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Sample
 

（観戦企画） 

 

                                                           東京・大阪（その他）発着 

2016 F1 マレーシア GP・フリープラン 4・5・7 日間 
 

世界的に有名なビーチリゾートで毎年人気のあるマレーシア GP
です。 マレーシアの首都クアラルンプールは、歴史的街並みと近代的
街並みが融合し、文化と歴史を肌で感じられる魅力的な街です。 

物価も安く、お買物からお食事まで、レース観戦以外でも十分にお
楽しみいただけます。 

★現地日本語ガイド又はレーシングワークス係員により、現地空港
でのチェックイン・出国のご案内及び、現地日本語ガイドの空港お出迎
え・お見送り、ホテルチェックイン、ホテルからセパンサーキットまでの送
迎と、初めての方でも安心してご参加いただけるように万全のサポート
体制を取っております。 

Check Point ① 観戦場所にこだわります。 観戦場所は命

です。 可能な限りご希望のスタンドの列・番号でリクエストを受

け付けます。 人気の TOP チームピット前クリスタル、1 コーナー

席 ご用意。 Paddock Club も手配可能  ※観戦券はオプションで別料金となります。 

Check Point ② ホテルはお食事・お買い物にも大変に便利な、ブキッビンタンエリアのスーペリアクラ

ス（ドーセット予定）とデラックスクラス（リッツカールトン予定）のホテルをご用意。 

Check Point ③ マレーシアまでの（東京・大阪発）航空便は、往復マレーシア航空・エアアジアの直行

便を利用します。 途中の乗継ぎも無くフライト時間も短い為、体に楽チンです。  

Check Point ④ セパン空港⇔ホテル⇔サーキット間は全て貸切バスで日本語ガイド付きなので、ホテ

ル・空港のチェックイン・アウトなど、海外旅行が初めての方でも安心して御参加頂けます。 

Check Point ⑤ F1 ジャーナリスト津川哲夫氏のトークディナーも OP でご用意。 
 

 ツアー概要ご案内  

 出発地・日程  東京・大阪(その他) 発！ ※旅行代金にはスタンド観戦券を含んでおりません。 

 ※東京・大阪はマレーシア航空直行便利用を予定しております。 
 ★人気の観戦席、K1（１コーナー）、ピット前クリスタルも指定席でご用意！（※他のスタンド指定席の手配も可能） 
  K1（１コーナー）、トップチームのピット前、クリスタル・ダイヤモンド席、パドッククラブのリクエストも可能！ 
 ★添乗員は同行しませんが、現地日本語ガイド又はレーシングワークス係員によって、ホテル・空港のチェックインやホテル～

サーキット間の往復送迎等のサポートをさせて頂きますので、海外旅行が初めての方でもとても安心です。 
★オプショナル観光ツアーもご用意！ ※別途料金がかかります。 

※ ビジネスクラスのご利用追加料金は、￥190,000-約前後（大人１名・マレーシア航空の場合）となります。 
※ 燃油サーチャージその他代金(約\4,500～￥5,000)、航空施設使用料（成田空港￥2540、関西空港￥2650、中部

空港\2500、福岡空港\945）が別途かかります。※燃油サーチャージは、航空会社、航空券発券時の換金・重油
レートその他状況により変わります。 

   
1 名 1 室利用追加料金は、スーペリア 1 泊当り￥8000-、デラックス 1 泊当り￥16000-となります。 

日程・発着 ツアー内容 出発日 F1 観戦日 旅行代金（2 名 1 室宿泊ベース） 募集人員 最少催行人員 

A・B2-MH コース 

成田・関空                                                
（2 泊 4 日） 

マレーシア GP 観戦 

4 日間 

9/30
（金） 

土・日 

デラックス
ホテル 

成田 ¥140,000
大阪 ¥150,000

20 名 10 名  
スーペリア
ホテル

成田 ¥122,000
大阪 ¥132,000 

ツアーPoint  決勝観戦後にそのまま空港へチェックイン、翌日帰国の土・日観戦の最短コース。 

日程・発着 ツアー内容 出発日 F1 観戦日 旅行代金（2 名 1 室宿泊ベース） 募集人員 最少催行人員 

A・B3-MH コース 

成田・関空                                                
（3 泊 5 日） 

マレーシア GP 観戦 

5 日間 

9/30
（金） 

土・日 

デラックス
ホテル 

成田 ¥161,000
大阪 ¥162,000 

20 名 10 名 
スーペリア
ホテル

成田 ¥134,000
大阪 ¥135,000 

ツアーPoint  金曜日に現地入りし、マレーシア GP の雰囲気にたっぷりと浸っていただきます。  

決勝レース観戦後にもう１泊し、翌日帰国する土・日観戦のクアラルンプール満喫コースです。 

 

直行便！（成田・関空のみ） 

マレーシア航空で行く 
早割り・津川氏トークもあります。 



日程・発着 ツアー内容 出発日 F1 観戦日 旅行代金（2 名 1 室宿泊ベース） 募集人員 最少催行人員 

A・B3F-MH コース 

成田・関空                                                
（3 泊 5 日） 

マレーシア GP 観戦 

5 日間 

9/29
（木） 

金・土・日 

デラックス 
ホテル 

成田 ¥163,000 
大阪 ¥173,000 

20 名 10 名 
スーペリア 
ホテル 

成田 ¥136,000 
大阪 ¥146,000 

ツアーPoint  木曜日に現地入りし、マレーシア GP の雰囲気にたっぷりと浸っていただきます。  

決勝レース観戦後にそのまま空港へチェックイン、翌日帰国する金・土・日フル観戦の欲張り最短コースです。 

日程・発着 ツアー内容 出発日 F1 観戦日 旅行代金（2 名 1 室宿泊ベース） 募集人員 最少催行人員 

A2-X コース 

羽田                                                
（2 泊 4 日） 

マレーシア GP 観戦 

4 日間 

9/30
（金） 

土・日 

デラックス 
ホテル 羽田 ¥135,000 

20 名 6 名 
スーペリア 
ホテル 羽田 ¥117,000 

ツアーPoint  土曜日朝に現地入りし、土・日のレース観戦後、月曜日夜に帰ります。  

※エアアジア利用の為、料金が変わる場合があります。 

日程・発着 ツアー内容 出発日 F1 観戦日 旅行代金（2 名 1 室宿泊ベース） 募集人員 最少催行人員 

A・B5K-MH コース 

成田・関空                                                
（5 泊 7 日） 

マレーシア GP 観戦 

ランカウイ 7 日間 

9/30 
（金） 

土・日 

デラックス 
ホテル 

成田 ¥216,000 
大阪 ¥189,000 

20 名 10 名 
スーペリア 
ホテル 

成田 ¥216,000 
大阪 ¥189,000 

ツアーPoint 金曜日に現地入りし、土・日観戦～決勝レース観戦。翌日、ビーチリゾートランカウイ島のデラックスクラスのホテルで 

2 泊する人気のツアーです。 SPA も人気です。 

 

 観戦券   
人気のお勧めスタンドは 以下の K1 スタンドとクリスタルスタンドです。. 
マレーシアはとにかく暑いので、水分をよく採ることが大事です。 スコールがたまにありますが、①②とも屋根がある
スタンド席なので、安心してご観戦頂けます。 
① Ｋ１      \31,000-  (１コーナースタンド、眺めが良いく、涼しく観戦可能。)                                                     
② クリスタル  \52,000-  (トップチームのピット及びスタートライン前１階席、大型ビジョンもあり。)  
※その他のスタンド席もご手配可能です。  

 
上は、Ｋ１ゴールドスタンドのイメージ写真です。席番によっても異なりますが、この様な感じです。非常に見晴らしがよく、風が抜け
るので、涼しく観戦出来ます。  
※観戦券は全て買取となり、ご旅行をキャンセルされる場合でも観戦券代金のご返金は出来ませんのでご注意ください。 



   

左の写真はＫ１スタンド（１コーナー正面）、中央はダイヤモンドスタンドからピット＆ポディウムを撮ったもの。直接ピットが狙えます。

右はクリスタルスタンドからポディウムを見た全てイメージ写真です。観戦席の席番によっても異なりますが、この様な感じです。  

 

 ホテル  大都市クアラルンプールの中心部に位置するホテルは何をするにも本当に便利です。  

※クアラルンプールの繁華街「ブギッビンタン通り」に近い便利なベストホテルをご用意致しました！    

★デラックスホテ ル・・・・クアラルンプール一番の繁華街「ブギッビンタン通りに近く、ホテルのそばにはモノレール

の駅があり、お買い物やお食事にはとっても便利。ショッピングセンターやペトロナスツインタワーなども近くにあり、ブ

ランドショッピングにも大変便利なデラックスホテルです。 ※写真はイメージです。 

   

★スーペリアホテル ・・・・クアラルンプール一番の繁華街「ブギッビンタン通りに近く、別名屋台通りと言われる 

「アロー通り」も近くにあります。ショッピングセンターも数店集中しており、買い物や食事など大変便利な場所に位

置するスーペリアクラスのホテルです。 ※下の写真はイメージです。 

   

★ランカウイのホテル は、ジ・アンダマン、シェラトン・ランカウイ・ビーチリゾート、タンジュン・ルー・リゾート等の 
スーパーデラックスクラスのホテルをご利用予定としております。ここは SPA が有名です。※写真はイメージです。 

   

 

ご利用予定ホテル： 

クアラルンプール/スーペリアクラス /★★★★四つ星相当 ドーセット・リージェンシー、クオリティシティセンター、グランドシーズン

ズ、クラウンプリンセス、コーラス、ロイヤルビンタン、フェデラル、ベストウェスタンプレミアデラックス、メリア、レジェンド、パシフィッ

ク・リージェンシー、スイスガーデン、ルネサンス、ベストウェスタンプレミアパシフィック、マヤのいずれか。 

クアラルンプール/デラックス /★★★★★五つ星相当 リッツカールトン、クラウンプラザムティアラ、トレーダース、パークロイヤ

ル、ＪＷマリオット、ウェスティン、エクアトリアル、グランドミレニアムのいずれか。 
ランカウイ/スーパーデラックス /★★★★★五つ星以上相当 ジ・アンダマン、シェラトン・ランカウイ・ビーチリゾート、タンジ
ュン・ルー・リゾートのいずれか。 

 

 

 

 




