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（観戦企画） 

（協力） 

                         

2016Ｆ１シンガポールＧＰ・フリープラン 4・5・6 日間 
東京（羽田）・大阪・名古屋・福岡 発着  ※札幌はお問合わせ下さい。  

 

 F１レース初のナイトレースとして人気のシンガポール GP

観戦ツアーです。 GP 開催国のシンガポール共和国は、

国土が約 700 平方キロメートルと東京 23 区とほぼ同面積

の小さな島国です。公用語は英語です。通貨はシンガポ

ールドル。殆んどの大企業がアジア本部を置く、小さな大

都市です。 シンガポールの中心部を夜に疾走する F1 マ

シンは、必見です。モナコとはまた一味ちがったシティレー

スをご堪能下さい。 その他、場内でのコンサート・お食

事・ショッピング・カジノ・OP 観光等、盛りだくさんのシンガ

ポールです。 

※左はサーキット全景、 下はシンガポールのイメージ写真です。 

Check！① ドライバーも宿泊のサーキットオフィシャルホ
テルからお買物にも便利なホテル迄、選りすぐりのホテル 

                             からお選び頂けます。 

Check！② ご希望のスタンド・及びパドッククラブの手配が可能。  
Check！③ 宿泊はスタンド迄徒歩で往復が可能、便利なゲートそばの 

スーペリア、デラックスホテルを用意！フリータイムを満喫。 
特に、デラックスホテルはパドックそばゲート 2 コース脇の 
F1 関係者用オフィシャルホテルもご用意。 

★昨年もドライバー10 名が宿泊しているパンパシフィックホテル（GATE2） 
★マクラ―レン HONDA チーム御用達のコンラッドホテル （GATE2） 
★人気のマリーナベイサンズ（屋上プール付） 
★ゲート３前の便利なスイソテルもご用意 （GATE3） 
★スーペリアはゲートから 1 ブロックで徒歩数分の近距離のペニンシュラ 
エクセルシオールです。 （GATE4）※ホテルはお選び頂けますが限りがあります。 

Check！④ シンガポール政府観光局より、ガイドブック・その他プレゼント 
Check！⑤ 東京（羽田）・大阪発着で、月曜帰国コース設定 
Check！⑥ 空港⇔ホテル間は送迎付きで全て楽チン、日本語ガイド付き貸切バスで行います。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。 
※月曜日深夜便発コースには、ショート観光付き。 

Check！⑦ 大好評の、スペシャルトークショー・ゲストは、F1 ジャーナリスト津川哲夫氏を予定しています。 ※飲食代別。 
                          

下中、右下 、写真は全てイメージ 

 
                          左下はマリーナベイサンズ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

F1 ジャーナリスト
津川哲夫氏スペシャル

トークショー開催！!
 



 
 Sample コース・出発地・日程      旅行代金には、観戦券代金は含まれておりません。    

 

最少催行人員：各コース 6 名  募集人員： 各コース 20 名 （SP コースを除く）  全て直行便利用！! 

2 名 1 室、料金大人 1 名様料金となります。 
（別途、燃油・TAX 等及び観戦券代金が掛かります。） 

デラックス クラスホテル 
スーペリア 
クラス 

セントーサ 
島の 
ホテル Conrad Pan 

Pacific 
Marina 

Bay 
Sands 

Swissotel
Stamford 

大人 1 名様、1 室利用の追加料金（1 泊当り） ¥49,000 ¥48,000 ¥57,000 ¥44,000 ¥44,000 ¥25,000 
          

発着 コース 出国日 帰国日 観戦日 ※コンラッド及びパンパシフィックホテルは、朝食付きです。 

羽田 

A1 木夕 月曜夕 金 P1～ ¥318,000 ¥313,000 ¥329,000 ¥297,000 ¥283,000 ¥206,000 

A2 木夜 月曜夕 金 P1～ ¥318,000 ¥313,000 ¥329,000 ¥297,000 ¥283,000 ¥206,000 

A3 金夕 月曜夕 土 P3～ ¥274,000 ¥270,000 ¥309,000 ¥258,000 ¥248,000 ¥186,000 

A4 木夕 火曜朝 金 P1～ ¥314,000 ¥309,000 ¥325,000 ¥293,000 ¥279,000 ¥199,000 

A5 木夜 火曜朝 金 P1～ ¥339,000 ¥334,000 ¥350,000 ¥318,000 ¥304,000 ¥224,000 

A6 金夕 火曜朝 土 P3～ ¥299,000 ¥296,000 ¥335,000 ¥284,000 ¥274,000 ¥209,000 

羽田 
A5M-F 木夜 月曜夜 金 P1～ ¥341,000 ¥336,000 ¥352,000 ¥320,000 ¥306,000 ¥229,000 

A4M 金午前 月曜夜 金 P2～ ¥274,000 ¥270,000 ¥309,000 ¥258,000 ¥248,000 ¥186,000 

関空 
B5M-F 木夜 月曜夜 金 P1～ ¥315,000 ¥310,000 ¥326,000 ¥294,000 ¥280,000 ¥203,000 

B4M 金午前 月曜夜 金 P2～ ¥286,000 ¥282,000 ¥321,000 ¥270,000 ¥260,000 ¥198,000 

羽田 
A5 金午前 火曜朝 金 P2～ ¥277,000 ¥273,000 ¥312,000 ¥261,000 ¥251,000 ¥186,000 

A6-F 木午前 火曜朝 金 P1～ ¥314,000 ¥309,000 ¥325,000 ¥293,000 ¥279,000 ¥199,000 

関空 
B5 金午前 火曜朝 金 P2～ ¥304,000 ¥300,000 ¥339,000 ¥288,000 ¥278,000 ¥213,000 

B6-F 木午前 火曜朝 金 P1～ ¥333,000 ¥328,000 ¥344,000 ¥312,000 ¥298,000 ¥218,000 

福岡 
D5-F 金午前 火曜朝 金 P1～ ¥344,000 ¥340,000 ¥379,000 ¥328,000 ¥318,000 ¥253,000 

D6-F 木午前 火曜朝 金 P1～ ¥371,000 ¥366,000 ¥382,000 ¥350,000 ¥336,000 ¥256,000 

成田 
N5-F 木午後 月午後 金 P1〰 ¥289,000- ¥284,000 ¥300,000 ¥268,000 ¥254,000 ¥174,000 

          
※ 上記表記載の出国日・帰国日・観戦可能日は、航空機のフライト及び交通渋滞等の条件により変わる場合があります。あくまで目安となり

ます。※ Ｆ１グランプリは、事前の案内なしにスケジュールが変更となる場合がございます。 ※ 航空機ビジネスクラス利用のご希望につきましては、
別途お問合せ下さい。 ※ 燃油サーチャージ・空港施設使用料・海外空港税は、目安として 10000円～20000円程度かかります。（これはレート重油

価格によっても変動する事があります。） お申込み後のキャンセルの場合、航空運賃の取消手数料がかかる場合があります。 

下の写真は全てイメージです。一番下の 3 枚は、自由席のイメージ写真です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 観戦券（ｵﾌﾟｼｮﾝ）ご案内  

ツアー代金には、観戦券が含まれておりません。 
観戦券をご希望の場合は、以下のオプション観戦券より 
お選び下さいませ。 又、オプションの観戦券は全て買取となり 
旅行をキャンセルされる場合でも  
観戦券代金の返金は出来ませんのでご注意ください。 
    ※下図はスタンド MAP 及びコースレイアウト 
このサーキットは、自由席(Walkabout)が豊富で、まじかに観戦が可能で

す。 ※左から緑（Zone4）、レッド（Zone3）、パープル（Zone2） イエロー

（Zone1）となっており、Premier Walkabout は、全てのゾーン に移動

が可能です。 その他、Paddock Club, Conbination 等も手配可能。  
※Bay GS（HotTix）は、スタンド中央の席となります。 
 

ホテル  ホテルは、いずれもサーキット迄近距離の非常に便利な立地です。 ※以下写真はサンプル 

                        

        スーペリアクラス： ペニンシュラエクセルシオールホテル （ゲートから数分・1 ブロックの距離で大変便利） 

                       デラックスホテル： マリーナベイサンズ （ホテル指定は可能ですが、部屋のタイプ指定は出来ません） 

パンパシフィックホテル （F1 オフィシャルホテルで、昨年もドライバーが 10 名宿泊。パドックに近い GATE２横に立地） 

コンラッドホテル （マクラ―レンチーム宿泊ホテル、パンパシフィックの隣に立地） 

スイソテルスタンフォード（便利なＧＡＴＥ3 前に立地） 

※ほとんどの場合、バスタブはございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             オプション                                                              

観戦券料金 

Pit GS ¥126,000 
Turns1&2 GS ¥126,000 

Connaught GS ¥73,000 

Stamford, Padang GS ¥64,000 

Esplanade WF ¥55,000 

Bay GS（Hot Tix） ¥37,000（¥46,000） 
Premier Walkabout ¥55,000 

Zone 4 (緑)Walkabout ¥34,000 


