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●旅行企画・実施 ●お申し込み・お問い合わせ

●受託販売

観光庁長官登録旅行業第724号
〒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

トラベル担当:渋谷
コナミスポーツ株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川４－10－1

TEL:0570-000-573
＜営業時間＞月～金10：00～17：00（土・日・祝休日を除く）

総合旅行業務取扱管理者：渋谷 真

●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精算いたしません。
●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。

●ハワイ州へ渡航される日本国籍の方の場合、帰国日まで有効期間を有するパスポートが必要となります。また以下の条
件を全て満たす場合であればビザ（査証）は不要となります。（ア）観光目的で90日以内の滞在の場合、（イ）アメリカ隣
接国以外への往復航空券を入国時に所持し、提示できること、（ウ）機械読取式の旅券（パスポート）を所持していること、
（エ）その他「米国査証免除プログラム」の条件を満たしていること
●日本国籍の方はアメリカ入国の際にESTA（アメリカ電子渡航認証システム）の登録が必要となります。
2016年1月21日より入国に関する「ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」が施行されました。この法
により、下記に該当する渡航者はビザ免除プログラム(ESTA)を利用出来ず、非移民ビザを取得する必要がございます。
1.ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエ
メンに渡航または滞在したことがある（2016年2月18日よりリビア、ソマリア、イエメンが追加）2.ビザ免除プログラム
参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者ただし、国際機関の代表
公務、ジャーナリストの報道渡航、合法的な商用渡航等、個々の審査により免除される場合もございます。上記条件に該
当される渡航者は最寄の米国大使館・領事館にご相談ください。エイチ・アイ・エスでESTAの代行登録【コード：ＶＵＳ】を
受け付けております。■代行申請代金はお問い合わせください。

●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さい。

日本国籍の方のビザ（査証）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

現地危惧情報・衛生情報
●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。

空港諸税等について

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

国名 税・料の名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円
目安額

2019年5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：￥2,730 子供：￥1,370

￥310（大人・子供同額）

成田空港旅客保安サービス料

関西国際空港旅客サービス施設使用料

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

ー

ー

対象 不要

不要

国際線出発

ー 対象 不要国際線出発

対象

ー 不要対象

国際線出発

￥1,000（大人・子供同額）国際観光旅客税 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すすめします。（3）特別な手配をご希望の方は、必ずお申し込み時に
担当者お知らせください（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）をお読みください。

共通のご案内　※別紙「お申し込み前のご案内とご注意」を必ずお読みください。

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

＄36.60国際通行税（往復分） ¥4,210 対象 対象米国から/へ国際線で出発到着する旅客

＄5.56税関審査料 ¥650 対象 対象米国へ入国する旅客

＄7.00入国審査料 ¥810 対象 対象米国へ入国する旅客

＄3.96動植物検疫使用料 ¥460 対象 対象米国へ入国する旅客

日本

アメリカ
合衆国

＄5.60航空保安料（搭乗1回につき） ¥650 対象 対象米国の空港から搭乗する旅客

＄4,50空港施設使用料 ¥520 対象 不要米国の空港からの出発旅客

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この旅行の契約に
関し担当者からの説明にご不明な点があれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。観光庁長官登録旅行業第866号 JATA正会員 

レースエントリー情報

利用ホテル

お申し込みから出発までの流れ

28,000円
9,000円
5,500円

33,000円
10,000円
6,500円

US＄380
US＄100
US＄70

※日本受付には別途事務手数料5%がかかります。※スマホからのお申し込みも可。

フルマラソン（42.195km）

カラカウア メリーマイル（1.6Km）
10Kラン＆ウォーク

第２次 
2019年10月17日（木）～11月12日（火）

第1次 
2019年5月15日（水）～10月16日（水） 現地受付

https://www.honolulumarathon.jp/2019/

ホノルルマラソン
事務局
ホームページ

エントリーはお客様ご自身となります。

コナミスポーツクラブにて「旅
行申込書」を受け取り、必要事
項を記載してご提出ください。

お申し込み後10日以内
に旅行の第一信ご案内
をお送りいたします。

申 込 金（30,000円）の
ご入金をお願いいたし
ます。

出発の１カ月前までに
旅行代金の残金をお支
払いください。

ご出発の５日前までに
最終のご案内をお送り
いたします。

肖像権について 本ツアーに関するすべてのイベントの模様は写真・映像資料として使用する場合がございます。また、この場合の肖像権の使用につきましてはイベントの内容を
包含するものとして、すべてイベント主催者に帰属します。

※10月下旬までに残金案内の
　書面をお送りいたします。

※Webからでもお申込み可能です。

1 2 3 4 5

2019.12.08（日） 開催

東京スポーツイベントセクション　担当：牛谷（ウシヤ） 日高（ヒダカ）

TEL:03-5360-4681 ＜営業時間＞月～金/10:00～18:30
　　　　　　土・日・祝休日/11:00～18:00

JAL HONOLULU MARATHON
10K RUN & WALK

タパタワー客室一例

スタート地点に近い （徒歩15分） タパタワー内 コナミスポーツクラブ専用 ツアーデスク設置

オアフ島最大級のホテル・ビーチリゾート。ウォータースライダーや巨大ラ
グーンプールなど6つのプールに、90を越える専門店が並んだショッピング
アーケード、18のレストランやバーなど、さまざまなアクティビティース
ポットをもつハワイの楽しみが全て詰まったホテルです。

レインボータワー：虹のモザイク画が印象的な、ビレッジ内で最もビーチに近
い人気のタワー。お部屋はオーシャンビューとなります。
タパタワー：リゾートの中心地に建ち利便性の良さが魅力、専用プールもあり。
■ホテル事情や地域の慣習により、シャワーのみのお部屋となる場合がございます。■3名1室ご利用
は、ベッドの台数の事前確約は出来かねます。2台又は1台のご利用となる可能性もございます。また、
2名1室ご利用の場合でも、ベッド台数の確約はできかねます。予めご了承下さい。■ホテルランク/
グレードは、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ デラックスホテル レインボータワー、タパタワー利用

外観（イメージ）

詳細はコナミスポーツクラブホームぺージをご覧ください。 コナミホノルル 検 索

2019年6月17日(月) ～ 2019年9月30日(月)
募集期間
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Konami0606

朝食券（ヒルトンホテル内でご使用いただけます。）
お1人様5,000円引き（3名様1室でお申し込み時）

アーリーエントリー特典
トリプル割引

12/4
（水）

12/5
（木）

12/6
（金）

12/4（水）出発 7日間
夜：空港にてカウンセラーの自己紹介と出発前の結団式
日本（18：55～22：25）発　（直行）空路ホノルルへ （日付変更線通過） ホノルル（07：05～12：05）着
　　　　　 午後：ランチ交流会
16:00以降 ホテルチェックイン 

日本（18：55～22：25）発　（直行）空路ホノルルへ
（日付変更線通過） ホノルル（07：05～12：05）着
空港到着後、ゼッケン受取とツアーオリエンテーションへ
16:00以降 ホテルチェックイン 

午前：ゼッケン受取とツアーオリエンテーション
午後：自由行動

12/4（水）出発 8日間 12/5（木）出発 7日間
初心者あんしんコース ゆったり滞在コース 満喫おすすめコース

おすすめ

12/4（水）出発 7日間発着地

東京（成田）
直行便

ホテルクラス
レインボータワー
　　　タパタワー

289,000円
249,000円

309,000円
269,000円

304,000円
264,000円

タパタワー：７日間 100,000円、８日間 120,000円　　　レインボー：７日間 150,000円、８日間 180,000円

あり
あり

あり
あり

なし
なし

12/4（水）出発 8日間 12/5（木）出発 7日間
スタッフ
見送り

初心者あんしんコース ゆったり滞在コース 満喫おすすめコース

朝：コンディショニングラン＆ウォーク
【ホノルル泊】

【ホノルル泊】

希望者 無料

午後：自由行動

深夜：徒歩にてスタート地点へ

＜ゴール地点テント内でのサービス＞
○昼食（軽食）：各自（応援の方含む）お取りください。　○クロークサービス（荷物受け取り）　○アイスサービス（巾着袋に氷を入れてお渡しします）など。 
※詳細は出発前にお渡しします日程表をご覧ください。 午後（15:00頃）：ゴールテントは衛生管理上、撤収いたします。

午前：競技説明会・団結式
16:00～18：00 ゴール地点での荷物預かり（ヒルトンのツアールームにて）
16:00～17：00 当日の荷物チェック（必要なもの不要なものをカウンセラーと確認しましょう）
夕刻：12/8のランナーズ朝食弁当のお渡し（おにぎり3個、バナナ1本、飲み物、あんぱん1個）※内容は変更になる場合がございます。

ヒルトンハワイアンビレッジで19:45ごろ～（約5分間）花火がお楽しみいただけます。

朝：コンディショニングラン＆ウォーク希望者 無料

朝：コンディショニングラン＆ウォーク希望者 無料

カウンセラーと行く！オリジナルオプショナルツアー in マカプウ岬とカイルア方面希望者 有料

夕刻：サンセットビーチヨガ or ストレッチ希望者 無料

夕刻：サンセットビーチヨガ or ストレッチ
夜：ホノルルマラソン アロハ フライデーナイト（18:00～20:30予定）

希望者

大 会 主 催

朝：カラカウア メリーマイル（約1.6㎞走、07:00スタート予定）大 会 主 催

09：00～17：00開催（予定）：フィニッシャーマンデー　開催場所：ハワイコンベンションセンター大 会 主 催

無料

夜：完走完歩パーティ（100セイルズ）希望者 有料

希望者 有料

カウンセラーと行くオリジナルオプショナルツアー inノースショア希望者 有料

【ホノルル泊】

【ホノルル泊】

【ホノルル泊】

【ホノルル泊】【機中泊】

【機中泊】

現地係員がホテルより空港へご案内します。
09：00～14：00ホノルル発　（直行）
空路、ご帰国の途へ　（日付変更線通過）

終日：自由行動 

日本（14：00～20：00）着
着後、解散となります。

現地係員がホテルより空港へご案内します。
09：00～14：00ホノルル発　（直行）　空路、ご帰国の途へ　（日付変更線通過）

日本（14：00～20：00）着 　着後、解散となります。

12/7
（土）

12/8
（日）

12/9
（月）

12/10
（火）

12/11
（水）

午前5:00～同時スタート　JALホノルルマラソン 10Kラン＆ウォーク

スタッフ
見送り

スタッフ
見送り

大阪直行便

一人部屋追加代金

レインボータワー
　　　タパタワー

319,000円
279,000円

349,000円
309,000円

あり
あり

なし
なし

スケジュール

旅行代金
※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

■ 時間帯の目安 23：00～18：00～16：00～12：00～08：00～06：00～早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜04：00～

旅行代金とあわせて、表示されている燃油サーチャージの金額をお支払いいただきます。
※5月29日現在、燃油サーチャージ：往復8,000円（変更になる可能性がございます）

大人お1人様 /
2・３名1室利用

燃油サーチャージは旅行代金に含まれておりません

上記以外の日程で参加希望の場合や
羽田空港発着希望など

お見積りにて対応いたします。

＜旅行条件＞■募集締切：2019年9月30日（月）　■募集人員：200名/最少催行人員90名　■利用航空会社：日本航空、全日空、デルタ航空、ユナイテッド航空、ハワイアン航空のいずれか（指定不可）　■利用ホテル：旅行代金
参照　■食事：朝食1回（ランナーズ朝食弁当）マラソン当日テント内軽食１回　■添乗員：なし（現地係員）■子供代金（2歳以上、12歳未満の方）：ベッドなし・食事なしの場合、上記より55,000円引き、ベッドあり・食事ありの
場合、上記より20,000円引きとなります。■幼児代金（旅行帰国まで2歳未満の方）：一律35,000円(航空機・バスの座席、宿泊ホテルのベッドはありません）
＜ご案内とご注意＞■記載代金以外に、国内空港使用料（別途詳細記載）・アメリカ出入国税、燃油サーチャージ等が別途必要となります。■エントリー代金は含まれておりません。エントリーはオンラインのみのお申し込み
となるため、代行は承っておりません。詳しくは裏面エントリー情報をご確認ください。■日本国籍の方はアメリカ入国の際にESTA（アメリカ電子渡航認証システム）の登録が必要となります。代行ご希望の場合はお申
し込み時に担当へお伝えください。代行費用別途6,000円(登録料含む)■航空機内のお座席の隣席保証はいたしかねます。当日空港でのチェックイン時のご案内となります。■現地連絡先の電話番号はご出発前にお渡
しする最終旅行日程表にてお知らせします。■ご出発日によっては、記載時間帯以外の臨時便を使用することがあります。必ず最終日程表で確定便・時刻をご確認ください。■ホテルチェックインの際に、ホテル側から
滞在中の保証としてクレジットカードもしくは現金でデポジット（預かり金）をいただく制度がございます。（金額はホテルにより異なります）デポジットはお客様がお部屋でご利用になったものに当てられますので、
チェックアウト時にまとめて精算・返金されます。■航空会社の諸事情などにより、予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。■一人参加男女別相部屋希望のお客様は、当方で男女別相部屋で部屋割
りをさせていただきます。部屋割りの際は、所属施設、お住まいの地域などを考慮して行って参りますが、それらのケースに当てはまらない場合は、当方で無作為で部屋割りをさせていただきますので予めご了承ください。

■地方国内線追加料金　札幌：30,000円、名古屋：20,000円、大阪：15,000円、福岡：20,000円、沖縄：30,000円
■相部屋希望代金　10,000円　※レインボータワーは適応外となります。

おすすめ

おすすめ

コナミスポーツクラブ ホノルルマラソンツアーうれしいポイント♬

現地サポートプログラムが満載！
● コナミスポーツクラブオリジナルランシャツプレゼント
● コンディショニングラン
● サンセットヨガ

● 競技説明会、団結式
● ランナーズ朝食弁当

● 完走完歩パーティ
● 完走証授与式

今年で３２回目となるコナミスポーツクラブ
のホノルルマラソンツアー。
１万人以上を完走させている実績と経験
が、皆さまをサポートいたします。

コナミスポーツクラブスタッフが、厳選し
たとっておきのハワイを皆さまと一緒に
観光したり、グルメを楽しんだりと、初めて
の人からリピーターまで、全力でサポート
いたします。

ホノルルマラソン前に、足や腰に
不安がある方は、コナミスポーツ
クラブスタッフによるテーピング
サポート、カウンセリングが受け
られます。

東京・横浜・大阪・福岡で練習会を開催。
出発前からツアーの仲間を見つけましょう！

コースの隅々まで熟知したスタッフによる
徹底した安全管理。最終ランナーには伴走
が付き、全員がゴールするまでスタッフが
必ずゴールで待っているという安心感がコ
ナミスポーツクラブにはあります。
（過去最長15時間）

※それ以外のエリアでは、マンツーマンでホノルルマラ
　ソン完走をサポートします。

団結式（イメージ）

サンセットヨガ（イメージ）

テーピングサポート
（イメージ）

練習会（イメージ）

花火（イメージ）

ホノルル（イメージ）

Point

1

今年もパーフェクトサポート ５つの宣言！！Point

2

その他うれしい特典！
お客様にお得にご参加いただけて、ホノルル滞在を充実させるウレシイ特典を多数ご用意しています。

● アーリーエントリー特典、トリプル割引をご用意 ※詳しくは旅行代金項目をご参照ください。
● 滞在中の移動に便利な、LEALEAトロリー乗り放題
● Wi-Fiルーター兼国内線電話無料「LeaLeaスマートWi-Phone」
　 1部屋につき1台レンタル無料
● 成田空港発着限定： 追加代金1万円で並び席保障プラン

Point

3

同一旅程、同時予約のお客様は追加代金往復1万円にて国際線の並び席をご用意します。
並び席を事前にご希望されない場合は、並び席を保証されません。

＜ご利用条件＞●同一日程、同時申込みの場合に限ります。●航空座席の配置は横並びにならない場合があります。4名以上の場合、全員がお近くにならない場合があります。●窓際・
通路側・スクリーン前後等の事前予約、座席番号の回答はできません。●最終日程表でご案内している時間までにお越しいただけない場合は、お隣同士のシートをご利用できない場合
があります。●7名様以上の場合は、対象外となります。●日本発着の国際線区間対象です。●ご予約時ご依頼いただいた場合に限ります。●幼児ベット(バシネット)などの特別な配慮
が必要な場合、ご用意できない場合がございます。●幼児が２名以上の場合、対象外となります。●空港チェックインは2時間前までにお願いいたします。●お申込み完了後に、ご参加
人数の一部追加やお取り消しがある場合、並び席にならない場合がございます。

航空券、ホテルをご自身で手配されたホノルルからの合流プラン

現地サポートプラン 大人お1人様 / 50,000円
●現地ツアーデスク
●大会中のサポート・応援・ゴールテントサービス（マッサージ除く）

●大会中のコナミスポーツクラブスタッフによるサポートプラン
内容

Smart Wi-Phone
（イメージ）

LeaLeaトロリー
（イメージ）

01  実 績 02  合同練習会・講習

04  コナミスポーツクラブスタッフ同行 05  テーピングサポート

03  安全管理と安心

※ツアーの旅行代金には含まれております。

コナミスポーツクラブ
「歩く」「走る」をはじめよう！ウォーク＆ランベース開催中！

東京 横浜 福岡大阪

仲間が
できる

初めて
でも
安心

レベル
UP
できる

「歩く」「走る」を仲間と共に楽しむビギナー向けの練習会です。大会を目
指す方や景色を楽しみながら歩く方など、幅広いお客様にご参加いただ
いています。ウォーク＆ランのノウハウを伝授する、ビギナーにおすすめ
のイベントです。　　　　　 詳しくはWEBページをご確認ください。

6月～12月
出発までのサポート

※間際での機材変更、及び航空会社の都合により、並び席がご用意
　できなかった場合は対象外とさせて頂きます。帰国後ご返金します！万が一、並び席をご用意できなかった場合アレンジ代金は


