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日本・シンガポール
外交関係樹立50周年記念

シンガポールマラソン2016

アジア最大級のビッグレース

2016年12月2日出発限定成田・羽田・中部・関西・福岡発着

112,000円〜131,000円
シンガポール3泊5日間 　お一人様（2名1室）

SIAホリデイズはシンガポール航空関連企業トレードウインズ社が運営するツアーです

フルマラソン
ハーフマラソン
10kmレース
800mキッズダッシュ

2016年

12月4日（日）開催

後援 協賛 協力

10月20日（木）エントリー締め切り！

シンガポールマラソン
シンガポール航空で行く！

ツアー

燃油サーチャージは旅行代金に含まれております。

SIAホリデイズ・シンガポールマラソンツアーをご購入された方に

ジュウリュウ ®トップは、肩甲骨のまわりから、おなか、背中に沿ってサポー
トラインを配置することで、肩甲骨の可動域を広げ、カラダ全体を使った効率
のよい動きへと導きます。

SICスポーツ情報センター内

シンガポールマラソン日本事務局
〒105-0004　東京都港区新橋 5-7-13　ビュロー新橋502
TEL.03-5733-2451　FAX.03-5733-2452
http://www.sports-info.co.jp/singapore2016/index.html

1. シンガポールマラソン日本事務局を通じて申込まれた方に限ります。
2. 申込み先着４00名様に達し次第、今回のプレゼントキャンペーンは締め切らせて頂きます。
3. 商品の受け渡しは大会前々日～前日の 2日間、シンガポール現地で行われる大会受付
（レースキット受取り）の際にお一人様 1個差し上げます。
（受付日時、受付会場の詳細は当サイト及びレースガイド等でご案内します）

※色はグレーとブルーの 2 種類ありますが、事前に色はお選び頂けません。

アシックスジャパンから
素敵なプレゼントキャンペーン実施中！

アシックス特製
トートバッグ

（SJ50ロゴ入り）
をもれなくプレゼント！

お申込み先着400名様にもれなく

※画像はイメージです。※デザインは予告なく変更となる場合がございます。ご了承下さい。

先着
100名様

限定！

大 会 の
申 込 み
お問い合わせ
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1 シンガポールマラソン特別企画！

〈2015年大会イメージ〉

2016

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第366号　JATA正会員
株式会社オーバーシーズトラベル

〒105-0004　東京都中央区銀座1-16-7　大栄ビル 2F
TEL.03-3567-2245　　 info@sia-holidays.jp
http://www.sia-holidays.jp

ツ ア ー の
申 込 み
お問い合わせ

大会概要

シンガポール・エクスプローラー・パス1日券付き！

ワコール「CW-X」の機能性ウェア
ジュウリュウ® トップを

プレゼント

総額
S$341
（約32,000円相当）

20箇所以上の
アトラクションが
ぜ〜んぶ使える！

POINT

3 YourSingapore Passportプレゼント！

SIAホリデイズ詳しくは 検索



フルマラソンスタート

ハーフマラソンスタート

オーチャードロード

マリーナ・ゴルフコース

全種目・ゴール
パダン市庁舎前

イーストコースト公園

　フル折返し
＜22km地点＞

フル・ハーフ分岐地点
＜12km地点＞

フル・ハーフ合流地点
＜32km地点＞

大観覧車

マーライオン

チャイナタウン

※ コースルートは一部変更される場合もあります。
　（Running-routes are subject to change）

フルマラソン

ハーフマラソン

10kmレース

各種目コースルート

S

10kmマラソンスタート

S
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シンガポールマラソン2016
全種目コースマップ

フォートカニング
公園

パダン
広場

シンガポール
スポーツハブ

ニコル・ハイウェー

マリーナイーストドライブ

イーストコースト・

パークウェー

ペナンロード

アッパーピッカリン

ストリート

マリーナコースタル

エクスプレスウエー

ラッフルズアベニュー

マリーナブルーバード
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シンガポールマラソンツアー2016  旅行代金〈大人お一人様：2名一室利用〉 （単位：円）

ホテル名 成田・羽田発 中部・関西・福岡発
１人部屋追加代金

延泊代金
（１泊につき）

Mホテル 112,000 117,000 28,000
アマラホテル 114,000 119,000 29,000
オーチャードホテル 116,000 121,000 31,000
オアシア・ダウンタウン 120,000 125,000 33,000
マリーナマンダリン 126,000 131,000 36,000

（注1）※印のホテルはトリプル（3名1室）利用ができません。その他ホテルはご利用可能ですが、エキストラベッドの確約ができません。ご了承ください。（注2）各ホテルともツインルームに限りがあるため、ダブルベットのお部屋となる場合がございます。また、ホテルによりシャワーのみのお部屋となる場合がございます。

日 程 シンガポールマラソンツアー2016　３泊５日　

12月２日
（金）

午前:日本発（成田・羽田・中部・関西・福岡）Yシンガポール航空にてシンガポールへ
※プレミアムエコノミークラスご希望のお客様は、成田発シンガポール航空011便となります。
　SQ011便　成田発15:00Yシンガポール着21:40
夕刻:シンガポール到着。その後、ホテルへご案内Q
※�ホテルのチェックイン、チェックアウトはお客様ご自身にてお願いいたします

【シンガポール泊】□D□

12月3日
（土）

朝:ホテルにて朝食
午前:車窓にて、コース下見（ゼッケン受け取り）
午後:自由行動

�【シンガポール泊】G□□

12月4日
（日）

2:30�指定の場所に集合、ガイドがMRT（地下鉄）にてスタート場所へお連れいたします。
早朝:※当日は交通規制によりMRTでのご案内になります。
※集合場所は最終日程表に記載します。
4:00 フルマラソン・ハーフマラソン スタート！
6:45 10kmレース スタート！
午後:レース終了後、各自ホテルへ�その後、自由行動

�【シンガポール泊】G□□

12月5日
（月）

朝:ホテルにて朝食
出発まで自由行動（お部屋は12：00までご利用いただけます。）

夜:ホテル発、空港へQ

深夜:シンガポール発Yシンガポール航空にて各地へ
【機中泊】G□□

12月6日
（火）

日本着（成田・羽田・中部・関西・福岡）�
D□□

シンガポール・エクスプローラーパス1日券をお楽しみください。

●日本発着利用航空会社：シンガポール航空　
●延泊は10日間まで�※延泊の場合は終日自由行動（朝食付き・エクスプローラーパスなし）が追加となります。
●最少催行人員：1名様より●食事：朝食3回、昼食0回、夕食0回（機内食は除く）●添乗員：同行しませんが、現地係員がお世話致します。

お部屋の一例

Mホテル※

※燃油サーチャージは旅行代金に含まれております。旅行契約成立後に増額または減額、廃止されても増額分の
　追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません。　
※上記旅行代金の他に各発着地空港諸税（下記参照）とシンガポール空港使用税2,900円が別途必要です。出発
　前に、旅行代金と一緒にお支払いください。

●成田空港施設使用料(大人2,610円、子供1,570円)、空港旅客保安サービス料(大人・子供520円)
●羽田空港施設使用料(大人2,570円、子供1,280円)、空港旅客保安サービス料(大人・子供100円)
●中部空港施設使用料(大人2,500円、子供1,250円)、空港旅客保安サービス料(大人310円、子供150円)
●関西空港施設使用料(大人2,730円、子供1,370円)、空港旅客保安サービス料(大人・子供310円)
●福岡空港施設使用料(大人970円、子供490円)

各発着地空港諸税

お部屋の一例

アマラホテル

お部屋の一例

オーチャードホテル

お部屋の一例

オアシア・ダウンタウン

お部屋の一例

マリーナマンダリン

シンガポールマラソン 2016 大会実施要項
■開催日：2016 年12 月 4日（日）午前 4 時 00 分～種目別に順次スタート！
■競技種目

種 目 スタート時間 スタート地点 ゴール地点 制限時間 年齢制限 ランナー定員
フルマラソン 4:00AM オーチャードロード

（路上スタート） パダン市庁舎前
(全種目とも同一)

8時間 18歳以上 12,000名
ハーフマラソン 4:00AM 4時間 16歳以上 13,000名

10kmレース 6:45AM エスプラネード
ブリッジ 2時間 14歳以上 20,000名

800m
キッズダッシュ

＜12月3日(土)開催＞
3歳以下…6:00PM

4歳～6歳…6:30PM
7歳～9歳…7:30PM

10歳～13歳…8:00PM

オーチャードロード・路上をスタートし折
返し周回コースとなります。

制限時間
ナシ 13歳以下

5,200名
(各年齢別合

計)

※ 800m キッズダッシュ種目に 6 歳以下のお子様が出場される場合、ご両親もしくは保護者の方 1 名の伴走（エントリー代無料）が必要
となります。
※出場申込みの詳細、各種目別の大会エントリー代、申込み締切日及び大会受付（レースパック受取り）については、当サイト内「出場申込み」
をご参照願います。

■参加定員：55,000 名（全種目合計）
■タイム計測システム
本大会のタイム計測は「チャンピオンチップ・システム」が導入されます。ランニングシューズの紐にチップを括り付ける
タイプで、各種目のスタート地点直下の磁気マットを通過する時点から作動し、各ランナーのネットタイム計測及び順位
測定に利用されます。大会受付時にナンバーカードと共に渡されますので当日までなくさないようご注意下さい。また本
大会専用チップですので、フィニッシュ後に返却する必要はありません。ナンバーカードと共に記念にお持ち帰り下さい。

■手荷物預け
着替えやタオル等の手荷物を預ける場合は、大会受付時に渡されるグッディーバッグに荷物を入れてナンバカードに付いて
いるナンバー入りの手荷物タッグを結び付けて各種目別に下記の手荷物預かり場所にてスタート 30 分前迄にお預け下さい。

種 目 手荷物預け場所 お預かり時間帯 手荷物受取り場所
フルマラソン・
ハーフマラソン

Anguilla Carpark
（アンギラ駐車場） 2:30AM～3:30AM

War Memorial Park（戦争記念公園）
※全種目とも同一場所

10kmレース War Memorial Park
（戦争記念公園） 5:15AM～6:15AM

レース終了後はナンバーカードを提示してお受取り頂きます。13 時を過ぎても引き取られない荷物は一旦回収されますのでご注意下さい。
またパスポートや多額の現金等の貴重品はお預けになりませんようお願いします。

■スタートゾーンの区分け（フルマラソン・ハーフマラソン・10kmレース）
フルマラソン、ハーフマラソン及び 10km レースに出場するランナーは、ご自身の持ちタイム（自己ベスト）もしくは完
走予想（目標）タイムによって男女別に下記のスタートゾーン（A ゾーン～ F ゾーン）に区分けされます。

種 目 フルマラソン ハーフマラソン 10kmレース
男女別 男子 女子 男子 女子 男女共通
Aゾーン 3時間00分以内 3時間30分以内 1時間30分以内 1時間45分以内 40分未満
Bゾーン 3時間00分～3時間30分未満 3時間30分～4時間00分未満 1時間30分～1時間45分未満 1時間45分～2時間00分未満 40分～50分未満
Cゾーン 3時間30分～4時間00分未満 4時間00分～5時間00分未満 1時間45分～2時間00分未満 2時間00分～2時間30分未満 50分～1時間00分未満
Dゾーン 4時間00分～5時間00分未満 5時間00分～6時間00分未満 2時間00分～2時間30分未満 2時間30分～3時間00分未満 1時間00分以上
Eゾーン 5時間00分～6時間00分未満 6時間00分以上 2時間30分～3時間00分未満 3時間00分以上 ―
Fゾーン 6時間00分以上 ― 3時間00分以上 ― ―

申込み時は出場される種目の過去 3 年以内のベストタイム及び自己ベストを出された西暦年月と大会名、また今回の予想（目標）タイム
を必ずご記載願います。またフルマラソン及びハーフマラソン出場者で A ゾーンのスタートに該当されるランナーの方はベストタイムを証
明できる完走証（もしくは記録集コピー）を日本事務局宛て郵送もしくはメール添付にてお送り願います。（メールアドレス：marathon@
sports-info.co.jp）原則として記載頂きました予想（目標）タイムに従ってスタートゾーン区分けされますが、ゾーン別のランナー人員によっ
てはご希望に副えない場合もありますこと、予めご了解願います。尚、800m キッズダッシュ種目についてはスタートゾーンの区分けはあ
りませんので、各スタート時間の15 分前より順次スタートラインに整列頂きます。

■給水所（エイドステーション）／距離表示／簡易トイレの設置
給水所（エイドステーション）、距離表示の看板、簡易トイレはコース上の下記地点に設置されます。日中陽が差せば
気温もかなり上がりますので、スタート前はもちろんのこと、コース上でも早目早目の水分補給を心がけて下さい。
●給水所（エイドステーション）…ミネラルウォーターは 4km 地点より1.5km ごとにフルマラソンで 25 ヶ所、ハー
フマラソンで 13 ヶ所、10km レースで 4 ヶ所、またスポーツドリンク（100PLUS）は 6km 地点から 3km ごと
にフルマラソンで 9 ヶ所、ハーフマラソンで 4 ヶ所設置されます。また給食ポイントとしてはフルマラソンの 12km、
22km、32km 各地点にエネルギーバー、バナナ等が設置される予定です。
●距離表示看板…各種目とも１㎞ごとに看板表示されます。ペース配分にお役立て下さい。
●簡易トイレ…スタート・ゴール地点の他、コース上 2km ごとに簡易トイレが設置されます。

■参加記念品／完走記念品
フルマラソン、ハーフマラソン及び 10km レース参加者には大会受付時に BROOKS 製参加記念ランニングシャツ、
また 800m キッズダッシュ参加者には参加記念 T シャツが貰えます。またフルマラソンの制限時間内完走者にはゴー
ル地点でフィニッシャーズ T シャツ、全完走者にはフィニッシャーズメダルが貰えます。また完走証は大会終了後 48
時間以内に大会主催者ウェブサイトよりダウンロード～プリントアウトできます。
尚、参加記念ランニングシャツ及び参加記念Ｔシャツのサイズは下表ご参照の上、申込み時にご希望のサイズをお選
び下さい。フルマラソンの制限時間内完走者のフィニッシャーズＴシャツはゴール後にご希望のサイズのＴシャツをお
受取り頂くこととなります。在庫によってはご希望のサイズをお選び頂けない場合もありますこと、あらかじめご了解
願います。 ※ 1 インチ (inch) ＝約 3.03cm 

■上位表彰（賞金一覧）
フルマラソンの男女別総合 1 位～ 10 位、ハーフマラソン及び 10km レースの男女別総合 1 位～ 3 位に下記の賞金

（いずれもシンガポール・ドル）が授与されます。800m キッズダッシュ種目には上位表彰はありません。
※換算レート：シンガポール・ドル／ S ＄1.00 ＝75.50 円＜ 2016 年 6 月 30 日現在＞

フルマラソン（42.195km）
順位 男子(S＄) 女子(S＄)
1位 ＄50,000 ＄50,000
2位 ＄20,000 ＄20,000
3位 ＄10,000 ＄10,000
4位 ＄8,000 ＄8,000
5位 ＄7,000 ＄7,000
6位 ＄6,000 ＄6,000
7位 ＄5,000 ＄5,000
8位 ＄4,000 ＄4,000
9位 ＄2,000 ＄2,000

10位 ＄1,000 ＄1,000

ハーフマラソン（21.0975km）
順位 男子(S＄) 女子(S＄)
1位 ＄5,000 ＄5,000
2位 ＄3,000 ＄3,000
3位 ＄2,000 ＄2,000

10kmレース
順位 男子(S＄) 女子(S＄)
1位 ＄2,000 ＄2,000
2位 ＄1,500 ＄1,500
3位 ＄1,000 ＄1,000

■気象条件と服装の目安
シンガポールの12 月上旬頃の気象条件は下記ご参照下さい。同時期の東京の気象条件と比較頂けます。

最低平均気温 最高平均気温 平均気温 月間降水量 平均湿度
シンガポール 29.6℃ 33.3℃ 26.8℃ 304.0mm 65%

東京 4.6℃ 12.3℃ 8.7℃ 39.6mm 50%
赤道直下に近いシンガポールは、熱帯特有の四季の変化が乏しい熱帯雨林気候に属し、一年中太陽が降り注ぎ年間を通して雨が多い国です。
季節帯としては雨季（10 月～ 3 月）と乾季（4 月～ 9 月）に分けられ、特に 12 月は南西季節風の影響で降水量も多い時期ではありますが、
短期的な朝夕のスコール程度で日本の梅雨のように一日中雨が降り続けることはありません。大会当日はランパン・ランシャツの夏スタイ
ルで、それ以外でも日中は半袖主体の夏服で充分でしょう。但し、航空機内やホテル等の屋内では冷房が効いているので、薄手の長袖ジャ
ケット等も持参された方がよいでしょう。

サイズ XS S M L XL XXL
胸囲 36インチ 38インチ 40インチ 42インチ 44インチ 46インチ
着丈 24インチ 25インチ 26インチ 27インチ 28インチ 29インチ

男性用参加記念ランニングシャツ・サイズ表

サイズ XXS XS S M L XL XXL
胸囲 30インチ 32インチ 34インチ 36インチ 38インチ 40インチ 42インチ
着丈 22インチ 23インチ 24インチ 25インチ 26インチ 27インチ 28インチ

女性用参加記念ランニングシャツ・サイズ表

サイズ XS S M L XL
胸囲 28インチ 30インチ 32インチ 34インチ 36インチ
着丈 20インチ 21インチ 22インチ 23インチ 24インチ

800m キッズダッシュ参加記念Ｔシャツ・サイズ表（男女兼用）

旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)について
この旅行は、株式会社オーバーシーズトラベル(東京都中央区銀座1ー16
−7・観光庁長官登録旅行業第366号、以下当社という。)が企画・募集し実
施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といい
ます。)を締結することになります。

1.旅行のお申し込み
当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、下記のお申込金(3万〜旅
行代金全額)を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または
取消料・違約料のそれぞれ一部として取扱います。

旅行代金が30万円以上 お1人様　60,000円

旅行代金が15万円以上30万円未満 お1人様　40,000円

旅行代金が15万円未満 お1人様　30,000円

2.旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが締結の承諾をし、1-(1)の申込金を受理した時に成
立します。具体的には次によるものとします。
(1)店頭販売又は、訪問販売の場合は、当社らが申込金を受理したとき。
(2)郵送又はファクシミリでお申し込みの場合は、当社らが旅行契約の締
結を承諾する旨の通知を発したとき。

3.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあた
る日より前に全額お支払いいただきます。

4.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃(交通機関
により等級が異なります。また、この運賃には、運送機関の課す付加運賃・
料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条
件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様と
します。)を含みません。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
(3)旅行日程に明示した観光料金(バス料金、ガイド料金、入場料など)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税金・サービス料(お2人様1部屋
(ツインルーム):バスまたはシャワー付、トイレ付)

(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税金・サービス料(飲み物は含み
ません)
(6)手荷物の運搬料金(お1人様1個のスーツケース類:原則として20kg以
内)
(7)団体行動中のチップ
(8)添乗員及び医師・講師が同行する場合の諸経費
※上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても、払い戻しはい
たしません。

5.旅行代金に含まれないもの
前4項のほかは旅行代金に含まれません。(一部例示)
(1)渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料など及び渡航手続代
行料金)
(2)・20kgを超える超過手荷物運搬料金
����・2個以上の地上手荷物運搬料金
(3)ホテルのルームメイド/ボーイ等に対するチップ・クリーニング代・電話
料・飲物代など、個人的な諸費用(税金・サービス料及びチップなどを含む)
(4)おみやげ品及び持込品にかかる関税など
(5)お客様の傷害疾病に関する医療費
(6)旅行日程に明示されていない食事の料金及び自由行動中の一部諸費
用
(7)お1人部屋を使用する場合の追加料金(コースにより異なります。ただ
し一部コース及び出発日では、お1人部屋をお受けできない場合がありま
す)
(8)希望者のみが参加する、現地におけるオプショナルツアー料金(別料
金)
(9)旅行日程中の日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(10)日本国内の空港施設使用料
(11)運送機関の課す付加運賃・料金（航空燃油サーチャージ等）
(12)日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費、到着空港から
の交通費及び宿泊費

6.旅行契約の解除(お客様の解除権)・払い戻し
(1)お客様は、(表1)に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつ
でも旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅
行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて、払い戻しいたし
ます。

●取消料(表1)

契約解除の日

ピーク時(4月27日〜5月6日、7月20
日〜8月31日、12月20日〜1月7日)
に旅行開始の場合
(お1人様)

左記以外に
旅行開始の場合
(お1人様)

旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼっ
て40日目にあたる日
以降〜31日目にあた
る日まで

旅行代金の10% 無料

旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼっ
て30日目にあたる日
以降〜3日目にあたる
日まで

旅行代金の20%

旅行開始日の前々日
〜当日 旅行代金の50%

旅行開始後または無
連絡不参加 旅行代金の100%

7.旅行保険への加入
●ご旅行中の病気や、事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行傷害保険に
加入されることを強くおすすめします。募集型企画旅行契約約款特別補償
規定には、傷害・疾病治療費の補償は含まれておりません。外国での治療費
用やご自身の責任により賠償金などはかなり高額となります。また、賠償義
務者が外国の運送・宿泊機関である場合、賠償を取り付けるのは容易では
ない場合もあり、国情によっては賠償額が非常に低いこともあります。
●ご旅行中に、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの特殊な運動を
予定されているお客様、またはレンタカーをご利用になるお客様は、旅行
傷害保険をお申し込みの際、必ずその旨をお申し出ください。事前に各特

約保険に加入されることをおすすめします。

8.募集型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は当社ホームページ（http://www.sia-holidays.jp）から
もご覧になれます。

ご旅行条件（要旨）　お申し込みの際は別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり、ご確認の上お申し込みください

※（イメージ）：この表示のある写真は、日程中の観光では見られない
場合もあるイメージ写真です。

時間帯の目安（移動の発着時間）

4:00〜 6:00〜 8:00〜 12:00〜 16:00〜 18:00〜 23:00〜 4:00

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

スケジュール表の見方
マークの見方
【日程表中のマーク】
 Y航空機で移動　Qバス・ミニバス・セダンで移動

【食事マーク】
 D＝機内食　 ＝食事なし　G＝朝食　A＝昼食　S＝夕食

■本パンフレット記載の旅行代金及び日程・その他の諸条件は、
201６年8月1日現在の有効な公示航空運賃、各種交通機関等の
運賃や料金、内容を前提としております。新たな運賃改訂ならび
にスケジュール変更その他の事由により、旅行代金及び日程が変
更になる場合がありますので、予めご了承ください。

■旅行代金について
●�ご旅行のお申し込みに際し、お客様ご自身で、旅券の有効期限や、査証の有無を必ずご確認下さい。訪問
国によっては、査証の取得や、旅券に一定の残存期間が必要な場合がございます。例えば現行、日本国籍
の方がシンガポールを訪問の際に義務付けられている旅券の残存期間は6ヶ月+滞在日数分となります。
●�各旅行代金表の代金は、Yクラス（エコノミークラス席）利用で、2人部屋をお2人でご利用頂く場合
のお1人分の代金です。
●�航空運賃は特別航空運賃を適用しています。

■食事について
●�旅行代金には、各コースごとの日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれています。た
だし、お客様が注文された飲み物代や追加料理代はお客様払いとなります。
■現地係員について
●�現地係員は現地での旅行を円滑に実施するために、空港・ホテルの送迎、観光、オプショナルツアー
等のご案内を行います。これらの業務以外の日程表上の自由行動時、ホテル滞在時には係員はおり
ません。また、航空機による移動の際も原則として同行いたしません。現地係員は、当社手配代行会
社の社員の場合もあります。現地係員、ドライバーは英語でご案内いたします。

ご案内とご注意＜ご出発前に必ずお読みください＞ ■日本〜シンガポール往復 スケジュール
発着

往路（日本→シンガポール） 復路（シンガポール→日本）
便名 出発 到着 便名 出発 到着

羽田 SQ631 09:15 15:20 SQ636 22:45 06:45+1

成田 SQ637 11:10 17:20 SQ638 23:55 08:00+1

中部 SQ671 10:30 16:20 SQ672 01:20 09:05

関西 SQ619 10:55 16:35 SQ618 01:25 09:00

福岡 SQ655 10:00 15:25 SQ656 01:20 08:35

※上記フライトスケジュールは2016年8月1日以降のものです。　
※フライトスケジュール及び使用機材は予告なしに変更される場合がございます。

大会エントリー代
■申込み締切り日と各種目別エントリー代

種 目 ＜第1次締切り日＞
2016年9月20日（火）必着

＜最終締切り日＞
2016年10月26日（水）必着

フルマラソン（42.195km） 11,000円 13,000円
ハーフマラソン（21.0975km） 10,000円 11,500円

10kmレース 9,000円 10,000円
800mキッズダッシュ 2,500円 3,000円

※第一次申込み締切日（9 月 21日）迄のお申込みは大会エントリーを保証致します。同日以降のお申込みは主催者が設定する種目別定員
　に達し次第エントリー受付が締め切られる場合もありますので、お申込みはなるべくお早目にお願いします。
※スポーツエントリー・ランネット共にインターネット申込みの最終締切日は下記日付となりますのでご注意下さい。
　インターネット申込み・最終締切日…2016 年 10 月 20 日（木）

大会参加申込みについて
■申込み方法

ツアーエントリー
旅行会社主催のマラソンツアーで参加される方は、申込み書にご記入の上、旅行会社にご提出下さい。
参加費のお支払い等の詳細は各旅行会社にお問合せ願います。 
申込書は右記よりダウンロード出来ます。　http://www.sports-info.co.jp/singapore2016/entry.pdf

個人エントリー

郵
送
申
込
み

申込書にすべてご記入の上、「シンガポールマラソン日本事務局」宛て参加費を添えて現金書留にて
ご送付下さい。（申込書は上記のリンク先よりダウンロードしてください）
エントリー代は下記銀行口座あてお振込みでのお支払いも可能です。
●銀 行 名 ： みずほ銀行　飯田橋支店
●口座No. ：（普通）2284024
●口 座 名 ： スポーツ情報センター（株）

イ
ン
タ
I
ネ
ッ
ト
申
込
み

SICホームページhttp://www.sports-info.co.jpから下記のインターネット申込みが可能です。
①「スポーツエントリー」でのインターネット申込み。
②「ランネット（RUNNET）」インターネットでの申込み。
HP内「申込み」から上記いずれかのインターネット申込みをクリックし、申込み画面にすべて
ご記入の上お申込み下さい。エントリー代はカード決済もしくはコンビニ（ファミリーマート、
ローソン、セブンイレブン、サークルKサンクス、ミニストップ、デイリーヤマザキ、スリーエ
フ、ペイジー対応ATM）での支払いとなります。

※上記いずれの場合も申込受付後のキャンセルはできません。また一度お支払いいただきました参加料は一切払い戻しできませんので、
　あらかじめご了承下さい。

■参加通知書（兼・申込み確認書）
申込み締切日迄に申込み頂いた方へは 2016 年 11 月中旬～下旬（大会開催日の 2 週間～10 日前）頃に「参加通知
書（Confirmation Letter）」及び「レースガイド」を申込時にご登録頂いたメールアドレスあて添付にて送付します。
国内住所あて書面での送付ご希望の場合は別途その旨日本事務局までご連絡下さい。 
●日本事務局連絡先：メール＜ marathon@sports-info.co.jp ＞もしくは TEL 03-5733-2451

■大会受付（ゼッケン交付）
日本事務局を通してお申込み頂きました方には、2016 年 12 月 2 日（金）・3 日（土）の両日、マラソン会場となる
パダン市庁舎前広場に程近いホテル内に「日本人ランナー専用受付デスク」を設置し大会受付（ゼッケン交付）を行
います。受付日時・場所等の詳細は当ホームページ内「Latest News」及び上記「レースガイド」にて後日ご案内しま
す。いかなる理由があっても大会当日の受付は一切できませんのでご了解願います。

シンガポールマラソンツアー 2016

トレードウインズはシンガポール航空のグループ会社です

http://www.sia-holidays.jpホームページアドレス info@sia-holidays.jpメールアドレス

●お問い合わせ・お申し込み先

東　京／中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル2Ｆ　  TEL:03-3567-2245（お客様専用）
    TEL:03-3567-2233（旅行会社専用）
大　阪／大阪市中央区本町4-5-16本町華東ビル5F TEL:06-6265-2176
名古屋／名古屋市中区錦1-17-26ラウンドテラス伏見2F TEL:052-229-1034
福　岡／福岡市中央区天神1-15-1日之出ビル4F TEL:092-732-3123

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

支援システム会員

観光庁長官登録旅行業第366号　JATA正会員
旅行企画・実施

※シンガポールマラソン特別企画ワコール社製スポーツウェアCWーXジュウリュウ®トップ発送について。
お申込みの際、性別ならびにご希望のサイズ（S、M、L）をお知らせください。 2016年11月20日頃発送を開始致します。

※大会エントリー代金は含まれておりません。大会実施要項をご参照下さい。

「プレミアムエコノミークラス」　片道：プラス１５，０００円成田便限定！

一段と広くなったシート幅で、快適な空の旅をお約束。
目的地ご到着までの時間を快適な空間でお過ごしください。

座 席

・ゆったりとした2-4-2のシート配列
・追加収納スペース　・収納式テーブル

専用キャビン

成田発：SQ011便 15:00発Y21:40着　シンガポール発：SQ012便 09:20発Y17:05着

イメージイメージ


