⇔ホテル間混乗送迎

F1チケット

追加代金不要の選べる滞在プランシンガポール
早朝着コース限定

自由行動
ホテルチェックインは、15時以降となります。お荷物はホテルフロントにてお預け
ください。お好きにシンガポール滞在をお楽しみください。追加代金にてアーリー
チェックイン手配も可能です。（延泊代金と同額）

初めてシンガポールの方にオススメ。抑えておきたい定番ポイント。

アラブストリート、サルタン・モスク、スリヴィラマカリアマン寺院(ヒンドゥー教寺院)、佛牙寺(チャイナタウンの中心部にある
巨大な仏教寺院/シンガポールパワースポット）、マーライオン公園、マリーナベイサンズ（解散）

A

シンガポール動物園（入場券付）
世界でも珍しい檻のないオープンな動物園!
広大な園内に300種、2800頭以上の動物が野生に近い環境で飼育され活動的な姿を間近
で観察できる世界的にも珍しい動物園です。絶滅危惧種のホワイトタイガー、ホッキョクグマ
やコモドドラゴンなどの希少動物にも会え、放し飼いエリアのオランウータンは必見です。

C

シンガポール半日市内観光B

EZ link
カード付

日程

9/14
（木）

9/15
（金）

延泊代金は、1名様1室利用の場合、倍額必要となります。

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でき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名同室のご承諾が頂ける場合のみ承っております。予めご了承ください。

9/16
（土）

9/17
（日）

9/18
（月）

ツアー条件：■日本発着時利用航空会社：シンガポール航空、全日空のいずれか　■食事：Aコース/朝2、Bコース/朝2、Cコース/朝1（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：【エコノミークラスホテル】ホテル・ボス、【スタンダードクラスホテル】ロイヤル＠クイーンズホテル、
ペニンシュラ・エクセルシオール、ロイヤル・オン・ビーチロード、【デラックスクラスホテル】コンラッド・センテニアル　■延泊：可(最大旅行日数10日間)　■子供代金：2万円引き（ベットなし）※同伴同
室の大人2名に対し子供（2歳以上12歳未満）1名のみ適用で、大人の方と添い寝となり、ベッドのご用意はできません。　■幼児代金：58,000円(ご帰国時に2歳未満のお子様で航空機座席、ホテル
ベットを利用しない食事を必要としない場合) 

羽田（22：55～00：15）
（直行）シンガポールへ。

シンガポール（05：00～06：30）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。 

羽田（09：15～11：00）   （直行）シンガポールへ。
シンガポール（15：20～17：20）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

現地係員と共に空港へ。　シンガポール（08：00～11：00）発    （直行）、羽田へ。
羽田（15：55～19：10）着。着後、解散となります。

機中泊

F1観戦 / フリー走行 ③ 予選
●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。

シンガポール泊

機中泊

燃油サーチャージ含む 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があった際も旅行代金の変更はございません。
※尚、国内空港の施設使用料・空港保安料および海外空港諸税は別途必要となります。

9/14（木）夜出発　3泊5日Aコース 9/15(金)午前出発　3泊4日Bコース

延泊時のご注意

3名1室利用について

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

特 典
EZ link
カード付

特 典

追加代金不要！選べる滞在プラン♪
自由行動（注1）A 半日市内

観光（注2）
B シンガポール動物園

観光（入場券付）
C

※ご予約時にご選択下さい。注1：ホテルチェックインは15時以降となります。
追加代金にてアーリーチェックイン手配も可能です。注2：マリーナベイサンズ
解散、終了後各自にてホテルへ。

シンガポール（05：00～06：30）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。 
追加代金不要！選べる滞在プラン♪

浜島裕英氏によるトークショー開催（ランチ付き）

自由行動（注1）

ツアー参加者特別料金 4,800円

A 半日市内観光（注2）B
※ご予約時にご選択下さい。注1：ホテルチェックインは15時以降となります。
追加代金にてアーリーチェックイン手配も可能です。注2：マリーナベイサンズ
解散、終了後各自にてホテルへ。

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

羽田（22：55～00：15）    （直行）シンガポールへ。

フリー走行③ 18：00ー19：00　予選 21：00

F1観戦 / フリー走行 ① ②
●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。

シンガポール泊※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

フリー走行① 18：00ー19：30　フリー走行② 21：30ー23：00

F1観戦 / 決勝
●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。

シンガポール泊

決勝 20:00

9/14(木)出発 3泊5日Aコース

9/15(金)出発 3泊4日Bコース

9/15(金)夜出発　2泊4日Cコース 日程

9/15
（金）

9/16
（土）

9/17
（日）

9/18
（月）

9/19
（火）

延泊代金は、1名様1室利用の場合、倍額必要となります。

現地事情により3名1室利用の場合、人数分のベットがご用意出来ない場合がございます。ベッドの台数が2台もしくは、1台のご利用で3名同室のご承諾が頂ける場合のみ承っております。予めご了承下さい。 

ツアー条件：■日本発着時利用航空会社：シンガポール航空（名古屋発着/フライトアレンジ時)キャセイパシフィック航空　■食事：＜関西発着＞朝3、＜名古屋発着＞朝3、（フライトアレンジ時）朝2、
＜福岡発着＞朝3、（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：【エコノミーク
ラスホテル】ホテル・ボス、【スタンダードクラスホテル】ロイヤル＠クイーンズホテル、ペニンシュラ・エクセルシオール、ロイヤル・オン・ビーチロード、【デラックスクラスホテル】コンラッド・センテニアル
■延泊：可（最大旅行日数10日間）　■子供代金：2万円引き（ベットなし）※同伴同室の大人2名に対し子供（2歳以上12歳未満）1名のみ適用で、大人の方と添い寝となり、ベッドのご用意はできませ
ん。　■幼児代金：58,000円（ご帰国時に2歳未満のお子様で航空機座席、ホテルベットを利用しない食事を必要としない場合）

関西（10：55）発    （直行）シンガポールへ。
シンガポール（16：40）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

福岡（10：00）発    （直行）シンガポールへ。
シンガポール（15：25）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

名古屋（10：30）発    （直行）シンガポールへ。
シンガポール（16：20）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

9/15(金)出発　3泊4日関西発着 9/15(金)出発　3泊5日名古屋発着

延泊時のご注意

3名1室利用について

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

F1観戦 / フリー走行 ① ②
●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。

シンガポール泊※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

フリー走行① 18：00ー19：30　フリー走行② 21：30ー23：00

●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。
シンガポール泊※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

F1観戦 / 決勝 決勝 20:00

9/15(金)出発　3泊5日福岡発着

現地係員と共に空港へ。
シンガポール(13：55)発    （直行）、関西へ。
関西（21：35）着。着後、解散となります。

ご出発まで自由行動
（お部屋のご利用は午前中までとなります。）
夜、現地係員と共に空港へ。

F1観戦 / フリー走行 ③ 予選 フリー走行③ 18：00ー19：00　予選 21：00

●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。
シンガポール泊

機内泊機内泊

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

ご出発まで自由行動
（お部屋のご利用は午前中までとなります。）
夜、現地係員と共に空港へ。

シンガポール（01：20）発    （直行）、福岡へ。
福岡（08：35）着。　着後、解散となります。

2泊

延泊代金

1人部屋
追加代金

2泊

3泊

3泊

延泊代金、アーリーチェックイン代金は、1名様1室利用の場合、倍額必要となります。

現地事情により3名1室利用の場合、人数分のベットがご用意出来ない場合がございます。ベッドの台数が2台もしくは、1台のご利用で3名同室のご承諾が頂ける場合のみ承っております。予めご了承下さい。｠

延泊時のご注意

3名1室利用について

F1開催による交通規制や、当日の現地事情により、観光の順序や内容が急遽変更になる場合がございますので、予めご了承ください。市内観光に出発の際ご出発
時間は、到着便によってはホテルにて出発までお待ちいただく場合もございます。マリーナベイサンズにて解散となりますので、ホテルまではお客様ご自身にて
お戻りとなります。

ご案内とご注意

■所要時間：約4時間（8：30頃～ 12：30頃）　■食事：なし

■所要時間：約4.5時間（8：30頃～ 13：00頃）　■食事：なし

到着便によってはホテルにて出発までお待ちいただく場合もございます。復路の送迎を放棄し、さらに動物園を
お楽しみいただくことも可能です。その場合はお客様ご自身にてタクシーにてホテルまでお戻りください。

※ランドパッケージでお申込みのお客様は、追加5,000円にて手配可能。

ご案内とご注意

手配完了後　 パッケージ代金の全額（100%）　手配完了後いかなる理由の取消もご返金は一切ございませんので、予めご了承ください。ランドパッケージ取消規定

シンガポールでは法律又はホテルごとの営業規定により、21歳未満(保護者を伴わない場合)のみでの旅行及び宿泊が禁止されている場合があり、21歳未満のみでのご旅行はお受けでき
ない場合がございます。

21歳未満のみの宿泊について

9 /15（金）限定開催

シンガポール（01：20）発    （直行）、名古屋へ。
名古屋（09：05）着。　着後、解散となります。

88,000円 98,000円 108,000円 168,000円
98,000円 108,000円 118,000円 128,000円 198,000円
28,000円
38,000円
13,000円

38,000円
48,000円
15,000円

53,000円
63,000円
19,000円

ー

ー

63,000円
19,000円

88,000円
128,000円
25,000円

ホテルグレード

MRT最寄駅

延泊代金

1人部屋追加
代金

2泊

3泊

178,000円 188,000円 198,000円 278,000円
173,000円 183,000円 193,000円 203,000円

208,000円
273,000円

9/15(金)出発 2泊4日Cコース 168,000円 178,000円 188,000円 248,000円
28,000円
38,000円
13,000円

38,000円
48,000円
15,000円

53,000円
63,000円
19,000円

ー
ー

63,000円
19,000円

88,000円
128,000円
25,000円

エコノミークラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル デラックスクラスホテル

ホテル名 ホテル・ボス
3名1室不可 ロイヤル＠クイーンズ ペニンシュラ・

エクセルシオール
パークロイヤル・
オン・ビーチロード

コンラッド
3名1室不可

シティホール駅から2駅の
ラベンダー駅徒歩3分

シティホール駅徒歩10分
ブラスバサー駅徒歩30秒

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分
GATE1から徒歩３分

プロムナード駅徒歩3分
GATE7徒歩5分

燃油サーチャージ含む

関西発着コース、名古屋発着コースはフライトアレンジが可能です。
詳しくはお問い合わせください。

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があった際も旅行代金の変更はございません。
※尚、国内空港の施設使用料・空港保安料および海外空港諸税は別途必要となります。

ホテルグレード

MRT最寄駅

エコノミークラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル デラックスクラスホテル

ホテル名 ホテル・ボス
3名1室不可 ロイヤル＠クイーンズ ペニンシュラ・

エクセルシオール
パークロイヤル・
オン・ビーチロード

コンラッド
3名1室不可

シティホール駅から2駅の
ラベンダー駅徒歩3分

シティホール駅徒歩10分
ブラスバサー駅徒歩30秒

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分
GATE1から徒歩３分

プロムナード駅徒歩3分
GATE7徒歩5分

EZ link
カード付

特 典

※パークロイヤル・オン・ビーチロード：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

関西発着

名古屋発着

延泊代金

1人部屋追加代金

168,000円 178,000円 188,000円 198,000円 268,000円
福岡発着

38,000円
13,000円

48,000円
15,000円

63,000円
19,000円

63,000円
19,000円

128,000円
25,000円

※パークロイヤル・オン・ビーチロード：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

マリーナベイサンズ

フライヤ-

リッツカールトン

マンダリン
オリエンタル

パンパシ
フィック

シティホール駅
ホテルグレード

MRT最寄駅

エコノミークラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル デラックスクラスホテル

ホテル名 ホテル・ボス
3名1室不可 ロイヤル＠クイーンズ ペニンシュラ・

エクセルシオール
パークロイヤル・
オン・ビーチロード

コンラッド
3名1室不可

シティホール駅から2駅の
ラベンダー駅徒歩3分

シティホール駅徒歩10分
ブラスバサー駅徒歩30秒

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分
GATE1から徒歩３分

プロムナード駅徒歩3分
GATE7徒歩5分

■子供代金：2万円引き（ベットなし）※同伴同室の大人2名に対し子供（2歳以上12歳未満）1名のみ適用で、大人の方と添い寝となり、ベッドのご用意はできません。

お子様もお得！
お子様もお得！

お子様もお得！

【たっぷり3日間F1観戦】 【フリー走行2回目からF1観戦可能】 【仕事帰りに羽田へ 有給休暇不要】

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

スペシャルオプショナルツアー

浜島裕英氏によるトークショー開催（ランチ付き）
ツアー参加者特別料金 4,800円

スペシャルオプショナルツアー

※写真はすべてイメージです。

MRTラベンダー駅から徒歩3分。2016
年にオ-プンした客室数1500部屋の大
型ホテル。ホテルから徒歩圏内にアラ
ブストリートやリトルインディアがあり便
利なロケーション。1階には24時間フー
ドコートがあり、F1観戦後のお腹も満た
してくれます。

ホテル ボス

ホテル外観

MRTシティホール駅から徒歩10分。最
寄MRT駅は、ブラス・バサー駅までもす
ぐ（徒歩30秒）。館内はシンプルでカ
ジュアルな造り。また、近くには多くの
ブティックやレストラン、バーが店を構
えるチャイムス（Chijmes）もあります。

ロイヤル＠クイーンズ

ホテル外観

MRTシティホール駅から徒歩1分。
GATE3・4を利用する観戦スタンドには
とっても便利です。基本観戦席のベイグ
ランドスタンドも多くの方は、GATE3・4
を利用します。シンガポールGPの魅力
の一つである豪華LIVEイベント終了後
も歩いてホテルに戻れます。ホテル前に
は、両替所、コンビニもあります。

ペニンシュラ エクセルシオール

ホテル外観

MRTニコルハイウェイ駅及びブギス駅
から徒歩5分。F1会場のGATE1から徒
歩３分。ゾーン1チケット（ピット、ターン
1、2)保持者にとっても便利です。客室
は木目調の家具が配され、シックで落ち
着いた雰囲気。フィットネスセンターや
スパなどが充実しており都会にいなが
らリゾート気分を味わうことができます。

パークロイヤル オン ビーチロード

パークロイヤル 
オン ビーチロード
GATE1から徒歩3分

ロイヤル@クイーンズ
シティーホール駅から徒歩10分

コンラッド
GATE7から徒歩５分

ペニンシュラ
エクセルシオール

シティホール駅から徒歩1分
GATE3から徒歩5分

ホテル外観

コンラッド　
MRTプロムナード駅から徒歩3分。マリーナエリアに位置し、F1観戦、ショッピング、観光
などに大変便利。日本語案内書面など、日本人の滞在に配慮された安心のホテルです。
例年、McLARENチームの宿泊ホテルです。早朝到着、深夜帰国の方が利用できる専用ラ
ウンジ※1があり、シャワーの利用や軽食サービスも無料。チェックイン前、チェックイン後に
寛ぐことができます。※1：イベント等によりサービスが利用できない場合もあります。予めご了承ください。

＜リノベーション情報＞2017年2月末～11月(予定)まで全客室の改装を開始いたします。改装は各フロアごと
に行われ、騒音を最小限に抑える予定です。詳細は確定でないため、変更する可能性がございますので、予め
ご了承下さい。ホテルロビー 客室一例

H.I .S.はホテルの立地にこだわります。
観戦と観光を満喫するには、ホテルの立地が重要です。市街地レースの為、コースエリア周辺では交通規制があります。
通常ならすぐの距離も迂回しなくてはならないことも多く、特にサーキット内ホテルは、魅力的な面もありますが、実際は不便な面もあります。
H.I.S.では、各ホテルグレードにあわせた、厳選の「サーキット近」＆「駅近」ホテルをご用意。

Wi-Fi全館無料 Wi-Fi全館無料

Wi-Fi全館無料Wi-Fi 一部の公共エリア無料

Wi-Fi 一部の公共エリア無料

ホテル ボス
シティーホール駅から2駅目の
ラベンダー駅から徒歩３分

BAYベイ

PITピット

TURN2ターン2



羽田発着コース 関西/名古屋/福岡発着コース ランドパッケージ

航空券は同営業所にて別途購入ください。お客様のご希望に沿ったご出発日、発着地、フライトで
お見積もりいたします。掲載のないホテルも手配可能です。是非、お問い合わせください。

ホテル 送迎
空港 ⇔ホテル間混乗送迎

F1チケット

追加代金不要の選べる滞在プランシンガポール
早朝着コース限定

自由行動
ホテルチェックインは、15時以降となります。お荷物はホテルフロントにてお預け
ください。お好きにシンガポール滞在をお楽しみください。追加代金にてアーリー
チェックイン手配も可能です。（延泊代金と同額）

初めてシンガポールの方にオススメ。抑えておきたい定番ポイント。

アラブストリート、サルタン・モスク、スリヴィラマカリアマン寺院(ヒンドゥー教寺院)、佛牙寺(チャイナタウンの中心部にある
巨大な仏教寺院/シンガポールパワースポット）、マーライオン公園、マリーナベイサンズ（解散）

A

シンガポール動物園（入場券付）
世界でも珍しい檻のないオープンな動物園!
広大な園内に300種、2800頭以上の動物が野生に近い環境で飼育され活動的な姿を間近
で観察できる世界的にも珍しい動物園です。絶滅危惧種のホワイトタイガー、ホッキョクグマ
やコモドドラゴンなどの希少動物にも会え、放し飼いエリアのオランウータンは必見です。

C

シンガポール半日市内観光B

EZ link
カード付

日程

9/14
（木）

9/15
（金）

延泊代金は、1名様1室利用の場合、倍額必要となります。

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でき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名同室のご承諾が頂ける場合のみ承っております。予めご了承ください。

9/16
（土）

9/17
（日）

9/18
（月）

ツアー条件：■日本発着時利用航空会社：シンガポール航空、全日空のいずれか　■食事：Aコース/朝2、Bコース/朝2、Cコース/朝1（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：【エコノミークラスホテル】ホテル・ボス、【スタンダードクラスホテル】ロイヤル＠クイーンズホテル、
ペニンシュラ・エクセルシオール、ロイヤル・オン・ビーチロード、【デラックスクラスホテル】コンラッド・センテニアル　■延泊：可(最大旅行日数10日間)　■子供代金：2万円引き（ベットなし）※同伴同
室の大人2名に対し子供（2歳以上12歳未満）1名のみ適用で、大人の方と添い寝となり、ベッドのご用意はできません。　■幼児代金：58,000円(ご帰国時に2歳未満のお子様で航空機座席、ホテル
ベットを利用しない食事を必要としない場合) 

羽田（22：55～00：15）
（直行）シンガポールへ。

シンガポール（05：00～06：30）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。 

羽田（09：15～11：00）   （直行）シンガポールへ。
シンガポール（15：20～17：20）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

現地係員と共に空港へ。　シンガポール（08：00～11：00）発    （直行）、羽田へ。
羽田（15：55～19：10）着。着後、解散となります。

機中泊

F1観戦 / フリー走行 ③ 予選
●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。

シンガポール泊

機中泊

燃油サーチャージ含む 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があった際も旅行代金の変更はございません。
※尚、国内空港の施設使用料・空港保安料および海外空港諸税は別途必要となります。

9/14（木）夜出発　3泊5日Aコース 9/15(金)午前出発　3泊4日Bコース

延泊時のご注意

3名1室利用について

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

特 典
EZ link
カード付

特 典

追加代金不要！選べる滞在プラン♪
自由行動（注1）A 半日市内

観光（注2）
B シンガポール動物園

観光（入場券付）
C

※ご予約時にご選択下さい。注1：ホテルチェックインは15時以降となります。
追加代金にてアーリーチェックイン手配も可能です。注2：マリーナベイサンズ
解散、終了後各自にてホテルへ。

シンガポール（05：00～06：30）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。 
追加代金不要！選べる滞在プラン♪

浜島裕英氏によるトークショー開催（ランチ付き）

自由行動（注1）

ツアー参加者特別料金 4,800円

A 半日市内観光（注2）B
※ご予約時にご選択下さい。注1：ホテルチェックインは15時以降となります。
追加代金にてアーリーチェックイン手配も可能です。注2：マリーナベイサンズ
解散、終了後各自にてホテルへ。

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

羽田（22：55～00：15）    （直行）シンガポールへ。

フリー走行③ 18：00ー19：00　予選 21：00

F1観戦 / フリー走行 ① ②
●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。

シンガポール泊※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

フリー走行① 18：00ー19：30　フリー走行② 21：30ー23：00

F1観戦 / 決勝
●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。

シンガポール泊

決勝 20:00

9/14(木)出発 3泊5日Aコース

9/15(金)出発 3泊4日Bコース

9/15(金)夜出発　2泊4日Cコース 日程

9/15
（金）

9/16
（土）

9/17
（日）

9/18
（月）

9/19
（火）

延泊代金は、1名様1室利用の場合、倍額必要となります。

現地事情により3名1室利用の場合、人数分のベットがご用意出来ない場合がございます。ベッドの台数が2台もしくは、1台のご利用で3名同室のご承諾が頂ける場合のみ承っております。予めご了承下さい。 

ツアー条件：■日本発着時利用航空会社：シンガポール航空（名古屋発着/フライトアレンジ時)キャセイパシフィック航空　■食事：＜関西発着＞朝3、＜名古屋発着＞朝3、（フライトアレンジ時）朝2、
＜福岡発着＞朝3、（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：【エコノミーク
ラスホテル】ホテル・ボス、【スタンダードクラスホテル】ロイヤル＠クイーンズホテル、ペニンシュラ・エクセルシオール、ロイヤル・オン・ビーチロード、【デラックスクラスホテル】コンラッド・センテニアル
■延泊：可（最大旅行日数10日間）　■子供代金：2万円引き（ベットなし）※同伴同室の大人2名に対し子供（2歳以上12歳未満）1名のみ適用で、大人の方と添い寝となり、ベッドのご用意はできませ
ん。　■幼児代金：58,000円（ご帰国時に2歳未満のお子様で航空機座席、ホテルベットを利用しない食事を必要としない場合）

関西（10：55）発    （直行）シンガポールへ。
シンガポール（16：40）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

福岡（10：00）発    （直行）シンガポールへ。
シンガポール（15：25）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

名古屋（10：30）発    （直行）シンガポールへ。
シンガポール（16：20）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

9/15(金)出発　3泊4日関西発着 9/15(金)出発　3泊5日名古屋発着

延泊時のご注意

3名1室利用について

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

F1観戦 / フリー走行 ① ②
●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。

シンガポール泊※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

フリー走行① 18：00ー19：30　フリー走行② 21：30ー23：00

●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。
シンガポール泊※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

F1観戦 / 決勝 決勝 20:00

9/15(金)出発　3泊5日福岡発着

現地係員と共に空港へ。
シンガポール(13：55)発    （直行）、関西へ。
関西（21：35）着。着後、解散となります。

ご出発まで自由行動
（お部屋のご利用は午前中までとなります。）
夜、現地係員と共に空港へ。

F1観戦 / フリー走行 ③ 予選 フリー走行③ 18：00ー19：00　予選 21：00

●観戦エリア：ベイ・グランドスタンド　追加代金にて観戦スタンドのアレンジ可能です。
シンガポール泊

機内泊機内泊

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

ご出発まで自由行動
（お部屋のご利用は午前中までとなります。）
夜、現地係員と共に空港へ。

シンガポール（01：20）発    （直行）、福岡へ。
福岡（08：35）着。　着後、解散となります。

2泊

延泊代金

1人部屋
追加代金

2泊

3泊

3泊

延泊代金、アーリーチェックイン代金は、1名様1室利用の場合、倍額必要となります。

現地事情により3名1室利用の場合、人数分のベットがご用意出来ない場合がございます。ベッドの台数が2台もしくは、1台のご利用で3名同室のご承諾が頂ける場合のみ承っております。予めご了承下さい。｠

延泊時のご注意

3名1室利用について

F1開催による交通規制や、当日の現地事情により、観光の順序や内容が急遽変更になる場合がございますので、予めご了承ください。市内観光に出発の際ご出発
時間は、到着便によってはホテルにて出発までお待ちいただく場合もございます。マリーナベイサンズにて解散となりますので、ホテルまではお客様ご自身にて
お戻りとなります。

ご案内とご注意

■所要時間：約4時間（8：30頃～ 12：30頃）　■食事：なし

■所要時間：約4.5時間（8：30頃～ 13：00頃）　■食事：なし

到着便によってはホテルにて出発までお待ちいただく場合もございます。復路の送迎を放棄し、さらに動物園を
お楽しみいただくことも可能です。その場合はお客様ご自身にてタクシーにてホテルまでお戻りください。

※ランドパッケージでお申込みのお客様は、追加5,000円にて手配可能。

ご案内とご注意

手配完了後　 パッケージ代金の全額（100%）　手配完了後いかなる理由の取消もご返金は一切ございませんので、予めご了承ください。ランドパッケージ取消規定

シンガポールでは法律又はホテルごとの営業規定により、21歳未満(保護者を伴わない場合)のみでの旅行及び宿泊が禁止されている場合があり、21歳未満のみでのご旅行はお受けでき
ない場合がございます。

21歳未満のみの宿泊について

9 /15（金）限定開催

シンガポール（01：20）発    （直行）、名古屋へ。
名古屋（09：05）着。　着後、解散となります。

88,000円 98,000円 108,000円 168,000円
98,000円 108,000円 118,000円 128,000円 198,000円
28,000円
38,000円
13,000円

38,000円
48,000円
15,000円

53,000円
63,000円
19,000円

ー

ー

63,000円
19,000円

88,000円
128,000円
25,000円

ホテルグレード

MRT最寄駅

延泊代金

1人部屋追加
代金

2泊

3泊

178,000円 188,000円 198,000円 278,000円
173,000円 183,000円 193,000円 203,000円

208,000円
273,000円

9/15(金)出発 2泊4日Cコース 168,000円 178,000円 188,000円 248,000円
28,000円
38,000円
13,000円

38,000円
48,000円
15,000円

53,000円
63,000円
19,000円

ー
ー

63,000円
19,000円

88,000円
128,000円
25,000円

エコノミークラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル デラックスクラスホテル

ホテル名 ホテル・ボス
3名1室不可 ロイヤル＠クイーンズ ペニンシュラ・

エクセルシオール
パークロイヤル・
オン・ビーチロード

コンラッド
3名1室不可

シティホール駅から2駅の
ラベンダー駅徒歩3分

シティホール駅徒歩10分
ブラスバサー駅徒歩30秒

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分
GATE1から徒歩３分

プロムナード駅徒歩3分
GATE7徒歩5分

燃油サーチャージ含む

関西発着コース、名古屋発着コースはフライトアレンジが可能です。
詳しくはお問い合わせください。

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があった際も旅行代金の変更はございません。
※尚、国内空港の施設使用料・空港保安料および海外空港諸税は別途必要となります。

ホテルグレード

MRT最寄駅

エコノミークラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル デラックスクラスホテル

ホテル名 ホテル・ボス
3名1室不可 ロイヤル＠クイーンズ ペニンシュラ・

エクセルシオール
パークロイヤル・
オン・ビーチロード

コンラッド
3名1室不可

シティホール駅から2駅の
ラベンダー駅徒歩3分

シティホール駅徒歩10分
ブラスバサー駅徒歩30秒

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分
GATE1から徒歩３分

プロムナード駅徒歩3分
GATE7徒歩5分

EZ link
カード付

特 典

※パークロイヤル・オン・ビーチロード：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

関西発着

名古屋発着

延泊代金

1人部屋追加代金

168,000円 178,000円 188,000円 198,000円 268,000円
福岡発着

38,000円
13,000円

48,000円
15,000円

63,000円
19,000円

63,000円
19,000円

128,000円
25,000円

※パークロイヤル・オン・ビーチロード：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

マリーナベイサンズ

フライヤ-

リッツカールトン

マンダリン
オリエンタル

パンパシ
フィック

シティホール駅
ホテルグレード

MRT最寄駅

エコノミークラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル スタンダードクラスホテル デラックスクラスホテル

ホテル名 ホテル・ボス
3名1室不可 ロイヤル＠クイーンズ ペニンシュラ・

エクセルシオール
パークロイヤル・
オン・ビーチロード

コンラッド
3名1室不可

シティホール駅から2駅の
ラベンダー駅徒歩3分

シティホール駅徒歩10分
ブラスバサー駅徒歩30秒

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分
GATE1から徒歩３分

プロムナード駅徒歩3分
GATE7徒歩5分

■子供代金：2万円引き（ベットなし）※同伴同室の大人2名に対し子供（2歳以上12歳未満）1名のみ適用で、大人の方と添い寝となり、ベッドのご用意はできません。

お子様もお得！
お子様もお得！

お子様もお得！

【たっぷり3日間F1観戦】 【フリー走行2回目からF1観戦可能】 【仕事帰りに羽田へ 有給休暇不要】

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

スペシャルオプショナルツアー

浜島裕英氏によるトークショー開催（ランチ付き）
ツアー参加者特別料金 4,800円

スペシャルオプショナルツアー

※写真はすべてイメージです。

MRTラベンダー駅から徒歩3分。2016
年にオ-プンした客室数1500部屋の大
型ホテル。ホテルから徒歩圏内にアラ
ブストリートやリトルインディアがあり便
利なロケーション。1階には24時間フー
ドコートがあり、F1観戦後のお腹も満た
してくれます。

ホテル ボス

ホテル外観

MRTシティホール駅から徒歩10分。最
寄MRT駅は、ブラス・バサー駅までもす
ぐ（徒歩30秒）。館内はシンプルでカ
ジュアルな造り。また、近くには多くの
ブティックやレストラン、バーが店を構
えるチャイムス（Chijmes）もあります。

ロイヤル＠クイーンズ

ホテル外観

MRTシティホール駅から徒歩1分。
GATE3・4を利用する観戦スタンドには
とっても便利です。基本観戦席のベイグ
ランドスタンドも多くの方は、GATE3・4
を利用します。シンガポールGPの魅力
の一つである豪華LIVEイベント終了後
も歩いてホテルに戻れます。ホテル前に
は、両替所、コンビニもあります。

ペニンシュラ エクセルシオール

ホテル外観

MRTニコルハイウェイ駅及びブギス駅
から徒歩5分。F1会場のGATE1から徒
歩３分。ゾーン1チケット（ピット、ターン
1、2)保持者にとっても便利です。客室
は木目調の家具が配され、シックで落ち
着いた雰囲気。フィットネスセンターや
スパなどが充実しており都会にいなが
らリゾート気分を味わうことができます。

パークロイヤル オン ビーチロード

パークロイヤル 
オン ビーチロード
GATE1から徒歩3分

ロイヤル@クイーンズ
シティーホール駅から徒歩10分

コンラッド
GATE7から徒歩５分

ペニンシュラ
エクセルシオール

シティホール駅から徒歩1分
GATE3から徒歩5分

ホテル外観

コンラッド　
MRTプロムナード駅から徒歩3分。マリーナエリアに位置し、F1観戦、ショッピング、観光
などに大変便利。日本語案内書面など、日本人の滞在に配慮された安心のホテルです。
例年、McLARENチームの宿泊ホテルです。早朝到着、深夜帰国の方が利用できる専用ラ
ウンジ※1があり、シャワーの利用や軽食サービスも無料。チェックイン前、チェックイン後に
寛ぐことができます。※1：イベント等によりサービスが利用できない場合もあります。予めご了承ください。

＜リノベーション情報＞2017年2月末～11月(予定)まで全客室の改装を開始いたします。改装は各フロアごと
に行われ、騒音を最小限に抑える予定です。詳細は確定でないため、変更する可能性がございますので、予め
ご了承下さい。ホテルロビー 客室一例

H.I .S.はホテルの立地にこだわります。
観戦と観光を満喫するには、ホテルの立地が重要です。市街地レースの為、コースエリア周辺では交通規制があります。
通常ならすぐの距離も迂回しなくてはならないことも多く、特にサーキット内ホテルは、魅力的な面もありますが、実際は不便な面もあります。
H.I.S.では、各ホテルグレードにあわせた、厳選の「サーキット近」＆「駅近」ホテルをご用意。

Wi-Fi全館無料 Wi-Fi全館無料

Wi-Fi全館無料Wi-Fi 一部の公共エリア無料

Wi-Fi 一部の公共エリア無料

ホテル ボス
シティーホール駅から2駅目の
ラベンダー駅から徒歩３分

BAYベイ

PITピット

TURN2ターン2


