
パンフレット有効期限：2018年4月1日～ 2018年9月5日

F1シンガポールGP
観戦ツアー2018

　　　
観戦席に
とことん

こだわります

●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  〒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

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。

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。

2017は、Ferrari Challenge Asia Pacific、
Porsche Carrera Cup Asia、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。
【過去出演者】カルヴィン・ハリス、アリアナ・グラン
デ、リアーナ、マルーン5、リンキンパーク、ジェニ
ファーロペス、マライヤキャリー、クィーンなど

サーキット（イメージ） サーキット内（イメージ）サーキット（イメージ） ライブ（イメージ） サポートレース（イメージ）サポートレース（イメージ） サーキット内（イメージ）

マリーナベイストリートサーキット（イメージ）

は

早期予約割引

4/30迄にご成約のお客様 15,000円割引
5/31迄にご成約のお客様 5,000円割引

オススメ観戦席にグレードアップされて

リピーター様割引

にご参加のお客様 5,000円割引
2017年又は2018年のH.I.S.F1観戦ツアー

上記割引の併用可能です。最大2.0万円割引！各割引は旅
行代金より割引致します。※上記早期申込割引期日までに、
ご予約金のご入金及び申込書のご提出が必要となります。

●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。



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。

ターン1～ターン3へのエキサイティングなコーナリングを楽しめます。観覧席は通常より足元が広く、アームレスト付き、
食事やドリンク付きの他、充実のサービス内容で、ワンランク上のF1観戦をお楽しみいただけます。

観戦席が
重要な
ポイント

F1観戦は

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
TURN1

PADANG スタンフォード
STAMFORD

BAYベイ

PIT ピット

TURN2 ターン2

TURN3プレミア
ターン3

ランドパッケージ
ホテル 送迎

空港 ⇔ホテル間混乗送迎
F1チケット

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。

航空券は同営業所にて別途購入ください。

ホテルグレード

MRT最寄駅

ラグジュアリークラスホテル

ホテル名 マリーナベイサンズ
※プレミアルーム(※2）

マリーナベイ駅直結
最寄駅GATE8

ラグジュアリークラスホテル

JWマリオット・サウスビーチ

エスプラネード駅徒歩3分
GATE3徒歩3分

デラックスクラスホテル

コンラッド

エスプラネード駅及び
プロムナード駅徒歩3分

GATE2徒歩3分

スタンダードクラスホテル

パークロイヤル・オン・
ビーチロード(※1)

ニコルハイウェイ駅及び
ブギス駅徒歩5分
GATE1徒歩3分

スタンダードクラスホテル

ペニンシュラ・
エクセルシオール

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

エコノミークラスホテル

ホテル・ボス
※3名1室不可 ※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

88,000円
98,000円
28,000円
38,000円
13,000円

108,000円
118,000円
48,000円
58,000円
19,000円

128,000円

63,000円
19,000円

168,000円
198,000円
88,000円
128,000円
25,000円

188,000円
218,000円
98,000円
138,000円
30,000円

248,000円

158,000円
53,000円

お子様もお得！

2泊

3泊

延泊代金

1人部屋追加代金
2泊

3泊

(※1)

(※1)

(※2)

(※2)

(※1)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。2017年客室リノベーション後、バスタブは付いておりません。(※2)マリーナ・ベイサンズ：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

※ランドパッケージでお申し込みのお客様は追加代金5,000円にて手配可能。

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

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

■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。

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）

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）

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

ROW
1
3
4

11

通常は・・・

シンガポールGPは、観戦席の種類によって入場できるエリア制限があります。

H.I.S.なら

下段エリアだとフェンスから近すぎて、
見えづらい・・・。

ROW
1
3
4

11

ターン3プレミアの中でも最も観戦しやすい
厳選エリアにて確保。

なら
ココ

含まれるサービス
★ TURN3専用の充実したお食事券
　 （ディナー、軽食、おやつ）
★ ドリンク券（各日5杯分/アルコール含む）
★ ロフトバーエリア、
　 トラックサイドダイニングへのアクセス
★ アメニティパック
★ エグゼクティブトイレの利用

3日間ご利用可能

トラックサイドにて
迫力の観戦（イメージ）

ゆっくりくつろげます
（イメージ）

3日間の食事券と
ドリンク券付。
サーキット内での購入
や並ぶ時間も不要です。
（イメージ）

ロフトバーエリアから
優雅に観戦（イメージ）

2017年アメニティパック（イメージ）

観戦席からの眺め（イメージ）

シンガポール
早朝着コース限定 追加代金不要の選べる滞在プラン♪

A

シンガポール半日市内観光B

1.シンガポール動物園（入場券付）C

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。

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。

10：00の開園時間までお待ちいただくことになります。シンガポール動物園前の飲食店、ならびにリバーサファリ前
のスターバックスにて、ご休憩兼ねてご朝食をお召し上がりいただけます。（食事代はお客様ご負担になります）

ご案内とご注意

■所要時間：約4.5時間（8：30頃～13：00頃） ■食事：なし ■送迎付き　シンガポール動物園とリバーサファリは同エリアに位置し、それぞれの入場ゲートが異なります。
集合・解散場所は一箇所でのご案内になります。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、さらに園内をお楽しみ
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。

C1・C2 共通のご案内とご注意

2.リバーサファリ（入場券付）
アジア初＆唯一の川をテーマにしたテーマパーク
魚類、水生動物、陸上動物を野生に近い環境で飼育され観察ができます。雄大な自然を眺める遊覧船や、
リバークエスト(乗車チケット付）をお楽しみいただけます。珍しいマナティや、ここでなら並ぶことなく
ジャイアントパンダにも会えます。

■所要時間：約4時間（8：30頃～12：30頃）　■食事：なし

TURN3 PREMIER ～ワンランク上のスタンドにて優雅なF1観戦～

観やすい
中段～後方席
にて確保

サーキット（イメージ）

マーライオン（イメージ）

リバーサファリ（イメージ）

シンガポール動物園（イメージ）

EZ link
カード付

特 典



ROW

16

9

含まれるサービス
★ 9/13(木) Paddock Clubのシルバー
　 アローズホスピタリティスイートにて食事
★ サーキット内でのS$90相当の食事券
★ Mercedes公式チームグッズ購入割引券
★ Mercedes記念品のサポーターズパック

MERCEDES-AMG PETRONAS
MOTORSPORT GARAGE

PODIUM

ROW

16

9

MERCEDES-AMG PETRONAS
MOTORSPORT GARAGE

PODIUM

関西/名古屋/福岡発着コース

日程

9/14
（金）

9/15
（土）

9/13
（木）

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/乗継便)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、（キャセイパシフィック航空利用
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：上
記代金表参照　■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）

Aコース
9/13（木）深夜発　3泊5日

関 西 発 着 名 古 屋 発 着 福 岡 発 着
Bコース

9/14（金）午前発　3泊4日
シンガポール航空利用

9/14（金）出発　3泊5日
キャセイパシフィック航空利用
9/14（金）出発　3泊4日 9/14（金）午前発　3泊4日

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。

●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。
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

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。

(※1)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。2017年客室リノベーション後、バスタブは付いておりません。(※2)マリーナ・ベイサンズ：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

ホテルグレード

MRT最寄駅

ラグジュアリークラスホテル

ホテル名 マリーナベイサンズ
※プレミアルーム(※2）

マリーナベイ駅直結
最寄駅GATE8

ラグジュアリークラスホテル

JWマリオット・サウスビーチ

エスプラネード駅徒歩3分
GATE3徒歩3分

デラックスクラスホテル

コンラッド

エスプラネード駅及び
プロムナード駅徒歩3分

GATE2徒歩3分

スタンダードクラスホテル

パークロイヤル・オン・
ビーチロード(※1)

ニコルハイウェイ駅及び
ブギス駅徒歩5分
GATE1徒歩3分

スタンダードクラスホテル

ペニンシュラ・
エクセルシオール

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

エコノミークラスホテル

ホテル・ボス
※3名1室不可 ※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

173,000円
168,000円
168,000円
163,000円
168,000円
38,000円
13,000円

193,000円
188,000円
188,000円
183,000円
188,000円
58,000円
19,000円

203,000円
198,000円
198,000円
193,000円
198,000円
63,000円
19,000円

273,000円
268,000円
268,000円
263,000円
268,000円
128,000円
25,000円

293,000円
288,000円
288,000円
283,000円
288,000円
138,000円
30,000円

323,000円
318,000円
318,000円
313,000円
318,000円
158,000円
53,000円

お子様もお得！

関西空港（23：25）発　(直行)
シンガポールへ｠

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

シンガポール（05：05）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

関西空港（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。｠｠｠

名古屋（10：10）発　
（香港乗継)シンガポールへ
シンガポール
（18：20～19：10）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

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。

現地係員と共に空港へ。
シンガポール
（08：00～09：50）発
（香港乗継）名古屋へ。
名古屋（21：10）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。

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。

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。

機中泊

シンガポール泊

シンガポール泊

機中泊 機中泊

追加代金不要！選べる滞在プラン♪
詳しくは、
羽田発着Aコースをご覧ください

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。
※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

9/16
（日）

9/18
（火）

9/17
（月）

●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。
F1観戦 / 決勝 決勝 20：10

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 16：30ー18：00　フリー走行② 20：30ー22：00

Aコース 9/13（木）深夜発 3泊5日

Bコース 9/14（金）午前発 3泊4日

シンガポール航空 9/14（金） 3泊5日

キャセイパシフィック航空 9/14（金） 3泊4日

福岡発着 9/14（金） 3泊5日

1人部屋追加代金

延泊代金

関西
発着

名古屋
発着

観戦チケットアレンジ代金 

入場可能ゾーン（エリア） 追加代金

グランドスタンド

コンビネーション※1

ウォークアバウト（席なし）

観戦スタンド

173,000円

173,000円

110,000円

90,000円

90,000円

90,000円

33,000円

33,000円

33,000円

22,000円

22,000円

基本観戦席

39,000円

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

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

※1：コンビネーションのピットは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。

15,000円割引 5/31迄にご成約で5,000円割引

観戦席をアレンジしてレース終了後は、コースウォークを愉しむ！
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。

ご案内とご注意 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。

　　　　　メルセデス エクスペリエンス

　　　　　ターン3 プレミア

　　　　　スーパーピット

　　　　　ピット

ターン1

　　　　　ターン2

コンノート

パダン

エスプラネードウォータフロント

エンプレス

スタンフォード

ベイ

【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

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

4

4

4

4

4

3,4

1,2,3,4

20,000円
プレミアウォークアバウト 1,2,3,4
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。

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。2年連続スタート直後の波乱を目撃のスタンド。3年連続なるか?!
※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。

通常は・・・ H.I.S.なら

下段エリアだとフェンスから近すぎて、
見えづらい・・・。 

通常は・・・ H.I.S.なら

なら
ココ

ターン1寄りだと、左から駆け抜けてくるマシン通
過後は、マシンのおしりを追う事になったり、ターン
3寄りだとトップスピードでマシンが向かってくる
様子が見られなく、下段エリアだとフェンスから近
すぎて、見えづらい・・・。

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。

チームガレージの真向かいに位置するスタンド。
※ビットグランドスタンドの最後方部（4段席）がSUPER｠PIT｠グランドスタンド。
ピットワークや、グリット上でのセッティングの様子、最終コーナーをターン後、全速力でマシンが疾走する様子が見られます。

通常は・・・ H.I.S.なら

PODIUM PODIUM

PIT
SUPER PIT

なら
ココ

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。

PIT：大人気チーム「Mercedes」「Ferrari」の上位ガ
レージが見られるエリアを確保。
SUPER PIT：大人気チーム「Ferrari」「RedBull」
両ガレージが見られるエリアのピット席の中でも最
も見やすい最後方部を確保。

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。※ツアーに含まれている基本観戦スタンド。
マシンのスピード、迫力を体感するには、観戦席のアレンジがおすすめです。

ROW

19
27
28

44
45
53
54

69

通常は・・・ H.I.S.なら

ROW

19
27
28

44
45
53
54

69

とても広いスタンドで、69段もあるスタンド席は勾
配もあり後方席だと、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。

ベイグランドスタンドに入ってくるマシンの加速か
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。マシンがスタン
ド下をくぐる場所は、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。

1
7
8

20

ROW

なら
ココ

「Mercedes」「Ferrari」両ガレージに面したエリアを
確保。ポディウム(表彰台)もバッチリご覧いただけま
す。ピット席の中でも一番のH.I.S.オススメエリア。 

メルセデスファン必見のチケット保持者限定のサービスを受けられます。
観戦スタンドは、メルセデスチームガレージに面したピットグランドスタンドでの観戦になります。

MERCEDES EXPERIENCE（PIT）

TURN2

PIT・SUPER PIT

BAYなら
ココ

観やすい
後方席を確保

ポディウム（イメージ）

ピット席（イメージ）

ターン2（イメージ）

ピット（イメージ）

ベイ（イメージ）コースウォーク（イメージ）

ホスピタリティ
スイート

（イメージ）

観やすい
中段～後方席を確保

観やすい前方エリアにて確保

サーキット（イメージ）

EZ link
カード付

特 典

～メルセデス エクスペリエンス～



ROW

16

9

含まれるサービス
★ 9/13(木) Paddock Clubのシルバー
　 アローズホスピタリティスイートにて食事
★ サーキット内でのS$90相当の食事券
★ Mercedes公式チームグッズ購入割引券
★ Mercedes記念品のサポーターズパック

MERCEDES-AMG PETRONAS
MOTORSPORT GARAGE

PODIUM

ROW

16

9

MERCEDES-AMG PETRONAS
MOTORSPORT GARAGE

PODIUM

関西/名古屋/福岡発着コース

日程

9/14
（金）

9/15
（土）

9/13
（木）

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/乗継便)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、（キャセイパシフィック航空利用
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：上
記代金表参照　■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）

Aコース
9/13（木）深夜発　3泊5日

関 西 発 着 名 古 屋 発 着 福 岡 発 着
Bコース

9/14（金）午前発　3泊4日
シンガポール航空利用

9/14（金）出発　3泊5日
キャセイパシフィック航空利用
9/14（金）出発　3泊4日 9/14（金）午前発　3泊4日

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。

●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。
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

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。

(※1)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。2017年客室リノベーション後、バスタブは付いておりません。(※2)マリーナ・ベイサンズ：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

ホテルグレード

MRT最寄駅

ラグジュアリークラスホテル

ホテル名 マリーナベイサンズ
※プレミアルーム(※2）

マリーナベイ駅直結
最寄駅GATE8

ラグジュアリークラスホテル

JWマリオット・サウスビーチ

エスプラネード駅徒歩3分
GATE3徒歩3分

デラックスクラスホテル

コンラッド

エスプラネード駅及び
プロムナード駅徒歩3分

GATE2徒歩3分

スタンダードクラスホテル

パークロイヤル・オン・
ビーチロード(※1)

ニコルハイウェイ駅及び
ブギス駅徒歩5分
GATE1徒歩3分

スタンダードクラスホテル

ペニンシュラ・
エクセルシオール

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

エコノミークラスホテル

ホテル・ボス
※3名1室不可 ※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

173,000円
168,000円
168,000円
163,000円
168,000円
38,000円
13,000円

193,000円
188,000円
188,000円
183,000円
188,000円
58,000円
19,000円

203,000円
198,000円
198,000円
193,000円
198,000円
63,000円
19,000円

273,000円
268,000円
268,000円
263,000円
268,000円
128,000円
25,000円

293,000円
288,000円
288,000円
283,000円
288,000円
138,000円
30,000円

323,000円
318,000円
318,000円
313,000円
318,000円
158,000円
53,000円

お子様もお得！

関西空港（23：25）発　(直行)
シンガポールへ｠

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

シンガポール（05：05）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

関西空港（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。｠｠｠

名古屋（10：10）発　
（香港乗継)シンガポールへ
シンガポール
（18：20～19：10）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

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。

現地係員と共に空港へ。
シンガポール
（08：00～09：50）発
（香港乗継）名古屋へ。
名古屋（21：10）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。

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。

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。

機中泊

シンガポール泊

シンガポール泊

機中泊 機中泊

追加代金不要！選べる滞在プラン♪
詳しくは、
羽田発着Aコースをご覧ください

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。
※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

9/16
（日）

9/18
（火）

9/17
（月）

●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。
F1観戦 / 決勝 決勝 20：10

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 16：30ー18：00　フリー走行② 20：30ー22：00

Aコース 9/13（木）深夜発 3泊5日

Bコース 9/14（金）午前発 3泊4日

シンガポール航空 9/14（金） 3泊5日

キャセイパシフィック航空 9/14（金） 3泊4日

福岡発着 9/14（金） 3泊5日

1人部屋追加代金

延泊代金

関西
発着

名古屋
発着

観戦チケットアレンジ代金 

入場可能ゾーン（エリア） 追加代金

グランドスタンド

コンビネーション※1

ウォークアバウト（席なし）

観戦スタンド

173,000円

173,000円

110,000円

90,000円

90,000円

90,000円

33,000円

33,000円

33,000円

22,000円

22,000円

基本観戦席

39,000円

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

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

※1：コンビネーションのピットは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。

15,000円割引 5/31迄にご成約で5,000円割引

観戦席をアレンジしてレース終了後は、コースウォークを愉しむ！
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。

ご案内とご注意 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。

　　　　　メルセデス エクスペリエンス

　　　　　ターン3 プレミア

　　　　　スーパーピット

　　　　　ピット

ターン1

　　　　　ターン2

コンノート

パダン

エスプラネードウォータフロント

エンプレス

スタンフォード

ベイ

【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

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

4

4

4

4

4

3,4

1,2,3,4

20,000円
プレミアウォークアバウト 1,2,3,4
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。

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。2年連続スタート直後の波乱を目撃のスタンド。3年連続なるか?!
※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。

通常は・・・ H.I.S.なら

下段エリアだとフェンスから近すぎて、
見えづらい・・・。 

通常は・・・ H.I.S.なら

なら
ココ

ターン1寄りだと、左から駆け抜けてくるマシン通
過後は、マシンのおしりを追う事になったり、ターン
3寄りだとトップスピードでマシンが向かってくる
様子が見られなく、下段エリアだとフェンスから近
すぎて、見えづらい・・・。

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。

チームガレージの真向かいに位置するスタンド。
※ビットグランドスタンドの最後方部（4段席）がSUPER｠PIT｠グランドスタンド。
ピットワークや、グリット上でのセッティングの様子、最終コーナーをターン後、全速力でマシンが疾走する様子が見られます。

通常は・・・ H.I.S.なら

PODIUM PODIUM

PIT
SUPER PIT

なら
ココ

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。

PIT：大人気チーム「Mercedes」「Ferrari」の上位ガ
レージが見られるエリアを確保。
SUPER PIT：大人気チーム「Ferrari」「RedBull」
両ガレージが見られるエリアのピット席の中でも最
も見やすい最後方部を確保。

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。※ツアーに含まれている基本観戦スタンド。
マシンのスピード、迫力を体感するには、観戦席のアレンジがおすすめです。

ROW

19
27
28

44
45
53
54

69

通常は・・・ H.I.S.なら

ROW

19
27
28

44
45
53
54

69

とても広いスタンドで、69段もあるスタンド席は勾
配もあり後方席だと、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。

ベイグランドスタンドに入ってくるマシンの加速か
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。マシンがスタン
ド下をくぐる場所は、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。

1
7
8

20

ROW

なら
ココ

「Mercedes」「Ferrari」両ガレージに面したエリアを
確保。ポディウム(表彰台)もバッチリご覧いただけま
す。ピット席の中でも一番のH.I.S.オススメエリア。 

メルセデスファン必見のチケット保持者限定のサービスを受けられます。
観戦スタンドは、メルセデスチームガレージに面したピットグランドスタンドでの観戦になります。

MERCEDES EXPERIENCE（PIT）

TURN2

PIT・SUPER PIT

BAYなら
ココ

観やすい
後方席を確保

ポディウム（イメージ）

ピット席（イメージ）

ターン2（イメージ）

ピット（イメージ）

ベイ（イメージ）コースウォーク（イメージ）

ホスピタリティ
スイート

（イメージ）

観やすい
中段～後方席を確保

観やすい前方エリアにて確保

サーキット（イメージ）

EZ link
カード付

特 典

～メルセデス エクスペリエンス～



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。

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

エスプラネード駅

プロムナード駅

パークロイヤル 
オン ビーチロード
GATE1から徒歩3分

JWマリオット
サウスビーチ

GATE3A.B.Cから徒歩3分

コンラッド
GATE2から徒歩3分

マリーナベイサンズ
マリーナベイ駅直結

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 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

TURN3 プレミア
ターン3

EZ Linkカード（イメージ）

ならおトクがいっぱい！
「EZ Link」カード付！（地下鉄MRTのチャージ式IC乗車カード）おトク

1

おトク

2

おトク

3

GP期間中は、購入窓口も混むのでとっても便利。（S$7利用可能）

SGD20 ショッピングバウチャープレゼント！
ツアーにお申し込みのお客様の中から抽選で50名様。サーキット会場内のオフィシャルショップにて使用可能。
※当選のお客様には、ご旅行の最終出発案内と一緒にお送りいたします。

おトク

4
グループ旅行がおトク!  AorB 選べる特典！

2014年～2018年の5年間で3回以上、H.I.S.F1シンガポールGP観戦ツアーにご参加のお客様。
※ご予約時に参加年とお好きなチームをお申し出ください。

A. 空港⇔ホテル間の送迎時に専用車をご用意
　  他のお客様を待つことなくスピーディーにご案内
      ※専用車送迎をご選択時は、グループ全員が同一行程
         （日数、フライト、ホテル）にお申込みのお客様に限ります。

B. マンダリンオーチャード(チャーターボックス)
     ミールクーポン
　  受賞経験もあるマンダリン・チキンライスを
     グループの皆様でお楽しみください。
      ※送迎は付いておりません。事前予約が必要です。ご希望日にて取れない場合もございます。

シンガポールGPリピーター様お好きなチームCAP（帽子）プレゼント！

※6名様以上のグループでお申込みのお客様

富の泉（噴水）
パワースポット

CAP（イメージ）
デザインは異なる場合も
ございます。

チキンライス（イメージ）

幼児は人数に含まれません。キャンセル等の理由により、出発前に同一行程の人数が規定数を下回った場合は対象外となります。新規人数追加以外の後からの申し出は対象外となります。おトク4のご案内

PADANG STAGE
VILLAGE STAGE

開
い
て
ね

「観戦」＆「観光」に便利なホテルに宿泊

Marina Bay Sands Singapore

マリーナベイサンズ
シンガポール

ラグジュアリークラスホテル

MRTマリーナベイ駅直結　　最寄GATE8

進化し続けるシンガポールの新しいシンボ
ルとして、今、世界から注目されている「最旬」
スポット。国際的に名高いレストラン、カジ
ノ、ショップ、エンターテイメント施設等が
集結した一大リゾート施設。
※ゆったりとした客室47㎡、深めのバスタ
ブ付のプレミアルームをご用意。

Wi-Fi全館無料

JW Marriott Hotel Singapore South Beach

JWマリオット・
サウスビーチ

ラグジュアリークラスホテル

エスプラネード駅徒歩3分　　GATE3徒歩3分

シンガポールの中心に2015年にオープン。
世界的なデザイナー、フィリップ・スタルク
によってデザインされ、客室の他、プールや
眺望抜群のスカイガーデンもデザイン性の
高い施設になっています。
F1観戦、ショッピング、観光などに大変便利。
※全室温水洗浄便座付

Wi-Fi全館無料

Conrad

コンラッド

デラックスクラスホテル

エスプラネード駅及びプロムナード駅徒歩3分　GATE2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他、関係者も多く
宿泊。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。

一部公共エリア無料

Parkroyal on Beach Road

パークロイヤル
オン ビーチロード

スタンダードクラスホテル

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分   GATE1徒歩3分

ゾーン1チケット（ピット、ターン1、2、ター
ン3プレミア）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。

Wi-Fi全館無料

Peninsula Excelsior

ペニンシュラ・
エクセルシオール

スタンダードクラスホテル

シティホール駅徒歩1分   GATE3徒歩5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。

Hotel Boss

ホテル ボス

エコノミークラスホテル

MRTラベンダー駅から徒歩3分

2016年にオープンした客室数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。

Wi-Fi全館無料

※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。

一部公共エリア無料

ホテル外観（イメージ）

プール（イメージ）

ホテル外観（イメージ）

プール（イメージ）

ホテルロビー（イメージ）

サーキット（イメージ）

客室（一例）

ホテル外観（イメージ） ホテル外観（イメージ） ホテル外観（イメージ）

日程

9/13
（木）

9/14
（金）

9/15
（土）

9/16
（日）

9/17
（月）

羽田（22：55～24：40）
（直行）シンガポールへ。

シンガポール（04：55～06：40）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。

9/13（木）夜出発　3泊5日Aコース

自由行動（注1）A 半日市内観光（注2）B
1.シンガポール動物園観光（入場券付）C
2.リバーサファリ観光（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。

たっぷり3日間F1観戦

羽田（09：15～11：05）   
（直行）シンガポールへ。
シンガポール（15：15～17：15）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

9/14（金）午前出発　3泊4日Bコース
フリー走行2回目からF1観戦可能

羽田（22：55～24：40）    
（直行）シンガポールへ。

9/14（金）夜出発　2泊4日Cコース
仕事帰りに羽田へ 有給休暇不要

羽田発着コース

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、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：上記代金表参照 ■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) 

延泊時のご注意

3名1室利用について

●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。
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

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。

(※1)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。2017年客室リノベーション後、バスタブは付いておりません。(※2)マリーナ・ベイサンズ：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

ホテルグレード

MRT最寄駅

ラグジュアリークラスホテル

ホテル名 マリーナベイサンズ
※プレミアルーム(※2）

マリーナベイ駅直結
最寄駅GATE8

ラグジュアリークラスホテル

JWマリオット・サウスビーチ

エスプラネード駅徒歩3分
GATE3徒歩3分

デラックスクラスホテル

コンラッド

エスプラネード駅及び
プロムナード駅徒歩3分

GATE2徒歩3分

スタンダードクラスホテル

パークロイヤル・オン・
ビーチロード(※1)

ニコルハイウェイ駅及び
ブギス駅徒歩5分
GATE1徒歩3分

スタンダードクラスホテル

ペニンシュラ・
エクセルシオール

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

エコノミークラスホテル

ホテル・ボス
※3名1室不可 ※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

178,000円
173,000円
168,000円

198,000円
193,000円
188,000円

208,000円
203,000円

278,000円
273,000円
248,000円

298,000円
293,000円
268,000円

328,000円
323,000円

お子様もお得！

シンガポール泊 機中泊

シンガポール泊

機中泊

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。
※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

●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。
F1観戦 / 決勝 決勝 20：10

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 16：30ー18：00　フリー走行② 20：30ー22：00

Aコース 9/13(木)夜発 3泊5日

Bコース 9/14(金)午前発 3泊4日

Cコース 9/14(金)夜発 2泊4日

EZ link
カード付

特 典

28,000円
38,000円
13,000円

48,000円
58,000円
19,000円

63,000円
19,000円

88,000円
128,000円
25,000円

98,000円
138,000円
30,000円

158,000円
53,000円延泊代金

1人部屋追加代金
2泊

3泊

(※1)

(※1)

(※2)

(※2)

追加代金不要！選べる滞在プラン♪

シンガポール（04：55～06：40）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。 

自由行動（注1） 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。

追加代金不要！選べる滞在プラン♪

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

A

成田発着、シンガポール航空指定コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

開
い
て
ね



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。

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

エスプラネード駅

プロムナード駅

パークロイヤル 
オン ビーチロード
GATE1から徒歩3分

JWマリオット
サウスビーチ

GATE3A.B.Cから徒歩3分

コンラッド
GATE2から徒歩3分

マリーナベイサンズ
マリーナベイ駅直結

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 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

TURN3 プレミア
ターン3

EZ Linkカード（イメージ）

ならおトクがいっぱい！
「EZ Link」カード付！（地下鉄MRTのチャージ式IC乗車カード）おトク

1

おトク

2

おトク

3

GP期間中は、購入窓口も混むのでとっても便利。（S$7利用可能）

SGD20 ショッピングバウチャープレゼント！
ツアーにお申し込みのお客様の中から抽選で50名様。サーキット会場内のオフィシャルショップにて使用可能。
※当選のお客様には、ご旅行の最終出発案内と一緒にお送りいたします。

おトク

4
グループ旅行がおトク!  AorB 選べる特典！

2014年～2018年の5年間で3回以上、H.I.S.F1シンガポールGP観戦ツアーにご参加のお客様。
※ご予約時に参加年とお好きなチームをお申し出ください。

A. 空港⇔ホテル間の送迎時に専用車をご用意
　  他のお客様を待つことなくスピーディーにご案内
      ※専用車送迎をご選択時は、グループ全員が同一行程
         （日数、フライト、ホテル）にお申込みのお客様に限ります。

B. マンダリンオーチャード(チャーターボックス)
     ミールクーポン
　  受賞経験もあるマンダリン・チキンライスを
     グループの皆様でお楽しみください。
      ※送迎は付いておりません。事前予約が必要です。ご希望日にて取れない場合もございます。

シンガポールGPリピーター様お好きなチームCAP（帽子）プレゼント！

※6名様以上のグループでお申込みのお客様

富の泉（噴水）
パワースポット

CAP（イメージ）
デザインは異なる場合も
ございます。

チキンライス（イメージ）

幼児は人数に含まれません。キャンセル等の理由により、出発前に同一行程の人数が規定数を下回った場合は対象外となります。新規人数追加以外の後からの申し出は対象外となります。おトク4のご案内

PADANG STAGE
VILLAGE STAGE

開
い
て
ね

「観戦」＆「観光」に便利なホテルに宿泊

Marina Bay Sands Singapore

マリーナベイサンズ
シンガポール

ラグジュアリークラスホテル

MRTマリーナベイ駅直結　　最寄GATE8

進化し続けるシンガポールの新しいシンボ
ルとして、今、世界から注目されている「最旬」
スポット。国際的に名高いレストラン、カジ
ノ、ショップ、エンターテイメント施設等が
集結した一大リゾート施設。
※ゆったりとした客室47㎡、深めのバスタ
ブ付のプレミアルームをご用意。

Wi-Fi全館無料

JW Marriott Hotel Singapore South Beach

JWマリオット・
サウスビーチ

ラグジュアリークラスホテル

エスプラネード駅徒歩3分　　GATE3徒歩3分

シンガポールの中心に2015年にオープン。
世界的なデザイナー、フィリップ・スタルク
によってデザインされ、客室の他、プールや
眺望抜群のスカイガーデンもデザイン性の
高い施設になっています。
F1観戦、ショッピング、観光などに大変便利。
※全室温水洗浄便座付

Wi-Fi全館無料

Conrad

コンラッド

デラックスクラスホテル

エスプラネード駅及びプロムナード駅徒歩3分　GATE2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他、関係者も多く
宿泊。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。

一部公共エリア無料

Parkroyal on Beach Road

パークロイヤル
オン ビーチロード

スタンダードクラスホテル

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分   GATE1徒歩3分

ゾーン1チケット（ピット、ターン1、2、ター
ン3プレミア）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。

Wi-Fi全館無料

Peninsula Excelsior

ペニンシュラ・
エクセルシオール

スタンダードクラスホテル

シティホール駅徒歩1分   GATE3徒歩5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。

Hotel Boss

ホテル ボス

エコノミークラスホテル

MRTラベンダー駅から徒歩3分

2016年にオープンした客室数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。

Wi-Fi全館無料

※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。

一部公共エリア無料

ホテル外観（イメージ）

プール（イメージ）

ホテル外観（イメージ）

プール（イメージ）

ホテルロビー（イメージ）

サーキット（イメージ）

客室（一例）

ホテル外観（イメージ） ホテル外観（イメージ） ホテル外観（イメージ）

日程

9/13
（木）

9/14
（金）

9/15
（土）

9/16
（日）

9/17
（月）

羽田（22：55～24：40）
（直行）シンガポールへ。

シンガポール（04：55～06：40）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。

9/13（木）夜出発　3泊5日Aコース

自由行動（注1）A 半日市内観光（注2）B
1.シンガポール動物園観光（入場券付）C
2.リバーサファリ観光（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。

たっぷり3日間F1観戦

羽田（09：15～11：05）   
（直行）シンガポールへ。
シンガポール（15：15～17：15）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

9/14（金）午前出発　3泊4日Bコース
フリー走行2回目からF1観戦可能

羽田（22：55～24：40）    
（直行）シンガポールへ。

9/14（金）夜出発　2泊4日Cコース
仕事帰りに羽田へ 有給休暇不要

羽田発着コース

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、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：上記代金表参照 ■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) 

延泊時のご注意

3名1室利用について

●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。
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

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。

(※1)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。2017年客室リノベーション後、バスタブは付いておりません。(※2)マリーナ・ベイサンズ：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

ホテルグレード

MRT最寄駅

ラグジュアリークラスホテル
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マリーナベイ駅直結
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お子様もお得！
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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。
※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

●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。
F1観戦 / 決勝 決勝 20：10

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 16：30ー18：00　フリー走行② 20：30ー22：00

Aコース 9/13(木)夜発 3泊5日

Bコース 9/14(金)午前発 3泊4日

Cコース 9/14(金)夜発 2泊4日
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特 典
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追加代金不要！選べる滞在プラン♪

シンガポール（04：55～06：40）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。 

自由行動（注1） 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。

追加代金不要！選べる滞在プラン♪

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

A

成田発着、シンガポール航空指定コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

開
い
て
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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。
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マリーナベイ駅直結

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 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

TURN3 プレミア
ターン3

EZ Linkカード（イメージ）

ならおトクがいっぱい！
「EZ Link」カード付！（地下鉄MRTのチャージ式IC乗車カード）おトク

1

おトク

2

おトク

3

GP期間中は、購入窓口も混むのでとっても便利。（S$7利用可能）

SGD20 ショッピングバウチャープレゼント！
ツアーにお申し込みのお客様の中から抽選で50名様。サーキット会場内のオフィシャルショップにて使用可能。
※当選のお客様には、ご旅行の最終出発案内と一緒にお送りいたします。

おトク

4
グループ旅行がおトク!  AorB 選べる特典！

2014年～2018年の5年間で3回以上、H.I.S.F1シンガポールGP観戦ツアーにご参加のお客様。
※ご予約時に参加年とお好きなチームをお申し出ください。

A. 空港⇔ホテル間の送迎時に専用車をご用意
　  他のお客様を待つことなくスピーディーにご案内
      ※専用車送迎をご選択時は、グループ全員が同一行程
         （日数、フライト、ホテル）にお申込みのお客様に限ります。

B. マンダリンオーチャード(チャーターボックス)
     ミールクーポン
　  受賞経験もあるマンダリン・チキンライスを
     グループの皆様でお楽しみください。
      ※送迎は付いておりません。事前予約が必要です。ご希望日にて取れない場合もございます。

シンガポールGPリピーター様お好きなチームCAP（帽子）プレゼント！

※6名様以上のグループでお申込みのお客様

富の泉（噴水）
パワースポット

CAP（イメージ）
デザインは異なる場合も
ございます。

チキンライス（イメージ）

幼児は人数に含まれません。キャンセル等の理由により、出発前に同一行程の人数が規定数を下回った場合は対象外となります。新規人数追加以外の後からの申し出は対象外となります。おトク4のご案内

PADANG STAGE
VILLAGE STAGE

開
い
て
ね

「観戦」＆「観光」に便利なホテルに宿泊

Marina Bay Sands Singapore

マリーナベイサンズ
シンガポール

ラグジュアリークラスホテル

MRTマリーナベイ駅直結　　最寄GATE8

進化し続けるシンガポールの新しいシンボ
ルとして、今、世界から注目されている「最旬」
スポット。国際的に名高いレストラン、カジ
ノ、ショップ、エンターテイメント施設等が
集結した一大リゾート施設。
※ゆったりとした客室47㎡、深めのバスタ
ブ付のプレミアルームをご用意。

Wi-Fi全館無料

JW Marriott Hotel Singapore South Beach

JWマリオット・
サウスビーチ

ラグジュアリークラスホテル

エスプラネード駅徒歩3分　　GATE3徒歩3分

シンガポールの中心に2015年にオープン。
世界的なデザイナー、フィリップ・スタルク
によってデザインされ、客室の他、プールや
眺望抜群のスカイガーデンもデザイン性の
高い施設になっています。
F1観戦、ショッピング、観光などに大変便利。
※全室温水洗浄便座付

Wi-Fi全館無料

Conrad

コンラッド

デラックスクラスホテル

エスプラネード駅及びプロムナード駅徒歩3分　GATE2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他、関係者も多く
宿泊。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。

一部公共エリア無料

Parkroyal on Beach Road

パークロイヤル
オン ビーチロード

スタンダードクラスホテル

ニコルハイウェイ駅及びブギス駅徒歩5分   GATE1徒歩3分

ゾーン1チケット（ピット、ターン1、2、ター
ン3プレミア）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。

Wi-Fi全館無料

Peninsula Excelsior

ペニンシュラ・
エクセルシオール

スタンダードクラスホテル

シティホール駅徒歩1分   GATE3徒歩5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。

Hotel Boss

ホテル ボス

エコノミークラスホテル

MRTラベンダー駅から徒歩3分

2016年にオープンした客室数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。

Wi-Fi全館無料

※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。

一部公共エリア無料

ホテル外観（イメージ）

プール（イメージ）

ホテル外観（イメージ）

プール（イメージ）

ホテルロビー（イメージ）

サーキット（イメージ）

客室（一例）

ホテル外観（イメージ） ホテル外観（イメージ） ホテル外観（イメージ）

日程

9/13
（木）

9/14
（金）

9/15
（土）

9/16
（日）

9/17
（月）

羽田（22：55～24：40）
（直行）シンガポールへ。

シンガポール（04：55～06：40）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。

9/13（木）夜出発　3泊5日Aコース

自由行動（注1）A 半日市内観光（注2）B
1.シンガポール動物園観光（入場券付）C
2.リバーサファリ観光（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。

たっぷり3日間F1観戦

羽田（09：15～11：05）   
（直行）シンガポールへ。
シンガポール（15：15～17：15）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

9/14（金）午前出発　3泊4日Bコース
フリー走行2回目からF1観戦可能

羽田（22：55～24：40）    
（直行）シンガポールへ。

9/14（金）夜出発　2泊4日Cコース
仕事帰りに羽田へ 有給休暇不要

羽田発着コース

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、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：上記代金表参照 ■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) 

延泊時のご注意

3名1室利用について

●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。
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

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。

(※1)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。2017年客室リノベーション後、バスタブは付いておりません。(※2)マリーナ・ベイサンズ：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

ホテルグレード

MRT最寄駅

ラグジュアリークラスホテル

ホテル名 マリーナベイサンズ
※プレミアルーム(※2）

マリーナベイ駅直結
最寄駅GATE8

ラグジュアリークラスホテル

JWマリオット・サウスビーチ

エスプラネード駅徒歩3分
GATE3徒歩3分

デラックスクラスホテル

コンラッド

エスプラネード駅及び
プロムナード駅徒歩3分

GATE2徒歩3分

スタンダードクラスホテル

パークロイヤル・オン・
ビーチロード(※1)

ニコルハイウェイ駅及び
ブギス駅徒歩5分
GATE1徒歩3分

スタンダードクラスホテル

ペニンシュラ・
エクセルシオール

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

エコノミークラスホテル

ホテル・ボス
※3名1室不可 ※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

178,000円
173,000円
168,000円

198,000円
193,000円
188,000円

208,000円
203,000円

278,000円
273,000円
248,000円

298,000円
293,000円
268,000円

328,000円
323,000円

お子様もお得！

シンガポール泊 機中泊

シンガポール泊

機中泊

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。
※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

●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。
F1観戦 / 決勝 決勝 20：10

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 16：30ー18：00　フリー走行② 20：30ー22：00

Aコース 9/13(木)夜発 3泊5日

Bコース 9/14(金)午前発 3泊4日

Cコース 9/14(金)夜発 2泊4日

EZ link
カード付

特 典

28,000円
38,000円
13,000円

48,000円
58,000円
19,000円

63,000円
19,000円

88,000円
128,000円
25,000円

98,000円
138,000円
30,000円

158,000円
53,000円延泊代金

1人部屋追加代金
2泊

3泊

(※1)

(※1)

(※2)

(※2)

追加代金不要！選べる滞在プラン♪

シンガポール（04：55～06：40）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。 

自由行動（注1） 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。

追加代金不要！選べる滞在プラン♪

※下記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

A

成田発着、シンガポール航空指定コースもあります。詳しくはお問い合わせください。

開
い
て
ね



ROW

16

9

含まれるサービス
★ 9/13(木) Paddock Clubのシルバー
　 アローズホスピタリティスイートにて食事
★ サーキット内でのS$90相当の食事券
★ Mercedes公式チームグッズ購入割引券
★ Mercedes記念品のサポーターズパック

MERCEDES-AMG PETRONAS
MOTORSPORT GARAGE

PODIUM

ROW

16

9

MERCEDES-AMG PETRONAS
MOTORSPORT GARAGE

PODIUM

関西/名古屋/福岡発着コース

日程

9/14
（金）

9/15
（土）

9/13
（木）

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/乗継便)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、（キャセイパシフィック航空利用
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：上
記代金表参照　■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）

Aコース
9/13（木）深夜発　3泊5日

関 西 発 着 名 古 屋 発 着 福 岡 発 着
Bコース

9/14（金）午前発　3泊4日
シンガポール航空利用

9/14（金）出発　3泊5日
キャセイパシフィック航空利用
9/14（金）出発　3泊4日 9/14（金）午前発　3泊4日

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。

●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。
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

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。

(※1)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。2017年客室リノベーション後、バスタブは付いておりません。(※2)マリーナ・ベイサンズ：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

ホテルグレード

MRT最寄駅

ラグジュアリークラスホテル

ホテル名 マリーナベイサンズ
※プレミアルーム(※2）

マリーナベイ駅直結
最寄駅GATE8

ラグジュアリークラスホテル

JWマリオット・サウスビーチ

エスプラネード駅徒歩3分
GATE3徒歩3分

デラックスクラスホテル

コンラッド

エスプラネード駅及び
プロムナード駅徒歩3分

GATE2徒歩3分

スタンダードクラスホテル

パークロイヤル・オン・
ビーチロード(※1)

ニコルハイウェイ駅及び
ブギス駅徒歩5分
GATE1徒歩3分

スタンダードクラスホテル

ペニンシュラ・
エクセルシオール

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

エコノミークラスホテル

ホテル・ボス
※3名1室不可 ※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

173,000円
168,000円
168,000円
163,000円
168,000円
38,000円
13,000円

193,000円
188,000円
188,000円
183,000円
188,000円
58,000円
19,000円

203,000円
198,000円
198,000円
193,000円
198,000円
63,000円
19,000円

273,000円
268,000円
268,000円
263,000円
268,000円
128,000円
25,000円

293,000円
288,000円
288,000円
283,000円
288,000円
138,000円
30,000円

323,000円
318,000円
318,000円
313,000円
318,000円
158,000円
53,000円

お子様もお得！

関西空港（23：25）発　(直行)
シンガポールへ｠

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

シンガポール（05：05）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

関西空港（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。｠｠｠

名古屋（10：10）発　
（香港乗継)シンガポールへ
シンガポール
（18：20～19：10）着。
着後、現地係員と共にホテルへ。

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。

現地係員と共に空港へ。
シンガポール
（08：00～09：50）発
（香港乗継）名古屋へ。
名古屋（21：10）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。

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。

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。

機中泊

シンガポール泊

シンガポール泊

機中泊 機中泊

追加代金不要！選べる滞在プラン♪
詳しくは、
羽田発着Aコースをご覧ください

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。
※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

※お客様ご自身にてサーキットまでご移動下さい。

9/16
（日）

9/18
（火）

9/17
（月）

●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。
F1観戦 / 決勝 決勝 20：10

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 16：30ー18：00　フリー走行② 20：30ー22：00

Aコース 9/13（木）深夜発 3泊5日

Bコース 9/14（金）午前発 3泊4日

シンガポール航空 9/14（金） 3泊5日

キャセイパシフィック航空 9/14（金） 3泊4日

福岡発着 9/14（金） 3泊5日

1人部屋追加代金

延泊代金

関西
発着

名古屋
発着

観戦チケットアレンジ代金 

入場可能ゾーン（エリア） 追加代金

グランドスタンド

コンビネーション※1

ウォークアバウト（席なし）

観戦スタンド

173,000円

173,000円

110,000円

90,000円

90,000円

90,000円

33,000円

33,000円

33,000円

22,000円

22,000円

基本観戦席

39,000円

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

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

※1：コンビネーションのピットは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。

15,000円割引 5/31迄にご成約で5,000円割引

観戦席をアレンジしてレース終了後は、コースウォークを愉しむ！
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。

ご案内とご注意 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。

　　　　　メルセデス エクスペリエンス

　　　　　ターン3 プレミア

　　　　　スーパーピット

　　　　　ピット

ターン1

　　　　　ターン2

コンノート

パダン

エスプラネードウォータフロント

エンプレス

スタンフォード

ベイ

【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

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

4

4

4

4

4

3,4

1,2,3,4

20,000円
プレミアウォークアバウト 1,2,3,4
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。

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。2年連続スタート直後の波乱を目撃のスタンド。3年連続なるか?!
※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。

通常は・・・ H.I.S.なら

下段エリアだとフェンスから近すぎて、
見えづらい・・・。 

通常は・・・ H.I.S.なら

なら
ココ

ターン1寄りだと、左から駆け抜けてくるマシン通
過後は、マシンのおしりを追う事になったり、ターン
3寄りだとトップスピードでマシンが向かってくる
様子が見られなく、下段エリアだとフェンスから近
すぎて、見えづらい・・・。

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。

チームガレージの真向かいに位置するスタンド。
※ビットグランドスタンドの最後方部（4段席）がSUPER｠PIT｠グランドスタンド。
ピットワークや、グリット上でのセッティングの様子、最終コーナーをターン後、全速力でマシンが疾走する様子が見られます。

通常は・・・ H.I.S.なら

PODIUM PODIUM

PIT
SUPER PIT

なら
ココ

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。

PIT：大人気チーム「Mercedes」「Ferrari」の上位ガ
レージが見られるエリアを確保。
SUPER PIT：大人気チーム「Ferrari」「RedBull」
両ガレージが見られるエリアのピット席の中でも最
も見やすい最後方部を確保。

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。※ツアーに含まれている基本観戦スタンド。
マシンのスピード、迫力を体感するには、観戦席のアレンジがおすすめです。

ROW

19
27
28

44
45
53
54

69

通常は・・・ H.I.S.なら

ROW

19
27
28

44
45
53
54

69

とても広いスタンドで、69段もあるスタンド席は勾
配もあり後方席だと、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。

ベイグランドスタンドに入ってくるマシンの加速か
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。マシンがスタン
ド下をくぐる場所は、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。

1
7
8

20

ROW

なら
ココ

「Mercedes」「Ferrari」両ガレージに面したエリアを
確保。ポディウム(表彰台)もバッチリご覧いただけま
す。ピット席の中でも一番のH.I.S.オススメエリア。 

メルセデスファン必見のチケット保持者限定のサービスを受けられます。
観戦スタンドは、メルセデスチームガレージに面したピットグランドスタンドでの観戦になります。

MERCEDES EXPERIENCE（PIT）

TURN2

PIT・SUPER PIT

BAYなら
ココ

観やすい
後方席を確保

ポディウム（イメージ）

ピット席（イメージ）

ターン2（イメージ）

ピット（イメージ）

ベイ（イメージ）コースウォーク（イメージ）

ホスピタリティ
スイート

（イメージ）

観やすい
中段～後方席を確保

観やすい前方エリアにて確保

サーキット（イメージ）

EZ link
カード付

特 典

～メルセデス エクスペリエンス～



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。

ターン1～ターン3へのエキサイティングなコーナリングを楽しめます。観覧席は通常より足元が広く、アームレスト付き、
食事やドリンク付きの他、充実のサービス内容で、ワンランク上のF1観戦をお楽しみいただけます。

観戦席が
重要な
ポイント

F1観戦は

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
TURN1

PADANG スタンフォード
STAMFORD

BAYベイ

PIT ピット

TURN2 ターン2

TURN3プレミア
ターン3

ランドパッケージ
ホテル 送迎

空港 ⇔ホテル間混乗送迎
F1チケット

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。

航空券は同営業所にて別途購入ください。

ホテルグレード

MRT最寄駅

ラグジュアリークラスホテル

ホテル名 マリーナベイサンズ
※プレミアルーム(※2）

マリーナベイ駅直結
最寄駅GATE8

ラグジュアリークラスホテル

JWマリオット・サウスビーチ

エスプラネード駅徒歩3分
GATE3徒歩3分

デラックスクラスホテル

コンラッド

エスプラネード駅及び
プロムナード駅徒歩3分

GATE2徒歩3分

スタンダードクラスホテル

パークロイヤル・オン・
ビーチロード(※1)

ニコルハイウェイ駅及び
ブギス駅徒歩5分
GATE1徒歩3分

スタンダードクラスホテル

ペニンシュラ・
エクセルシオール

シティホール駅徒歩1分
GATE3徒歩5分

エコノミークラスホテル

ホテル・ボス
※3名1室不可 ※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

88,000円
98,000円
28,000円
38,000円
13,000円

108,000円
118,000円
48,000円
58,000円
19,000円

128,000円

63,000円
19,000円

168,000円
198,000円
88,000円
128,000円
25,000円

188,000円
218,000円
98,000円
138,000円
30,000円

248,000円

158,000円
53,000円

お子様もお得！

2泊

3泊

延泊代金

1人部屋追加代金
2泊

3泊

(※1)

(※1)

(※2)

(※2)

(※1)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。2017年客室リノベーション後、バスタブは付いておりません。(※2)マリーナ・ベイサンズ：F1期間中の宿泊は、3泊以上必要です。

※ランドパッケージでお申し込みのお客様は追加代金5,000円にて手配可能。

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

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

■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。

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）

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）

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

ROW
1
3
4

11

通常は・・・

シンガポールGPは、観戦席の種類によって入場できるエリア制限があります。

H.I.S.なら

下段エリアだとフェンスから近すぎて、
見えづらい・・・。

ROW
1
3
4

11

ターン3プレミアの中でも最も観戦しやすい
厳選エリアにて確保。

なら
ココ

含まれるサービス
★ TURN3専用の充実したお食事券
　 （ディナー、軽食、おやつ）
★ ドリンク券（各日5杯分/アルコール含む）
★ ロフトバーエリア、
　 トラックサイドダイニングへのアクセス
★ アメニティパック
★ エグゼクティブトイレの利用

3日間ご利用可能

トラックサイドにて
迫力の観戦（イメージ）

ゆっくりくつろげます
（イメージ）

3日間の食事券と
ドリンク券付。
サーキット内での購入
や並ぶ時間も不要です。
（イメージ）

ロフトバーエリアから
優雅に観戦（イメージ）

2017年アメニティパック（イメージ）

観戦席からの眺め（イメージ）

シンガポール
早朝着コース限定 追加代金不要の選べる滞在プラン♪

A

シンガポール半日市内観光B

1.シンガポール動物園（入場券付）C

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。

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。

10：00の開園時間までお待ちいただくことになります。シンガポール動物園前の飲食店、ならびにリバーサファリ前
のスターバックスにて、ご休憩兼ねてご朝食をお召し上がりいただけます。（食事代はお客様ご負担になります）

ご案内とご注意

■所要時間：約4.5時間（8：30頃～13：00頃） ■食事：なし ■送迎付き　シンガポール動物園とリバーサファリは同エリアに位置し、それぞれの入場ゲートが異なります。
集合・解散場所は一箇所でのご案内になります。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、さらに園内をお楽しみ
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。

C1・C2 共通のご案内とご注意

2.リバーサファリ（入場券付）
アジア初＆唯一の川をテーマにしたテーマパーク
魚類、水生動物、陸上動物を野生に近い環境で飼育され観察ができます。雄大な自然を眺める遊覧船や、
リバークエスト(乗車チケット付）をお楽しみいただけます。珍しいマナティや、ここでなら並ぶことなく
ジャイアントパンダにも会えます。

■所要時間：約4時間（8：30頃～12：30頃）　■食事：なし

TURN3 PREMIER ～ワンランク上のスタンドにて優雅なF1観戦～

観やすい
中段～後方席
にて確保

サーキット（イメージ）

マーライオン（イメージ）

リバーサファリ（イメージ）

シンガポール動物園（イメージ）

EZ link
カード付

特 典



パンフレット有効期限：2018年4月1日～ 2018年9月5日

F1シンガポールGP
観戦ツアー2018

　　　
観戦席に
とことん

こだわります

●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  〒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

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。

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。

2017は、Ferrari Challenge Asia Pacific、
Porsche Carrera Cup Asia、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。
【過去出演者】カルヴィン・ハリス、アリアナ・グラン
デ、リアーナ、マルーン5、リンキンパーク、ジェニ
ファーロペス、マライヤキャリー、クィーンなど

サーキット（イメージ） サーキット内（イメージ）サーキット（イメージ） ライブ（イメージ） サポートレース（イメージ）サポートレース（イメージ） サーキット内（イメージ）

マリーナベイストリートサーキット（イメージ）

は

早期予約割引

4/30迄にご成約のお客様 15,000円割引
5/31迄にご成約のお客様 5,000円割引

オススメ観戦席にグレードアップされて

リピーター様割引

にご参加のお客様 5,000円割引
2017年又は2018年のH.I.S.F1観戦ツアー

上記割引の併用可能です。最大2.0万円割引！各割引は旅
行代金より割引致します。※上記早期申込割引期日までに、
ご予約金のご入金及び申込書のご提出が必要となります。

●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。
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