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第 19 回世界ベテラン卓球大会～概要～
期間：2018 年 6 月 18 日（月）～6 月 24 日（日） 6/18～19 予選ラウンド、6/20 休息日、6/21～24 決勝ラウンド
会場：Las Vegas Convention Center (LVCC)
◆競技種目／ 男女シングルス・ダブルス 40 歳以上・50 歳以上・60 歳以上・65 歳以上・70 歳以上・75 歳以上・80 歳以上・85 歳以上
※ダブルスパートナーが見つからない場合、パートナーの決定を組織委員会に一任することもできます。
◆参加資格／1．昭和 53 年（1978 年）12 月 31 日以前に生まれた方
2．平成 29 年度において、(公財)日本卓球協会の会員である方
3．大会組織委員会に定めた大会適用規則を順守できる方
＊その他詳細につきましては、お申込みの皆様に事前にご案内申し上げます。
＊写真はすべてイメージです

（基本プラン）Ａプラン 大会参加応援ラスベガス９泊１１日
2018 年 6 月 16 日（土）～6 月 26 日（火） １１日間
ご旅行代金：

３１０,０００円

（食事なしプラン）

３４５,０００円

（朝食付プラン）

（お１人様あたり、大人・小人同額、２名１室利用の場合）
＊日本国内空港施設使用料/関西空港 3040 円・成田空港 2610 円、現地空港税約 7700 円、燃油サーチャージ 7600 円（2017 年 9 月現在）は
別途必要となります。 大会への登録参加料も別途必要となります。

（追加観光プラン）Ｂプラン サンフランシスコ＆ヨセミテ
2018 年 6 月 16 日（土）～6 月 29 日（金） １４日間
追加ご旅行代金：

１６５,０００円

１２泊１４日

計

（基本Ａプラン＋Ｂプラン）

（お１人様あたり、大人・小人同額、２名１室利用の場合）

サンフランシスコの風景

ヨセミテ国立公園の風景

世界三大美港「サンフランシスコ」と、アメリカで最も有名な国立公園
「ヨセミテ」を満喫するプランです！

（追加観光プラン）Ｃプラン ロサンゼルス＆サンディエゴ
2018 年 6 月 16 日（土）～6 月 29 日（金） １４日間
追加ご旅行代金：

ロサンゼルスの風景

１２泊１４日

計

（基本Ａプラン＋Ｃプラン）

１２０,０００円（関空発着）１３５,０００円（成田発着）

（お１人様あたり、大人・小人同額、２名１室利用の場合）

サンディエゴの風景

ハリウッドやサンタモニカなど華やかな「ロサンゼルス」と、美しい海
岸線と青い空が印象的な「サンディエゴ」を満喫するプランです！
＊写真はすべてイメージです

◆日程表／（基本プラン）Ａプラン
日次

地名

現地時刻

交通機関

摘要

16：50～17：25

航空機

1

関西空港・成田空港発
（アメリカ国内乗継）
ラスベガス着

関西空港・成田空港より、空路、アメリカ国内乗継、ラスベガスへ。
・・・・・・日付変更線通過・・・・・・
着後、混乗バスにて、ホテルへ。
【宿泊】ラスベガス 【食事】朝：×、昼：機内、夕：機内
終日、大会登録、練習など。
【宿泊】ラスベガス 【食事】朝：＊、昼：×、夕：×
世界ベテラン卓球大会／予選ラウンド 参加、応援。
＊昼食は大会会場内専用待合室をご用意します。
【宿泊】ラスベガス 【食事】朝：＊、昼：×、夕：×
休息日。オプショナルツアーにご案内します。（後日発表）
【宿泊】ラスベガス 【食事】朝：＊、昼：×、夕：×
世界ベテラン卓球大会／決勝ラウンド 参加、応援。
＊昼食は大会会場内専用待合室をご用意します。
【宿泊】ラスベガス 【食事】朝：＊、昼：×、夕：×
朝～午前、混乗バスにて、空港へ。
空路、アメリカ国内乗継、帰国の途へ。・・・・・・日付変更線通過・・・・・・
【宿泊】機内 【食事】朝：＊、昼：×、夕：機内
関西空港着後、解散。
【食事】朝：機内、昼：×、夕：×

2

6/16（土）

6/17（日）

3
6/18（月）～
～
6/19（火）
4
5

6/20（水）

14：00～18：00

ラスベガス
ラスベガス

ラスベガス

6
6/21（木）～
～
6/24（日）
9

ラスベガス

10

6/25（月）

ラスベガス発
（アメリカ国内乗継）

6：00～11：00

11

6/26（火）

関西空港・成田空港着

14：35～18：15

航空機

＊朝食はオプション選択となります。

◆日程表／（追加観光プラン）Ｂプラン
10

11

6/25（月）

6/26（火）

1～9 日目までは、Ａプランと同一行動です。

ラスベガス発
サンフランシスコ着

6：00～11：00
7：10～12：30

航空機

サンフランシスコ
ヨセミテ国立公園
サンフランシスコ
サンフランシスコ

朝
午前～午後
夕刻

専用バス

航空機

12

6/27（水）

13

6/28（木）

サンフランシスコ発
（アメリカ国内乗継）

11：00～16：25

14

6/29（金）

関西空港・成田空港着

13：50～19：15

朝～午前、混乗バスにて、空港へ。空路、サンフランシスコへ。
着後、サンフランシスコ市内観光。○ゴールデンゲートブリッジ、○ツインピークスなど。
夕刻、ホテルへ。
【宿泊】サンフランシスコ 【食事】朝：＊、昼：○、夕：○
終日、ヨセミテ国立公園観光。
【宿泊】サンフランシスコ 【食事】朝：○、昼：○、夕：○
終日、自由行動。オプショナルツアーにご案内します。（後日発表）
【宿泊】サンフランシスコ 【食事】朝：○、昼：×、夕：×
朝～午前、専用バスにて、空港へ。
空路、直行便又はアメリカ国内乗継、帰国の途へ。・・・・・・日付変更線通過・・・・・・
【宿泊】機内 【食事】朝：○、昼：×、夕：機内
関西空港・成田空港着後、解散。
【食事】朝：機内、昼：×、夕：×

＊朝食はオプション選択となります。 ●食事／朝３回、昼２回、夕２回

◆日程表／（追加観光プラン）Ｃプラン
10

6/25（月）

1～8 日目までは、Ａプランと同一行動です。

ラスベガス発
ロサンゼルス着

6：00～11：00
7：10～12：30

航空機

ロサンゼルス
サンディエゴ
ロサンゼルス
ロサンゼルス

朝
午前～午後
夕刻

専用バス

航空機

11

6/26（火）

12

6/27（水）

13

6/28（木）

ロサンゼルス発
（アメリカ国内乗継）

11：55～14：05

14

6/29（金）

関西空港・成田空港着

14：35～18：15

朝～午前、混乗バスにて、空港へ。空路、ロサンゼルスへ。
着後、ロサンゼルス市内観光。○ハリウッド、○サンタモニカ など。
夕刻、ホテルへ。
【宿泊】ロサンゼルス 【食事】朝：＊、昼：○、夕：○
終日、サンディエゴ市内観光。
○ガスランプクオーター、○オールドタウン、○シーポートビレッジなど。
【宿泊】ロサンゼルス 【食事】朝：○、昼：○、夕：○
終日、自由行動。オプショナルツアーにご案内します。（後日発表）
【宿泊】ロサンゼルス 【食事】朝：○、昼：×、夕：×
朝～午前、専用バスにて、空港へ。
空路、直行便又はアメリカ国内乗継、帰国の途へ。・・・・・・日付変更線通過・・・・・・
【宿泊】機内 【食事】朝：○、昼：×、夕：機内
関西空港・成田空港着後、解散。
【食事】朝：機内、昼：×、夕：×

＊朝食はオプション選択となります。
<記号の説明> ◎入場観光、○下車観光、△車窓観光

＊この日程は、2017 年 9 月 25 日現在のスケジュールです。

■バス乗車時は、シートベルトの着用をお願いいたします。 ■添乗員同行の場合、労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。
＊時間帯の目安・・・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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

募 集

要

項★★★★★★★★★★★★★★★★★★

プラン

日程

旅行代金

（基本プラン）
Ａプラン

2018 年 6 月 16 日（土）
～6 月 26 日（火）11 日間

お１人部屋利用追加代金

３１０,０００円／食事なし（関空・成田同額）
３４５,０００円／朝食付（関空・成田同額）

プラン

日程 （合計の日程です）

旅行代金（追加代金）

（追加観光プラン）
Ｂプラン
（追加観光プラン）
Ｃプラン

2018 年 6 月 16 日（土）
～6 月 29 日（金）14 日間
2018 年 6 月 16 日（土）
～6 月 29 日（金）14 日間

１１０,０００円

お１人部屋利用追加代金（追加代金）

＋１６５,０００円（関空・成田同額）

＋５５,０００円

＋１２０,０００円（関空発着）
＋１３５,０００円（成田発着）

＋３８,０００円

＊上記旅行代金には日本国内空港施設使用料 （関西空港 3,040 円・成田空港 2,610 円）、現地空港税約 7,600 円（2017 年 9 月現在）
、
燃油サーチャージ 7600 円（2017 年 9 月現在）は含まれておりません。大会への登録参加料も含まれておりません。

●ご利用ホテル（２名１室利用、バスタブ・トイレ付）＊下記のいずれかのホテルを利用します。
（基本プラン）Ａプラン：ラスベガス／パリス
（追加観光プラン）Ｂプラン：ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ／シェラトン･フィッシャーマンズワーフ、ピックウィック、ホリディインゲートウェイ
（追加観光プラン）Ｃプラン：ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ（ﾄｰﾗﾝｽ）／ダブルツリー･ヒルトン･トーランス･サウスベイ
●ご利用航空会社
日本航空又はユナイテッド航空又はアメリカン航空又はデルタ航空 （エコノミークラス利用）
＊ビジネスクラスご希望の方は、お問合せください。＊地方発着の関西空港・成田空港までの航空便もご希望の方は、お問合せください。
●最少催行人員 各プラン３０名
●添乗員 Ａプラン／関西空港より全日程同行します。
Ｂ・Ｃプラン／ラスベガスから引き続き、関西空港まで同行します。
●お申込方法
添付の「海外旅行お申込書」に必要事項をご記入の上、下記日本旅行まで、郵送またはＦＡＸにてお申し込み下さい。（パンフレットに申込書が添付されていない場合
は弊社までお問い合わせください。）「海外旅行申込書」到着後、請求書を送付いたしますので、お申込み金 50000 円をお振込みお願いします。なお、「海外旅行申込書」
とお申込み金を弊社が受領した時点で、お申込みが成立となります。申込締切日：２０１７年１２月８日（金）
●大会への参加エントリーについて
別紙、「世界ベテラン卓球選手権 大会参加（エントリー）のご案内」をご参照ください。 大会参加（エントリー）には、別途参加料（２３０００円～）が必要です。
●ＥＳＴＡ（米国査証免除プログラム）
アメリカ入国には、査証もしくはＥＳＴＡ（米国査証免除プログラム）申請が必要です。ご希望の方は、２０００円（実費込）にて弊社で代行申請いたします。

お問合せ・お申込みは

株式会社

日本旅行

関西企画旅行支店

観光庁長官登録旅行業第２号 （一社）日本旅行業協会正会員

〒541-0051 大阪市中央区備後町３－４－１山口玄ビル６階
総合旅行業取扱管理者：西田 秀孝
営業時間：平日 10：00～17：30
ＴＥＬ：06-6209-0707 ＦＡＸ：06-6209-0606
担当：児玉

企画 17-110

前田

＊総合旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。ご旅行の契約に際し、担当者からの説明に不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者までご質問ください。

