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旅行代金/成田発着/ハワイ5・6日間/大人お一人様/アストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアン（１ベッドルーム 部屋指定なし）/
4名1室利用時/国内空港施設使用料等および海外空港諸税が別途必要。（注）旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。
今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減または廃止またはかからなくなった際も旅行代金の変更はありません。

6名様まで自由に分担して参加可能！6名様まで自由に分担して参加可能！
フルマラソンではちょっと距離が長い…という方も、仲間と一緒に1区間だけなら気軽に参加できることでしょう。
最大6名のチームで、各区間を自由に分担して走る事ができます。

出発日　2020年 5月
有効期限 2020年 2月 4日～2020年 3月 4日

東京発（成田）   HWI846-A

※画像はすべてイメージです。

＜ご旅行条件＞■日本発着利用航空会社：基本コース/成田発着：ハワイアン航空、ユナイテッド航空、大韓航空、日本航空、日本航
空臨時便、ANA（※）、航空会社アレンジ時：日本航空　■利用ホテル：旅行代金表参照　■添乗員：なし。現地係員　■減延泊不
可　■最少催行人員：1名（但し、1人部屋追加代金が必要。旅行代金表参照。）　■食事：なし（機内食を除く）　■幼児代金（ご出発
時に2歳未満のお子様で航空機座席・ベッドを利用しない。食事を必要としない場合）：3.5万円（尚、海外空港諸税が別途必要です）　
■子供代金（ベッド・食事：なし）（注9）旅行代金表参照　※ホノルル駅伝にご参加いただくことがお申込みの条件となります。
事前ならびに現地での参加放棄はお受けいたしかねます。※掲載商品はHIS全国すべての店舗で受付可能です。ご予約は
お１人様（１グループ）につき１店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご予約はご遠慮ください。※掲載のフライ
トスケジュールは2020年1月現在のものとなります。航空会社の諸事情などにより予告なく変更となる場合があります
ので予めご了承ください。　※空港⇔ホテル間の往復送迎が含まれております。※出発日によりご出発の28日前までに全
額のご入金が必要となる場合があります。予めご了承ください。※掲載の表示代金は大人2･3名様1室利用時（アストンワ
イキキアットザバニアンは4名1室利用時）のお1人様あたりの旅行代金となります。※掲載商品のお申し込み有効期限は
2020年2月4日～2020年3月4日となります。航空機の座席数、ホテルの客室数には限りがございます。掲載商品は適用期
間内でも満席に達し次第販売終了となります。また、適用期間内に満席に達しない場合は、適用期間終了後も継続をして
販売をすることがあります。

（注1）お1人様につきベッドが1台用意されているとは限りません。大人4名様では手狭になりますので予めご了承くださ
い。　（注2）エキストラベッドの搬入はありません。お部屋の最大定員は子供・幼児含め3名様までとなります。　（注3）ベッ
ド2台のお部屋です。ベッド1台希望時は、カテゴリーコードの変更が必要です。空室状況によりご希望のベッド台数でご
用意できない場合があります。　（注4）ベッド1台のお部屋です。お部屋の最大定員は子供・幼児含め3名様までとなりま
す。エキストラベッドの搬入はありません。　（注5）ベッドを使う方が3名の3名1室は不可ですが、子供・幼児含む4名1室
は可能です。ベッド台数はベッド2台またはベッド1台＋エキストラベッド（指定不可）となります。　（注6）ホテル内にて
改装工事を行っております。（2020年1月現在）　（注7）1部屋1台の貸出です。貸出・返却場所はアジアサービスデスクです。　

（注8）ベッドなし子供・幼児は人数には含めません。 (注9) 子供代金：大人2名と同伴同室の旅行ご出発時に12歳未満のベッ
ドを利用しないお子様最大2名に適用可。　（※）ANAは、エアージャパンとのコードシェア便またはウェットリース便と
なる場合があります。その場合、エアージャパンの機材・乗務員での運航となります。
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成田（18：55〜21：30）発 （直行）
空路、日付変更線を通過してホノルルへ。
ホノルル（07：05〜09：50）

着後、空港にて必要書類お渡しの後、ワイキキへ。
ツアーラウンジにお連れした後、各自チェックインシャトルにてホテルへ。
チェックイン時間はホテルによって異なります。
※5/16ご出発の方はご到着当日にゼッケンの引き換えにお越しいただきます。
 【ホノルル泊】
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終日：自由行動
思い思いのプランでお楽しみください。
ゼッケンの引き換えにお越しください。

（詳細は決定次第ホノルル駅伝ホームページにて発表します）
 【ホノルル泊】

駅伝開催日！

5／17

 ホノルル駅伝開催！  
（カピオラニ公園START&GOAL）
海岸沿いや絶景コースを駅伝スタイルで走ろう！
 【ホノルル泊】
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終日：自由行動
思い思いのプランでお楽しみください。
◆HIS オリジナル！LeaLeaトロリー乗り放題付
◆HIS LeaLeaラウンジ利用可能 【ホノルル泊】
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現地係員と共に空港へ。
ホノルル（09：45〜13：25）発  （直行）
空路、日付変更線を通過して帰国の途へ。
 【機中泊】
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成田（13：25〜17：10）
着後、解散となります。

空港諸税等について
・�表示代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収することを義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払いください。
・�日本円目安額は、IATA公示レートを参考に算出しています（10円未満は切り上げ）。また航空券発券時に徴収される航空諸税額が予告なく増減・新設された場合、徴収額を変更する
場合がありますが、レートの変動による過不足が生じても追加徴収・返金はいたしません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みをいただいた時点での換算となります。
■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧 （2020年1月現在）

国名 税・料の名称  税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本
成田空港旅客サービス施設使用料 大人 2,130円、子供 1,070円 国際線出発 - 要 不要

成田空港旅客保安サービス料 530円 国際線出発 - 要 不要
国際観光旅客税 1,000円 国際線出発 - 要 不要

アメリカ
合衆国

国際通行税（往復分） ＄37.80 米国から国際線で出発/到着する旅客 ￥4,240 要 要
税関審査料 ＄5.89 米国へ入国する旅客 ￥660 要 要
入国審査料 ＄7.00 米国へ入国する旅客 ￥790 要 要

動植物検疫使用料 ＄3.96 米国へ入国する旅客 ￥450 要 要
航空保安料（搭乗１回につき） ＄5.60 米国の空港から搭乗する旅客 ￥630 要 要

空港施設使用料 ＄4.50 米国の空港からの出発旅客 ￥510 要 不要

お買い物についてのご注意
・�お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入してください。

共通のご案内　※別紙「お申し込み前のご案内とご注意」を必ずお読みください。

時間帯の目安 早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜
04：00〜 06：00〜 08：00〜 12：00〜 13：00〜 16：00〜 18：00〜 23：00〜

日本国籍の方のビザ（査証）について

・ハワイ州へ渡航される日本国籍の方の場合、帰国日まで有効期間を有するパス
ポートが必要となります。また以下の条件を全て満たす場合であればビザ（査証）
は不要となります。（ア）観光目的で90日以内の滞在の場合、　（イ）アメリカ隣接
国以外への往復航空券を入国時に所持し、提示できる事、（ウ）Eパスポート（IC旅
券）を所持している事、（エ）その他「米国査証免除プログラム」の条件を満たして
いる事　（注）2009年1月12日以降、日本国籍の方はアメリカ入国の際にESTA
（アメリカ電子渡航認証システム）の登録が必要となります。詳しくはhttps://
esta.cbp.dhs.gov/esta/をご確認ください。エイチ・アイ・エス店頭でESTAの
代行登録【コード：ＶＵＳ】を受け付けております。
■代行申請代金はお問い合わせください。※2016年1月21日、米国はビザ免除
プログラムの改訂及びテロリスト渡航防止法の施行を開始しました。詳細につき
ましては、米国大使館ホームページをご参照いただくとともに、情報の推移にご注
意ください。※その他詳細はＣｉａｏパンフレット最新号にてご確認ください。※日本
国籍以外の方は、上記とは異なります。ご自身にて自国及び渡航先の領事館、入国
管理事務所等にお問い合わせのうえ、必要な手続きをお済ませください。

現地安全情報・衛生情報
・�渡航先（国又は地域）によっては、外務省安全情報など安全関係の情報が出されている場合があ
りますので、外務省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）などでご確認ください。
・�渡航先（国又は地域）の衛生情報は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」
ホームページ（http：//www.forth.go.jp/）でご確認ください。

【景観について】　●オーシャンビュー:お部屋(バルコニーを除く)から見える海が視界のかなりの部分をしめているお部屋。　●パーシャルオーシャンビュー:お部屋からは海は見えませんが、バルコニーから海の一部が見えるお部屋。
マークの見方 ●：入場観光　◎：下車・外観観光　○：車窓観光　 ：オプショナルツアー　 ：飛行機（同日着）　 ：飛行機（機中泊）　 ：バス　 ：航空会社の選択不可　 ：ホテルの選択不可

●お申し込み・お問い合わせは…

１�募集型企画旅行契約

５�その他

３�取消料２�旅行のお申込みと契約の成立

４�お客様の確認事項

この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と募集型企
画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全
文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。　（２）より安心してご旅行
いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。
（3）特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。（一部有料。歩行
に自信がない、病気による食事制限があるなど）

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、い
つでも旅行契約を解除出来ます。

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話でお
申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金をお支払いいた
だきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

※次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

（１）�現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確認のう
え、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。

（２）�渡航先の「海外安全情報」「海外感染症情報」のご確認、および「たびレジ」のご登録をお願いします。
� 海外安全ホームページ　�http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
� 感染症情報ホームページ�http：//www.forth.go.jp/�　たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

旅行条件書（要旨） ※お申し込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。

特定日：4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7
旅行契約の取消日��

旅行開始日の前日から起算して
特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

40日前〜31日前 旅行代金の
10％ 無料

30日前以降〜3日前以前 旅行代金の20％
2日前〜当日の旅行開始前 旅行代金の50％

旅行開始後
または無連絡不参加 旅行代金の100％

【オプショナルツアー取消料】
催行日前日から起算して3日前（土・日・祝除く）より100%

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前（※）

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の20％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の20％

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第 724号

〒163-6028 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー28階

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者
です。この契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、総合旅行
業務取扱管理者にお問い合わせください。

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ございましたら下記までご連絡ください。
（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.03-5908-2505
（平日10：00〜18：30　土・日・祝はお休みとさせていただきます）

利用ホテル アストン・アット・ザ・ワイキキ・ 
バニアン【4名1室】（注1）

パークショアワイキキ 
【3名1室不可】（注2）

アストンワイキキ 
ビーチホテル

ハイアットプレイス 
(注4)

クイーンカピオラニ 
（注5）

アロヒラニリ
ゾート

ワイキキビーチマリオット 
(注6)

ハイアットリージェンシー 
（注6）

お部屋タイプ 1ベッドルーム 
部屋指定なし 部屋指定なし

パーシャル 
オーシャンビュー 

(注3)
部屋指定なし 部屋指定なし 部屋指定なし 

（注3）

部屋指定なし オーシャンビュー
部屋指定なし

デラックス 
オーシャンビュー 
★朝食1回付★

★朝食付★ 
★Wi-Fiルーター付（注7）★

入室時間 15時 15時 15時 15時 15時 15時 14時 14時 15時 15時
5日間

ツアーコード：TC-EHP0846-HNL___ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A
5/15（金）出発 8.48 9.98 10.48 10.98 11.48 12.48 12.98 13.48 12.98 13.98
5/16（土）出発 7.98 9.48 9.98 10.48 10.98 11.98 12.48 12.98 12.48 13.48

利用人数変更追加代金 
（お1人様あたり）（注8)

4名⇒3名：+0.6 
4名⇒2名：+1.5 2名⇒1名：+3.6 2名⇒1名：+4.8 2名⇒1名：+5.1 2名⇒1名：+4.8 2名⇒1名：+6.3 2名⇒1名：+6.0 2名⇒1名：+6.9 2名⇒1名：+6.0 2名⇒1名：+9.0

6日間
ツアーコード：TC-EHP0846-HNL___ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A

5/15（金）出発 9.48 10.98 11.48 12.48 12.98 14.48 14.98 15.48 14.98 15.98
5/16（土）出発 8.98 10.48 10.98 11.98 12.48 13.98 14.48 14.98 14.48 15.48

利用人数変更追加代金 
（お1人様あたり）(注8)

4名⇒3名：+0.8 
4名⇒2名：+2.0 2名⇒1名：+4.8 2名⇒1名：+6.4 2名⇒1名：+6.8 2名⇒1名：+6.4 2名⇒1名：+8.4 2名⇒1名：+8.0 2名⇒1名：+9.2 2名⇒1名：+8.0 2名⇒1名：+12.0

子供代金(2歳～11歳/ベッド・食事なし)（注9） 一律6.98

おトクな追加代金で
日本航空にアレンジ可能！+1.5万円（大人・子供同額/　

往復/お1人様あたり）



EKIDEN

ホノルル
HONOLULU

第1・第5
中継地点

（カピオラニ公園）

（カイムキ・ミドルスクール）

約6.3km予定
タスキを受けてすぐの急勾配の上り坂
を越えたら、いよいよフィニッシャーズ・
ゲートを設置した「カピオラニ公園」へ
感動のゴール！

約9.1km予定
高低差はないが、日差しが強く気温が上がっ
てくる時間帯のため、後半の失速を押さえる
ためにもペース配分と暑さ対策が重要とさ
れる。2区間同様のルートで「カイムキ・ミドル
スクール」へ。徐々に気温が上がってきます。
水分は必ず補給してください。

START
GOAL

ハワイでシンボ
ル的な存在の

名所。
ハワイでシンボ

ル的な存在の
名所。

ダイヤモンドヘ
ッド

Diamond Head

スタート前のカウントダウンは、ワ
クワクと緊張でボルテージは最高
潮！スタート地点「カピオラニ公
園」⇒ダイヤモンドヘッド周辺や
ダイヤモンドヘッド・ビーチを横
に眺めながら「カイムキ・ミドル・
スクール」へ。

約5.3km予定

ワイキキビーチ
Waikiki Beach

オー
シャン

ビュー

（サンディー・ビーチパーク）第2・第4
中継地点 第3中継地点

約9.1km予定
キラウエア・ロードを走り、全区間で1番
長い距離であるカラニアナオレ・ハイ
ウェイを直進するコース。高級住宅地の
ハワイ・カイ・エリアの「マナウケア・ベ
イ・ビーチパーク」へ。

約6.2km予定
美しいビーチに面したオーシャン
ビューの絶景コース！最もリゾー
トを満喫でき、距離は短いですが
有名なハナウマ湾までの坂道の
ある難関コース。折返し地点の
「サンディー・ビーチパーク」へ。

約6.2km予定
レースも後半に入り、気温も上がっ
てくる時間。日が昇ってきて暑くは
なるが、景色は最高！芝生が多く
広大なエリアとなるサンディー・
ビーチパークを折り返し、高級住
宅街が並ぶ内陸を経由して「マウ
ナルア・ベイ・ビーチパーク」へ。

ハナウマ湾
HANAUMA BAY

（マウナルア・ベイ・
ビーチパーク）

サンディービーチ

Sandy Beachハナウマ湾の入り口や潮吹き岩を過ぎると、豪快な大波と青い海、白い砂のコントラスト
で躍動感を感じられるビーチヘ。

ハナウマ湾の入り口や潮吹き岩を過ぎると、豪快な大波と青い海、白い砂のコントラスト
で躍動感を感じられるビーチヘ。

オーシャンビューの道を含む6区間を
 繋ぐ本格駅伝スタイル！
同じ所を周るだけの周回コースではなく、本来の本格的な駅伝スタイルを気軽に楽しめる
リゾートランニングです。海やダイヤモンドヘッドを眺めながらのランは爽快！

最も短い区間は約5.3km!
チームみんなで約42.2kmをタスキでつなごう！

日本発祥の駅伝をホノルルで楽しめま
す！走るというスポーツは個人で行う
ものですが、別々に走っても、襷をつな
ぐ駅伝となると楽しさが倍増。さらにそ
のロケーションがホノルルです。仲間
と思い切り楽しみましょう。

芝生が多く広大なエリアとなる
「サンディー・ビーチパーク」で折り返し。
前半戦のタイムも気になるところ・・・

折返し

5区

1区 3区

6区

2区

4区

オフィシャルランニングコーチが
ホノルル駅伝をサポートします！ 私たちが

サポート
します！

私たちが
サポート
します！

私たちが
サポート
します！

絶景
POINT

絶景
POINT

この大会でしか走れないオーシャンビューの

1名からでも気軽に参加可能
個人でお申し込みいただき、ご希望

に応じて運営側でチーム編成を行う

ので気軽に参加できます。 ※マッチング希望の際は、
エントリーページにてマッチングをご選択ください。

”マッチングシステム”って知ってる？

海抜（ｍ）

距離
（km）0            5           10          15          20          25          30          35          40          450

80
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高低差マップ

ⓒROSS HAMAMURA　SONY photographer

※画像はすべてイメージです。

区2

区4 区6
区1

区3

区5

＜ホノルル駅伝＞2020年5月17日（日）AM5：30スタート（予定）
2～6名1チームで全6区間を走破する駅伝（6区間 合計約42.2km）
大会当日満10歳以上の健康な男女（15歳未満の方は保護者の同行、18歳未満の方は親権者の同意書が必要）
各区間設定あり・6区間合計6時間（1kmあたり約8分30秒のペースで6時間となります）

駅伝終了後、カピオラニ公園にて表彰式。総合成績、各カテゴリー成績別に上位チームを表彰いたします。

ホノルル駅伝参加者はエントリー登録が必要です。

●各チームは1つの「タスキ」をスタートからゴールまでリレーします。
●各チーム内で6つの走行区間を自由に分担することができます。
　１人で複数区間を走ることもできますが、1つの区間を複数で分担して走る事はできません。

●記録証の発行　●大会記念Tシャツプレゼント

開催日時
競技種目
参加資格
制限時間

ルール
（抜粋）

表彰式
参加者特典
参加登録

大会概要1名様から参加OK!

※上記内容に関しては2020年1月時点での予定となります。詳細は弊社公式ホームページにて随時更新させていただきます。

公式facebook
ホノルル駅伝

公式Twitter
@HnlEkiden_jpWEBで最新情報をチェック！▶ ホノルル駅伝

給水所は各中継ポイントと、最長区間（第2区、第5区）の中間点に1
箇所設置予定。トイレは各中継ポイントにございます。シャワーの用
意はございません。

給水所、トイレ、シャワーはありますか？Q
A はい、HISのオフィシャルコーチによる「ランニングセミナー」を現地

にて開催予定です。内容決定次第ご案内いたします。

ランニングの指導などは受けられますか？Q
A

スタート地点（カピオラニ公園）までは各自にてご集合ください。ス
タート地点から2区間目以降の中継ポイントまで、及び走った後の
各中継ポイントからゴール地点までは送迎バスをご用意致します。
中継ポイント間の送迎、レース終了後、ゴール地点からの送迎はあ
りません。

スタート地点、各区間出発地点までの送迎、
ゴール地点からの送迎はありますか？

Q
A

本ツアーには駅伝のエントリー代金は含まれておりますので、
別途お支払いは不要です。

駅伝の参加エントリーは必要ですか？有料ですか？Q
A

＜駅伝WEBエントリー＞　
http://hnlekiden.jp/entry/からお申し込みください。
お申し込み期限は4/30（木）までとなります。

参加エントリーはどうやって、いつやるのですか？Q
A

大会当日、10歳以上の走れる方ならどなたでもご参加いただけ
ます。（15歳未満の方は保護者の同行、18歳未満の方は親権者
の同意が必要です）

参加資格、制限はありますか？
子供（小学生、中学生など）は参加できますか？

Q

A

1名様での参加は可能ですが、駅伝は2名から最大6名までご
登録いただきます。
また1名様で6区間を走ることはできません。  但し、人数が足り
ない場合はマッチングシステムを利用して、他の参加者の方と
チームを作り、ご参加いただくことは可能です。マッチングをご
希望の方はエントリーページにてマッチングをご選択ください。

何名で参加可能ですか？1名でも参加できますか？Q
A

走行順と区間は事前にお知らせいただきますが、当日でも変更可能です。

走行順はいつまでに決める必要がありますか？
当日変更できますか？

Q
A

欠場される方の分をチーム内のほかのメンバーがカバーして走る
事になります。

急遽、チームのメンバーが
行けない・走れない場合はどうなりますか？

Q

A

各区間ごとに制限時間の設定がございます。制限時間を超えた場
合は、タスキの受け渡し無しに次区間走者はスタートとなります。6
区間合計で制限時間6時間です。参考までに、1kmを8分30秒のペ
ースで走ると約6時間で完走となります。

時間制限はありますか？Q
A

駅伝前日に、カピオラニ公園特設テントにて、ゼッケン・たすき等の
受け渡しや大会の注意事項等についてご案内いたします。
また、マッチングシステムを利用してのご参加の方は、同場所にてマ
ッチングチームを作ります。

現地で必要な手続きはありますか？Q
A 総合成績の上位チーム、及びカテゴリー別の上位チームには表彰

式にて表彰、賞品授与などをおこなう予定です。また、駅伝の成績
以外にも、コスチュームなどでイベントを盛り上げていただいたチー
ムの表彰も行います。是非、イベントを楽しんでください！

成績優秀チームの授賞式、賞金はありますか？Q
A

参加者全員に、オリジナル記念Ｔシャツをプレゼントいたします。
Tシャツサイズは、男女兼用サイズ１種類になります。

参加特典などはありますか？Q
A

駅伝についてQ&AQ&A

絶景あり。
サポートコーチは予告なく変更になる
場合があります。予めご了承ください。

湘南ベルマーレスポーツクラブ・
トライアスロンチームヘッドコーチ

中島靖弘 コーチ
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