
日本とグアムをつなぐ国際競技イベント。
男子ボディビル、男子フィジーク、男子フィットネス、、

女子フィジーク、ボディフィットネス、フィットネスビキニの
競技より開催 !

2017年
11月15日（水）

出発限定
申込締切

9月14日（木）

JBBF選手団限定！大会オフィシャルホテル
シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾートに滞在

4日間4日間4日間

※空港諸税と燃油サーチャージは6月27日時点の料金となり、金額が変更となる場合があります。

観戦
ツアー
観戦
ツアー

選手
ツアー
選手
ツアー 149,340円149,340円

159,340円159,340円

成田発着
ご旅行代金：おひとり

ご旅行代金：おひとり

空港諸税（5,460 円）と燃油サーチャージ（4,000円）は別料金になります。 
ご旅行代金＋空港諸税＋燃油サーチャージの合計金額は 158,800円になります。

空港諸税（5,460 円）と燃油サーチャージ（4,000円）は別料金になります。 
ご旅行代金＋空港諸税＋燃油サーチャージの合計金額は 168,800円になります。 



ご旅行条件（要約） お申し込みの際には、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえお申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
●募集型企画旅行契約

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて必要事項をお申出の
うえ、下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金お支払いの
際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申
し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内に
お申し込み内容をご確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約
は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。
●申込金

区分 申込金（おひとり）
旅行代金が50万円以上 100,000円以上旅行代金まで
旅行代金が30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が10万円以上15万円未満 20,000円以上旅行代金まで
旅行代金が10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで

●旅行条件・旅行代金の基準

この旅行は、（株）JTBコーポレートセールス（以下｢当社」といいます）が企画・実施
する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以
下「旅行契約」といいます）を締結することになります。旅行条件は、下記によるほ
か、別途お渡しする旅行条件書（全文）、また、出発前にお渡しする最終旅行日程表
と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）
＊旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料金）＊旅行日程に明
示した宿泊の料金及び税・サービス料金（２人部屋に２人ずつの宿泊を基準としま
す。）＊旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金＊航空機による手荷物
運搬料金＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部
の空港・ホテルではお客様自身で運搬していただく場合があります。）これらの費用
は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料と
して申し受けます。（おひとり様）

契約解除の日 特定日に開始する旅行 特定日以外に開始する旅行
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％
（10万円を上限） 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～15日目にあたる日
まで

旅行代金が50万円以上･････････････････････ 10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満････････････ 5万円 
旅行代金が15万円以上30万円未満････････････ 3万円 
旅行代金が10万円以上15万円未満････････････ 2万円 
旅行代金が10万円未満･･････････････ 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
14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・前日・当日（旅行開始前） 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％

※「特定日」：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件

（e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とし
◆ 契約成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき

ます。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
◆ 「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をい
います。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの
利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード
利用日以降であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除
依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。）

当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員
の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」と
いいます。）を条件にお申し込みを受ける場合があります。（受託旅行業者により当
該取扱いができない場合があります。また取扱いできるカードの種類も受託旅行
業者により異なります。）

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
（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）お支払ください。また、お客
様が当社が発行する又は提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なく
して旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合
のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

●旅行代金のお支払い 

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対す
る心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
金＊渡航手続関係費用＊オプショナルツアー料金＊運送機関が課す付加運賃・料
金（例：燃油サーチャージ）＊日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散
時点までの交通費・宿泊費＊旅行日程中の空港税等

●旅行代金に含まれないもの
1.当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情
　報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が
　お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手
　配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させてい
　ただきます。
2.当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様
　の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パ
　スポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方
　法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の
　停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

●個人情報の取扱について

3.その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取
　扱い」をご参照ください。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の
　部署となります。
ＣＳＲ推進室　〒100-6051東京都千代田区霞が関3-2-5霞ヶ関ビルディング12階
TEL：03‐5539‐2803、e-mail：bwt_privacy＠bwt.jtb.jp（受付時間 平日9:30
～ 17:30）　
個人情報保護管理責任者：ＣＳＲ推進室長

この旅行条件は2017年6月1日を基準としています。旅行代金は2017年6月1日
現在の有効なものとして公示されている運賃・規則、または、2017年6月1日現在
認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

JTB コーポレートセールス 新宿第一事業部　営業第二課
TEL03－5909－8116    FAX03－5909－8144
担当：柴田正志・森友美／営業時間：月曜～金曜日 9：30 ～ 17：30（土日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者：大保彰充
〒163－0425　東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング 25 階

お申込み・
お問合せ旅行業公正取引

協 議 会 会 員

観光庁長官登録旅行業第1767号　日本旅行業協会正会員
東京都千代田区霞が関3-2-5  〒100-6051

旅行企画・実施

株式会社 JTBコーポレートセールス
旅行申込みはこちらから＞＞＞http://www.jtbbwt.com/section/daiichi/guam/
※または、「株式会社BELLｚ」のホームページからお申込みください。

　　　　　　　　　 旅行条件
■旅行期間：2017 年 11月15日（水）～11月18日（土）
＜3 泊 4 日＞
■旅行代金
●選手ツアー　おひとり　149,340 円

空港諸税（5,460 円）と燃油サーチャージ（4,000 円）
は別料金になります。ご旅行代金＋空港諸税＋燃油
サーチャージの合計金額は 158,800 円になります。

●観戦ツアー　おひとり　159,340 円
空港諸税（5,460 円）と燃油サーチャージ（4,000 円）
は別料金になります。ご旅行代金＋空港諸税＋燃油
サーチャージの合計金額は 168,800 円になります。

※空港諸税と燃油サーチャージは 6 月 27 日時点の

料金となり、金額が変更となる場合があります。
■一人部屋追加料金：大人お一人様 27,000 円
■日本発着時利用航空会社：ユナイテッド航空
■ご利用ホテル：シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート
■添乗員：同行しません ■募集人員：40 名
■最少催行人員：20 名
■食事回数：朝食 2 回・ブランチ1回・昼食 0 回・夕食 0 回

◆渡航条件　帰国時まで有効な旅券（入国時45日以上が望まし
い）、45 日以内の滞在は査証・ESTA 渡航認証は不要。

※ 2011 年 3 月以降にイラン・イラク・スーダン・リビア・ソマリア・
イエメンへ渡航歴がある方はビザが必要となります。

◆天候・交通のほか現地事情により、スケジュールが変更になる
場合があります。

◆現地連絡先・電話番
号は最終日程表にて
ご案内致します。

◆旅程管理上、往復の
送迎を外してのご予
約は承れません。

利用ホテルイメージ

日
次

月日
（曜） 地　　名 現地時間 交通機関 予　　　定 食　事

1
2017年
11/15
（水）

東京（成田）発 11:00 UA827 昼：機内
夕： ×

グ ア ム 着 15:40 専用車 着後：ホテルへ

＜グアム泊＞

2 11/16
（木）

グ ア ム 未　 定 ホテル内レストランにて朝食
■選手団ミーティング
■プレスカンファレンス
■出場手続き／計量
※選手登録料・出場料が別途必
要です
■大会の為のポージング講習

朝： ○
昼： ×
夕： ×

＜グアム泊＞

3 11/17
（金）

グ ア ム

 

ホテル内レストランにて朝食
■選手団ミーティング
■日本グアム親善大会プレジャッジ
■日本グアム親善大会ファイナル

朝： ○
昼： ×
夕： ×

＜グアム泊＞

4 11/18
（土）

午　 前 ホテル内宴会場にて
フェアウェルパーティー

朝：×
ブランチ： ○
昼：×

グ ア ム 発 午　 後 専用車 空港へ

17:20 UA873

東京（成田）着 19:55

ご注意：発着時間、交通機関等は変更になることがあります。

ボディビル　日本グアム親善大会4日間

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00	 06:00	 08:00	 12:00	 16:00	 18:00	 23:00	 04:00

☆時間の目安


