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海部川風流マラソン ご参加の皆様へ

■宿泊プラン（募集型企画旅行） 
宿泊設定日：2020年2月15日㈯   　　　※宿泊プランにはマラソン参加料は含まれません。

料金区分 タイプ 旅行代金 申込記号 利用予定施設（下記のいずれか） 宿泊条件

Ａ
（海陽町）

和室(相部屋利用)4名～5名 10,600円 Ａ－1

①ホテルリビエラししくい

※洋室　バス・トイレ付

1泊2食付
（税サ込）

和室(グループ利用)2名～3名利用 15,000円 Ａ－2
洋室 ツイン･トリプル(グループ利用)2名～3名利用 15,000円 Ａ－3
洋室 シングル(1名利用） 18,300円 Ａ－4

Ｂ
（海陽町）

和室(相部屋利用)4名～5名 9,800円 Ｂ－1

②ふれあいの宿遊遊NASA

※洋室　バス・トイレ付

1泊2食付
（税サ込）

和室(グループ利用)2名～3名利用 12,000円 Ｂ－2
洋室 ツイン･トリプル(グループ利用)2名～3名利用 12,000円 Ｂ－3
洋室 シングル(1名利用） 15,500円 Ｂ－4

Ｃ
（海陽町）

和室(相部屋利用)4名～5名 7,400円 Ｃ－1 ④鯖大師へんろ会館　　⑤民宿吉田
⑥民宿竹ヶ島　　　　　⑦温泉民宿はるる亭
⑧辨天屋旅館　

1泊2食付
（税サ込）和室(グループ利用)2名～3名利用 8,500円 Ｃ－2

和室(1名利用） 9,600円 Ｃ－3

《宿泊プラン条件》
•小児は同額、寝具及び食事なしの幼児（満２歳未満）
　は無料です。
•最少催行人員：１名様
《旅行代金に含まれるもの》
　宿泊費（2食付）及び諸税、サービス料
《旅行代金に含まれないもの》
•宿泊施設までの交通費
•マラソン参加料
•個人的性格の諸費用
《宿泊プラン変更・取消について》
　変更・取消が生じた場合は、お早めにご連絡下さい。
 なお取消の場合は、右記取消料を申し受けます。

■日帰りバスプラン（募集型企画旅行）
　設定日：2020年2月16日㈰

２/１６㈰
徳島駅前
［ 5:00発］

会　場（まぜのおか蛇王運動公園）
　　　　　［ 7:00着］

　会　　場
［15:00発］

徳島駅前
［17:00着］

徳島空港
［17:40着］

《お一人様あたり旅行代金》※日帰りバスプランにはマラソン参加料は含まれません。

乗 車 区 間 申込記号 旅行代金

往　　復【徳島駅前→会場】 Ｄ－１ 4,100円

往　　復【徳島駅前→会場→徳島空港】 Ｄ－２ 4,400円

往路のみ【徳島駅前→会場】 Ｄ－３ 2,800円

復路のみ【会場→徳島駅前】 Ｄ－４ 2,800円

復路のみ【会場→徳島空港】 Ｄ－５ 3,100円

《日帰りバスプラン条件》
•小児は同額、座席を用意しない幼児（満２歳未満）は無料
　です。
•最少催行人員：30名様（各コース合計人数）
•添乗員：同行いたしません。現地係員がご案内いたします。
•集合場所・集合時間の厳守をお願い致します。定時までに
　ご集合いただけない場合は、権利放棄とみなし出発させて
　いただきますので、予めご了承下さい。
•食事条件：なし
•全席指定制となります。
　（予め弊社にて決めさせていただきます）
•バス会社名：「徳南交通」
•天候・道路事情などやむを得ない理由により配車・出発・
　到着時刻が遅れる場合がございます。予めご了承下さい。

《添乗員》
　同行致しません。
　必要な書類をお渡ししますので、手続きはお客様自身で行って頂きます。
《相部屋利用について》
　他のお客様と同室になります。

契約解除日 取消料(お1人様）

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

1.8日目にあたる日以前の解除 無　料
2.7日前～2日前までの解除 旅行代金の20％
3.旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
4.当日の解除（5を除く） 旅行代金の50％
5.旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

•車内は禁煙とさせていただきます。また車内での携帯電話のご使用はご
遠慮下さい。

•復路会場発15：00に間に合わない見込のお客様は、往路のみでお申込み
ください。

　帰路は、会場～浅川駅間は無料のシャトルバスが運行しております。
　浅川駅～徳島駅はJRが運行しております。（別途料金が必要）
　以上の無料シャトルバス及びJRは旅行契約に含まれておりません。
《旅行代金に含まれるもの》
　日程に明示した運送機関の運賃・料金
《旅行代金に含まれないもの》
　自宅から発着地までの交通費・宿泊費・マラソン参加料　
《バスプラン変更・取消について》
　変更・取消が生じた場合は、お早めにご連絡下さい。
　なお取消の場合は、下記取消料を申し受けます。

■大会に関するお問い合わせ先

海部川風流マラソン大会事務局
〒775-0595 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字宍喰364番地1

TEL.0884-76-1513
FAX.0884-76-3686

月～金／9：00～17：00
※土･日･祝日、12/28～1/3を除く

■旅行企画・実施《お問い合わせ･申込先》

JTB 徳島支店
観光庁長官登録旅行業第64号日本旅行業協会正会員

〒770－0831　徳島市寺島本町西1丁目33

TEL.088-623-7708
FAX.088-654-5120
http://www.jtb.co.jp/shop/tokushima/

［営業時間］9：30～17：30（土･日･祝休業）

総合旅行業務取扱管理者：岸本　悠

※土･日･祝日、12/30～1/3を除く

■徳島までの主要交通アクセス

■マイカーを使って
神戸から約１時間40分

■飛行機を使って
東京（羽田）から約１時間10分

福岡から約１時間10分

◎徳島空港から

　JR徳島駅前までバスで約24分

■フェリーを使って
和歌山港から徳島港まで約２時間

◎徳島港からＪＲ徳島駅前まで

　バスで約20分

■高速バスを使って
JR徳島駅までの所要時間
 ● 東京から約10時間
 ● 神戸（三宮）から約２時間
 ● 大阪（梅田）から約２時間45分
 ● 京都から約２時間50分
 ● 広島から約３時間45分
 ● 岡山から約２時間30分

 ● 高松から約１時間30分
 ● 高知から約２時間40分
 ● 松山から約３時間25分

■ＪＲを使って
JR岡山駅から瀬戸大橋、高松を経由して

JR徳島駅まで最短１時間53分

■徳島から海陽町までの交通アクセス

■マイカーを使って
徳島市内から（国道55号）約2時間

高知市内から（国道55号）約2時間30分

■鉄道を使って
JR徳島駅から特急で約1時間30分

海陽町
宿　泊
マップ
大会当日会場までのアクセス
１．交通手段のある場合
　　（マイカー、レンタカー利用）
　指定駐車場より会場までシャトルバス
をご利用下さい。

２．交通手段のない場合
　各宿泊施設の送迎車またはタクシーを
ご利用下さい。

契約解除日 取消料(お1人様）

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

1.8日目にあたる日以前の解除 無　料
2.7日前～2日前までの解除 旅行代金の20％
3.旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
4.当日の解除（5を除く） 旅行代金の50％
5.旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

❶ホテルリビエラししくい
❷ふれあいの宿遊遊NASA
❸鯖大師へんろ会館
❹民宿吉田
❺民宿竹ヶ島
❻温泉民宿はるる亭
❼辨天屋旅館

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任
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り
ましたら、ご遠慮なく前記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

承認番号 Ｗ1809033

マラソン参加者、応援者向け

◆「往路のみ」は出発当日集合場所での受付終了後に開始となり、会場退場時に終了いたします。
◆「復路のみ」会場入場時に開始となり帰着地でのバス降車時に終了いたします。


