
11月1日(木) ～6日間・7日間 

第43回 
世界最大規模のマラソン ! 

旅行代金(11/1成田発・2名一室・お一人様・税込み) 

旅行代金には、成田空港施設使用料(2,540円)、現地空港利用税(4,900円為替により変動 

致します)、ならびに燃油サーチャージ(48,000円2012年4月4日現在)は含まれておりません。 

別途お支払いいただきます。 

259,000～279,000円 

ニューヨークマラソンのエントリー枠を事前に確保 ! 

エントリー枠が、抽選又は非常に厳しい制限がありますが、 

nta sportsでは、エントリー枠を25名様分確保しており、確実に参加できます ! 

スタート地点へオフィシャルバスで移動 ! 

道路は大変込みますが、オフィシャルバスはスタートに間に合うように運行されます。 

ホテルへ、ゴールから徒歩圏内 

『ザ・ロジャー・スミス』は、ゴールのセントラルパークから徒歩圏内です。 

また、ミッドタウンの中心に位置し、ブロードウェイや5番街へも徒歩数分の好立地。 

オーナーが芸術家のシックで個性豊かなホテルです。 

記念新聞 (New York Times) をプレゼント ! 

例年完走者(4時間台)の記録が掲載される「New York Times」を全員にプレゼント。 

ニューヨークマラソンが大特集されておりますので、記念になります♪ 

オプショナルツアーをご用意 

ニューヨークを楽しむオプショナルツアーを、お申込者へご案内いたします。 

大会当日の朝は、「おにぎり等のご朝食」をご用意 ! 

日 

憧れの街、ＮＹへＧＯ ! 走る人は、かっこいい！ 

ご利用ホテル 

ゴールから徒歩圏内!  

ご利用するホテル、 

「THE ROGER SMITH」は 

ダッシュトゥザフィニッシュラインの 

スタート地点と大会当日のシャトル
バス乗り場に近い場所に位置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※外観イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お部屋イメージ 



日数 旅行代金 
一人部屋 

追加料金 

6日間 259,000円 72,500円 

7日間 279,000円 88,900円 

出発日 

地名 
現地 

時刻 

交通 

機関 
行程 

食事 

11/1発6日間 

成田 

11/1発7日間 

成田 
朝 昼 夜 

11/1（木） 

〈祝日〉 

11/1（木） 

〈祝日〉 

成田空港 

成田空港発 

12:40 

15:10 

 

DL172 

成田空港集合  

空路、ニューヨークへ(12時間 55分) 
- - 

ニューヨーク着 

 

14:05 

専用車 到着後、日本語ガイドと共にマラソンエキスポ会場へ 

ゼッケンの受取を行います。 

その後、ホテルへ 

- - 

11/2（金） 11/2（金） ニューヨーク滞在 
終日 自由行動 

オプショナルツアー等をお楽しみください。 
- - - 

11/3（土） 11/3（土） ニューヨーク滞在 

8:30 徒歩 自由行動 

『ダッシュトゥザフィニッシュライン』(エントリー者のみ) 

※ホテルロビーに集合し、電車もしくは徒歩にて 

スタート地点へ(日本語ガイドが同行致します。) ※有料 

マラソンイブディナー(エントリー者のみ) 

※ディナーの時間はゼッケン引換え時に分かります。 

- - - 

11/4（日） 11/4（日） ニューヨーク滞在 

早朝 

 

 

シャトルバス 大会シャトルバスにてスタート地点へ 

(おにぎり等の朝食をホテルロビーにてお渡しします) 

乗り場まで日本語ガイドが同行致します。 

(ゼッケンの色毎にスタート地点が異なります) 

【ニューヨークシティマラソン スタート】 

※ゴール後、各自徒歩でホテルへ 

○ - - 

↓ 11/5（月） ニューヨーク滞在 

終日 自由行動 

オプショナルツアー等をお楽しみください。 

 

- - - 

11/5（月） 11/6（火） ニューヨーク発 
朝 

12:55 

専用車 

DL173 

日本語ガイドと共に空港へ 

空路、成田空港へ(13時間55分) 
- - 

11/6（火） 11/7(水) 成田空港着 16:50 到着、通関後各自解散。お疲れ様でした。 - - 

※ DL＝デルタ空港 ※利用ホテル〈スタンダードプラン〉The Roger Smith 

※ この日程表は、2012年4月4日現在の資料に基づいて作成されていますが、交通機関の都合により発着時刻の変更が生ずることがあります。 

※ 食事: -＝食事なし、  ＝機内食、○＝食事あり 

早朝＝4:00～6:00 朝＝6:00～8:00 午前＝8:00～12:00 昼＝12:00～13:00 午後＝13:00～17:00 夕刻＝17:00～19:00 夜＝19:00～23:00 深夜＝23:00～4:00 

■ニューヨークマラソン2012年ツアースケジュール 11月1日(木) ～6日間 ・ 11月1日(木)～7日間 
■料金表(大人・子ども同額/お一人様) 

スタンダードプラン・2名1室利用 

札幌 関空 名古屋 福岡 

32,000円 22,000円 22,000円 32,000円 

■国内線追加特別料金のご案内 

海外での乗換より、日本国内の乗換が安心です♪ 

〈ニューヨーク泊〉 

〈ニューヨーク泊〉 

〈ニューヨーク泊〉 

〈ニューヨーク泊〉 

〈ニューヨーク泊〉 

〈ニューヨーク泊〉 

●利用予定航空会社: デルタ航空又は全日空 

●利用予定ホテル: ザ・ロジャー・スミス又は当社指定同等クラス 
※部屋指定無し。相部屋設定無し。 

●食事条件: 朝食1回・昼食0回・夕食0回(機内食除く) 
●添  乗  員: 同行しませんが現地係員がお世話いたします。 

※最少催行人数：10名 

1次締め切り 7/6(金)着まで 2次締め切り 8/ 9(木)着まで 

59,000円 64,000円 

■フルマラソンエントリー料金 

ご希望の方は、別紙のエントリー用紙にご記入及びにご署名の上、 

nta sportsへご返送ください。 

※上記にはエントリー料金と予約代行手数料を含みます。 

※お申し込み後のエントリー料金 キャンセル料100％です。 

※ この旅行に参加いただく場合は、遅くとも旅行開始の72時間前までに、米国のESTA(電子渡航認証システム)に従い認証を受ける必要があります。ESTAの認証は、お客様ご自身で、http://esta.cdp.dhs.gov/のホーム 

  ページから申請してください。尚、認証を拒否された方は米国大使館等から査証(ビザ)を取得する必要があります。ESTAの認証手続きは、販売店がお客様と渡航手続代行契約を締結し、渡航手続代行料金をいただい 

  て、代行することができます。ご希望のお客様は弊社にお申出ください。 

 

旅行条件(要約) ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので、事前にご確認の上お申込み下さい。 

総合旅行業務取扱管理者：和田 尚孝 
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。 
この旅行契約に関しご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

●募集型企画旅行契約 

（１）この旅行は、㈱日本旅行東京法人・コンベンション営業部（以下「当社」といいます）が企画・募集し実
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。 

（２）旅行契約の内容・条件は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定
書面（最終旅行日程表）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。 

●旅行の申込み 

（１）①当社②旅行業法で規定された「受託営業所」（以下①②を併せて「当社ら」といいます） 
にて当社所定の旅行申込書（以下又は右記「旅行申込書」といいます）に所定の事項を記入の上、下記の
申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または
全部として取扱います。旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときには、お預かりしている申
込金を全額払戻します。申込金 旅行代金の20％以上、旅行代金まで 

（２）当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けます。
この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算
して３日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。 

（３）当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパス
ポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、お客様の交替の
場合に準じ、交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、
旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきます。 

●旅行契約の成立時期 

旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 

●旅行代金のお支払期日 

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日目に当たる日（以下「基準日」といいます）
よりも前にお支払いいただきます。 

●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・料金（この運賃・料金には運送機関の
課す付加運賃・料金を含みません） （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
観光の料金（バス等の料金・ガイド料金・入場料金等） （４）旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス
料金（1室2名ずつの宿泊を基準とします） （５）旅行日程に明示した食事料金（機内食は除きます）及び税・
サービス料金 （６）お１人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合お１
人様２０kg以内が原則ですが、クラス・方面によってい異なります） （７）添乗員付きコースの添乗員の同行
費用●旅行代金に含まれないもの 

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 

（１）超過手荷物料金 （２）クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲
食等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料 （３）傷害、疾病に関する医療費 （４）渡航手続
関係諸経費（旅券印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航（５）日本国内におけるご自宅から発
着空港までの交通費や宿泊費等 手続代行に対する旅行業務取扱料金等）（６）日本国外の空港税・出国
税及びこれに類する諸税 （７）希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金 
（８）お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、
疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配
に要した諸費用（9）運送機関の課す付加運賃・料金 （10）日本国内におけるご自宅から発着空港までの
交通費や宿泊費等 （11）日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料  

 
 

●特別補償 

お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った
一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品
にかかる損害補償金を支払います。 

●旅程保証 

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別表
第二）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支払います。
なお、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払に替え、同等価値以上の物品・
サービスの提供をすることがあります。 

●お客様の交替 

お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一人様
につき１０，０００円の手数料を頂戴します。なお、既に航空券を発行している場合には、別途再発券に関わ
る費用を請求する場合があります。 

●個人情報の取扱い 

（１）当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書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の手続きに必要な範囲内、又は当社の旅行契約
上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲で利用させていただきます。 

※このほか、当社らでは、①当社ら及び当社らと提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内 

（２）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い （３）アンケートのお願い 

（４）特典サービスの提供 （５）統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 

（２）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどの
お客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ会社との間で、共同して
利用させていただきます。当社グループ会社は、それぞれの会社の営業案内、催し物内容等のご案内、ご
購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ会社の
名称及び各会社における個人情報取扱管理者の氏名については、当社のホームページ
（http://www.nta.co.jp）をご参照ください。 

（３）当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物
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
個人データを、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、これらの事業者へ
の個人データの提供の停止を希望される場合は、販売店宛てに「最終旅行日程表」受け取り時までにお申
し出ください。 

●ご旅行条件の基準 

この旅行条件は２０１２年4月4日を基準としています。また、旅行代金は２０１２年4月4日有効なものとして
示されている航空運賃・適用規則又は２０１２年4月4日現在国土交通大臣に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。 

●その他 

渡航先の衛生状況は厚生労働省のホームページでご確認ください。（http://www.forth.go.jp） 

●お客様の解除権 

お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することが出
来ます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に
解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。 

〈表〉取消料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注1）「ピーク時」とは、１２月２０日から１月７日まで、４月２７日から５月６日まで及び７月２０日から８月３１
日までをいいます。 

●当社の解除権・旅行開始前の解除 

当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受
している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。 

（１）お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日
の前日から起算してさかのぼって２３日目（前項 注1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては
３３日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。 

（２）天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社
の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能
となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。一例／日程に含まれる地域について、外務省から
「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。 

●当社の免責事項 

お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても当社は責任を負いかねます。ただし、当社又は当
社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。①天災地変、戦乱、暴動
又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災に
より発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更
もしくは旅行の中止④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれ
らによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、
不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在
時間の短縮⑨その他 

当社又は手配代行者の関与しない事由により被害を被った時。 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

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

ピーク時に旅行を開始する場合：
旅行代金の１０％（５万円を上限）
ピーク時以外に旅行を開始する場合：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・前日及び当日 旅行代金の５０％

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の１００％

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

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

ピーク時に旅行を開始する場合：
旅行代金の１０％（５万円を上限）
ピーク時以外に旅行を開始する場合：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・前日及び当日 旅行代金の５０％

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の１００％

ｿﾘ12-025 

お問い合せ・お申し込み 

 03-5369-4522  

FAX: 03(3225)1008 

《旅行企画・実施》 観光庁長官登録旅行業第2号 

〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1 四谷ＴＮビル4階 
（月）～（金）9：30～17：30 （土）（日）祝日休業 

担当者： 小穴（オアナ）/小沼（オヌマ） 

旅行代金には、成田空港施設使用料(2,540円)、現地空港利用料(4,900円 為替 
により変動いたします)、ならびに燃油サーチャージ(48,000円 2012年4月4日現在)

は含まれておりません。別途お支払いいただきます。※変動する場合があります。 

★デラックスホテルはリクエスト受付となります。 

■ダッシュトゥザフィニッシュライン エントリー料金 

830に国連広場をスタートしセントラルパークのゴールまで走る5ｋｍマラソンです。 

ご希望の方は、別紙のエントリー用紙にご記入及びにご署名の上、 

nta sportsへご返送ください。 

※定員制のイベントとなります。お申込後に定員に達している場合は 

 参加できませんので、 ご了承頂きますようお願い致します。 

弊社参加登録費用：5月中旬発表 

第43回 主 催 NEW YORK ROAD RUNNER CLUB ,INC 

種 目 フルマラソン(42.195km) 

制 限 時 間 
なし ※ただし、交通規制が一定時間で解除されますの
で、ご注意ください 

年 齢 制 限 18歳以上 

コ ー ス 

スタテンアイランドのベラザノローズ橋からスタートし、ブ
ルックリン、クイーンズ、ブロンクスを経て、マンハッタンの
セントラルパークでゴール。ニューヨーク市5区すべてを
通過しながら、200万人もの声援を受けて走る、世界で
最も熱狂的な市民マラソンです。 

■大会概要 

    

●ツアー募集期限:8/24（金） 

http://esta.cdp.dhs.gov/


： 年 月 日

1

年 月 日 歳

2

　

メール

追加情報

お名前渡航中の
国内連絡先

（ご家族・ご親類） 所在地

０３－５３６９－４５２２
 ＦＡＸ

申請予定日 →

日　東京都新宿区左門町16-1
　　　　　　　四谷ＴＮビル４Ｆ
 ＴＥＬ

月

申請書に記入のローマ字 →

現在パスポートをお持ちでない場合、下記にご記入下さい

※パスポートは見開き2ページをコピーしてください。

受領予定日 → 月

日

姓 名

株式会社　日本旅行

　〒１６０－００１７

東京法人・コンベンション営業部
ｎｔａ ｓｐｏｒｔｓ

担当　：　小穴　・　小沼 まで

出入国カード作成代行
　□　作成代行を希望　→　追加料金３,１５０円
　□　希望しない　　  →　機内で入手いただきご自身で記入

までにご提出を宜しくお願い致します。

ご提出先　取扱旅行会社

本紙と一緒に　パスポートコピー　をご返送ください

募集締切

8月24日 (金)

◆　本紙のご提出について　◆

　□ １人部屋を希望

　□　加入する　　→　弊社からご送付する、海外旅行保険申込書をご記入頂きます。
　□　加入しない　→　弊社でご加入されない場合、右部分にご署名願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜署名＞海外旅行保険の加入

同室希望者
１人部屋利用
希望の確認

　□　同室希望者あり

　□　６日間　７２,０００円　　　　　□　７日間　８８,９００円追加代金

希望者名

道
県

都
府

エントリー代行
　□　希望する　　→　□　フルマラソン　□　ダッシュトゥザフィニッシュライン（５Ｋｍラン）※料金は5月中旬発表予定
　※　エントリー代行をご希望される場合、大会エントリー用の「参加申込書」をご記入の上、ご返送下さい。
　□　希望しない　→　□　ご自身でエントリー　□　応援参加

連絡先

現住所

携帯

ご記入日

　査証（ビザ）　　　につきまして
　右記の条件が必須です

出発日

基本情報

日本旅行　ｎｔａ ｓｐｏｒｔｓ　NYCマラソン２０１２ツアー ご旅行申込書

このお申込書は、皆様の渡航資料としますので、正確にご記入を宜しくお願い致します。

帰国時まで有効なもの。
入国時90日以上が望ましい。

90日以内の観光は査証不要。
※但しESTA（電子渡航認証システム）の登録が必要。

※米国査証免除制度の条件を満たしていること。

　□　日本
　□　その他（　　　　　）

－

募集パンフレットや旅行条件書に記載の旅行及び、旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意の上、上記の旅行を申し込むことをご確認願います。　＜個人情
報について＞　①弊社は、申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させて頂くほかお客様がお申し込み頂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必要な範囲で利用させて頂きます。②本申込書は、本旅行の業務のみに利用し、その他の目的では使用しません。旅行終了後、プライバシー保護の為、裁断処理・破棄しま
す。③日本旅行では、「個人情報保護基本方針」に基づき本申込書を取り扱い致します。「個人情報保護基本方針」の内容は、弊社ホームページ（http://www.nta.co.jp/security.htm）上で公開しております。

０３－３２２５－１００８

西暦
生年月日

ご関係

〒

-

氏名

ＴＥＬ

〒

出発日の年齢

市
郡
区

ＦＡＸ

フリガナ

ＴＥＬ

姓 名

国籍姓 名

出発地

ホテル

特に、お名前の読み方や濁点、ローマ字のつづりなどにも充分ご注意ください。

　旅券（パスポート） 査証（ビザ）についてパスポートの残存期間

ESTA登録代行
　□　登録代行を希望　→　追加料金１４ドル（実費※4/4現在）+４，２００円（代行手数料）
　□　希望しない　　  →　ご自身でインターネットから登録

ローマ字

　□　成田　　□　札幌　　　□　中部
　□　関空　　□　福岡１１月１日（木）出発

□ ６日間（札幌・関空・中部・福岡）
□ ７日間（札幌・関空・中部・福岡）旅行日数 ザ・ロジャー・スミス(又は当社指定の同等クラス)

性別
　□　男性
　□　女性



【2012 年 ING ニューヨークマラソン免責事項のご説明】 
 

別紙マラソンの免責事項（英文）について、ご確認の上、ご署名し必ずツアー催行会社（日本旅行）に提出すること

が必要となります。エントリー（登録）作業の一つとなっており、ご協力願います。免責書の提出が無い場合、エントリ

ー（登録）が無効となります。マラソン免責事項の英文の内容は、下記の通りです。 

 

「ITP 国際マラソン正式旅行代理店を通して、マラソン旅行を購入することを確認し、マラソンのエントリー（登録）、

免責事項を認めることとなります。」 

 

2012 ING New York City Marathon 免責書 

ニューヨークマラソンに含まれるすべてのイベントに参加することは、危険を含む行為であることを認識しており、マラソ

ンに対するトレーニングしていない状態、健康上の問題がある場合は登録をしないことに同意する。 レース開催側

の提供する安全面を確認した上で、自己判断により登録をしている。 転倒、他の走者、車両、見学者、他との接
触、天候、道路状況などのリスクを確認した上、自己判断により参加する。主催者側の医療責任者に個人健康に

関する情報を提供すること、ニューヨーク州の認可を受けている医者の処置を受けることに同意する。マラソンイベント

に参加は個人の意思によるもので、主催者のロードランナー、スポンサーはアメリカのトラック&フィールドの規則にした

がってイベントを催行しており、通常予期できぬ不慮の事故の一切の責任が無いことを同意する。 
 

催行側情報利用の許可 

イベント催行側が、写真、映画、記録を前途の催行関係者が利用することを許可する。 

 
規則･規約 

ING ニューヨークシティマラソンは USA トラック&フィールドの規則に準じて開催される。参加者はニューヨークロードラン

ナー、ニューヨーク市の指示に従うことを約束する。ローラースケート、乳母車、動物は却下。ヘッドフォーンの利用は

勧められない。NYRR は走者を拒否することができる。拒否する場合は、規則違反、スポーツマンシップに反した行
動、未支払い、不正マラソン時間申請による走者、代走者、完走せずに終了地点を走ること、登録フォームの偽り、

等による。NYRR はレース内容を変更する権利をもつ。 

 

ご一読いただきました後、別紙のマラソン免責事項にサインをおねがいいたします 

＊Ｐｒｉｎｔ Ｎａｍｅ（登録名の英字ブロック体）  例：ＹＡＭＡＤＡ ＨＡＮＡＫＯ 

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（サイン：ローマ字漢字でも可）    例：山田花子 

サインをした日づけ                  例：０１/０７/２０１０ 

---------------------------------------------------------------------------------- 

【エントリーについて】   
弊社で代行エントリーをする場合は、別紙のマラソン免責事項にサインを頂いた後、ランナーの情報を登録いたしま

す。お申込書でご提供いただいている個人情報よりＮＹＲＲ（ニューヨークロードランナーズ：ニューヨークシティマラソン

事務局）へ次の情報を登録いたします。「お名前」「性別」「生年月日」「住所」「日中の連絡先」「国籍」に 

追加して下記の情報を教えてください。 

要返信 8 月 24 日（金）まで         お名前 「                          」                  
 

*予想ゴールタイム（必須）             時間   分   秒 
 

*ベストマラソンタイム（任意）          時間   分   秒 
 

*過去のフルマラソンの回数（任意）      回 
 

*T シャツのサイズ（必須）         （                         ） 
 

*職業（任意）               （                         ） 
 

*学歴（任意）               （                         ） 
 

*Ｅメールアドレス（任意）         （                         ） 



ITP                                                                                                                                                                                    
2012 ING NYC Marathon Waiver 

 

AUTHORIZATION TO SIGN 2012 ING NEW YORK CITY MARATHON 
 

APPLICATION / WAIVER 
 
It is important that you read, sign, date and return this document to your ITP. This is part of the application process to 
be completed, which includes the WAIVER set forth below. 
 
“By signing this letter, you authorize the ITP, Nippon Travel Agency —from whom you purchased your 2012 ING 
New York City Marathon package—to act on your behalf to complete and sign your 2012 ING New York City 
Marathon application and the following WAIVER.”  
 
Please note that participating in a marathon is an extremely strenuous activity. Applicants should 
seriously consider consulting their physicians before committing to participate in this event. 
 
2012 ING New York City Marathon® Waiver 
 
WAIVER OF LIABILITY:  I know that participation in the ING New York City Marathon (the "Marathon") and its 
related events and activities (each, an “Event,” and collectively, the “Events”) are potentially hazardous activities.  I 
agree not to enter and participate unless I am medically able and properly trained. I agree to abide by any decision of 
an event official relative to my ability to safely complete the event. I am voluntarily entering and assume all risks 
associated with participating in the event, including, but not limited to, falls, contact with other participants, spectators 
or others, vehicular or other traffic, the effect of the weather, including heat and/or humidity, wind, cold temperature, 
wet or icy surfaces, falling tree branches or other overhead objects, traffic and other conditions of the course, all such 
risks being known and appreciated by me. I grant to the Medical Director of the Events and his designee access to 
my medical records and physicians, as well as other information, relating to medical care that may be administered to 
me as a result of my participation in the Events. Having read this Waiver and knowing these facts, and in 
consideration of your acceptance of this application, I, for myself and anyone entitled to act on my behalf, waive and 
release New York Road Runners, Inc., Road Runners Club of America, USA Track & Field, USATF-Metropolitan, the 
City of New York and its agencies and departments, and all sponsors of the Events, and the representatives and 
successors of the foregoing, from present and future claims and liabilities of any kind, known or unknown, arising out 
of my participation in the Events, even though such claim or liability may arise out of negligence or fault on the part of 
any of the foregoing persons or entities.   
 
Permission to Use Record of Participation 
 
I grant permission to the foregoing persons and entities to use or authorize others to use any photographs, motion 
pictures, recordings, or any other record of my participation in the Events, including my name, for any legitimate 
purpose without remuneration. 
 
Rules and Regulations 
 
The ING New York City Marathon is organized and conducted under USA Track & Field rules and regulations. 
Entrants must also comply with New York Road Runners (NYRR) rules and all applicable rules and regulations of the 
City of New York, its agencies and departments, including the Department of Parks & Recreation.  
 
No skates, strollers, or animals are permitted in the Marathon. The use of headphones is strongly discouraged.  
 
NYRR reserves the right to reject any entry and to disqualify and bar any individual from the Marathon. This 
rejection/disqualification may be based on, but is not limited to: violation of the aforementioned rules; unsportsmanlike 
conduct; non-payment of race fees; competing with an unofficial number; competing with an official number or d-tag 
assigned to another person; transferring or attempting to transfer an official number or d-tag to, or to obtain such 
number or d-tag from, another person; being paced during the race by a person not entered in the Marathon; 
accepting assistance from non-race participants; crossing the finish line without having completed the entire course; 
and providing false information on the race entry form. Individuals disqualified from the Marathon will be removed 
from the race results and may be barred from future Marathons and other NYRR events. NYRR reserves the right to 
change the details of the race. 

 
 
By:  _________________________________________  ITP NAME: Nippon Travel Agency 
       Print Name (Runner)        

 
       _________________________________________  ITP #:          108 
      Signature (Runner / ITP on Behalf of Runner) 

 
      _______/_______/ 2012                 
      Date       Month                        2012 NYRR & ING NYC Marathon Waiver



お客様名：第４3回　ニューヨークシティマラソン２０１２ツアー　ご参加者様
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