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いよいよ来年２０１５年８月からオリピックに向けて色々なテスト大会が開催されます： 

オリンピック RIO 2016テスト大会 競技ボート 

期間：2015年 08月 06日～2015年 08月 09日 

 

宿泊ホテルとして、徒歩距離１５分のスタンダードクラス、車両移動２㌔のスーペリアホテルや、大会運営のシャトル

バス移動２０分のシャトルバスが停車するデラックスホテルなどございます。 

この機会のリオのオリンピック施設の視察やアパートメントタイプホテルの視察も可能になります。その他、サンパウ

ロ、イグアスなどとの組み合わせも可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。 
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Ｔour Name  ： プレ・オリンピック　ボート・ジュニア世界大会 IN RIO 2015

Ａgent Ｎame ： 株式会社ラティーノ Date ： 2014年09月19日

日 付

Date

時 間

Time

交通機関
Transpor.

東 京（成 田 空 港） 発 航空便 東京から経由地、リオデジャネイロへ

経由地乗換え

2 リオデジャネイロ 着 午前 車両 日本語ガイドがお出迎えします。

着後：リオデジャネイロ車窓観光し、ホテルへ

＊フライトの時間次第で観光、食事を含みます

１４：００よりホテルチェックインできます。

ホテルは会場CAMPO OLIMPICO DE REMO DA LAGOA

から徒歩１㌔１５分の距離に位置します

宿泊 ： スタンダード 朝/Ｘ 昼/Ｘ 夕/Ｘ

車両 朝食後、会場へ日本語ガイドがご案内します

3 終日：ボート・ジュニア世界大会 CAMPO OLIMPICO DE REMO

翌日の大会に向けての視察、ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ、会議が開催

昼食：名物肉料理　シューラスコ

宿泊 ： スタンダード 朝/〇 昼/〇　夕/Ｘ

車両 朝食後、会場へ日本語ガイドがご案内します

4 終日：ボート・ジュニア世界大会 CAMPO OLIMPICO DE REMO

大会見学します。　昼食：和食弁当

夕食やサンバショーにご案内します

宿泊 ： スタンダード 朝/〇 昼/〇　夕/〇

車両 朝食後、会場へ日本語ガイドがご案内します

5 終日：ボート・ジュニア世界大会 CAMPO OLIMPICO DE REMO

大会見学します。　

宿泊 ： スタンダード 朝/〇 昼/Ｘ　夕/Ｘ

車両 朝食後、会場へ日本語ガイドがご案内します

6 終日：ボート・ジュニア世界大会 CAMPO OLIMPICO DE REMO

大会見学します。　

宿泊 ： スタンダード 朝/〇 昼/Ｘ　夕/Ｘ

車両 朝食後、会場へ日本語ガイドがご案内します

7 終日：ボート・ジュニア世界大会 CAMPO OLIMPICO DE REMO

大会見学します。大会終了。　

宿泊 ： スタンダード 朝/〇 昼/Ｘ　夕/Ｘ

朝食後、日本語ガイドと共に、リオ市内を視察します。

8 リオデジャネイロ 発 夕方 車両 空港へ

航空便 機　内　泊 朝/〇　昼/×　夕/×

9 着 経由地都市に到着、入国手続き。 成田行フライトへ乗換え。

発 航空便 機　内　泊 朝/×　昼/×　夕/×

日本到着

【食事記号】　〇/食事手配、 △/機内食、 ※/手配なし

都　市

City

行　　程　　 ・　　食　　事

Schedule          Meal

着

1
８月３日

（月）

10
８月１２日

（水）
成田

８月５日
（水）

８月１１日
（火） 経由地

８月４日
（火）

８月６日
（木）

８月７日
（金）

８月８日
（土）

８月９日

（日）

８月１０日
（月）
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