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Hansa Class World & International Championships 2018
CHARTER BOATS INFORMATION
In hopes of having more oversea sailors participate, we are providing charter boats
and oversea transport of containers.

If the number of applications exceeds the number of

charter boats available, lots will be drawn for deciding who will reserve them.
We have a number of Hansa 2.3 and Hansa 303 available for charter.

Because there

are few SKUD18 in Japan, please bring your own Liberty and SKUD via container shipping.
Japanese sailors are expected to sail their own boats.

However, if the number of

applications does not reach the charter boats available, we will make the charter boats
available to Japanese sailors.
ハンザクラスワールド 2018
チャーターボートのご案内
より多くの海外選手に参加してもらうため、主催団体ではチャーターボートとコンテナ輸送を用意します。
申込多数の場合は抽選を行います。
今回、Hansa2.3 と Hansa303 は多くのチャーター艇を用意できる見込みです。しかし、日本にはリバ
ティーと SKUD18 がとても少ないです。リバティーと SKUD18 はコンテナ輸送の利用をお願いします。
日本国内の選手は自艇での参加をお願いします。ただし、チャーター艇の申込がいっぱいにならなかっ
た場合、日本国内選手向けにチャーターの案内をします。

1.

1. Charter Boats
1.1 Overview

1

Boat Type
Number
Fee (JPY)
Hansa 2.3 Single
20
20,000
Hansa 2.3 Double
20,000
Hansa 303 Single
40
46,000
Hansa 303 Double
46,000
Liberty
N/A
—
SKUD 18
N/A
—
Please bring via container shipping and sail your own
Liberty/SKUD.

1.2 Application Start
April 10, 2018
1.3 Application Deadline
May 1, 2018
1.4 Result Announcement of Lots/Payment
Beginning of May, 2018
Please be sure to wait for the result before your entry if applying
for a charter boat.

1．チャーター艇
1.1 概要
艇種
艇数
チャーター料(JPY)
Hansa 2.3 シングル
20
20,000
Hansa 2.3 ダブル
20,000
Hansa 303 シングル
40
46,000
Hansa 303 ダブル
46,000
Liberty
なし
—
SKUD 18
なし
—
リバティと SKUD18 はコンテナ輸送を利用し、自艇での参加を
お願いします。
1.2 申込開始
1.3 申込締切
1.4 抽選結果連絡、送金オファー

２０１８年４月１０日
２０１８年５月１日
２０１８年５月初旬

チャータ―艇を希望する選手は、チャーター艇の抽選結果を待っ
てエントリーを行うこと。
1.5 申込先大会

1.5 Application Link http://sail.jpn.com
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1.6 Terms and Conditions
1.6.1
Charter boat will be provided after all application
(including lottery if needed) and charter fee
transaction processes are completed.
1.6.2
Competitors will be responsible for inspecting the
chartered boat to make sure everything is in order
when provided by the organizing authority (OA).
1.6.3
Chartered boats will be inspected by OA before
returned.
1.6.4
Alteration of the body and any equipment are
prohibited.
1.6.5
Competitors must use their own sails.
1.6.6
The following will be provided and available for use:
spars, hydrofoils, tillers, and seats.
1.6.7
With the exception of the protest committee’s
recognition of a legitimate reason, failure/damage
on chartered boats and equipment will not be
grounds for redress.
1.6.8
Competitors must report any lost and/or damaged
chartered boats and/or equipment to OA.
1.6.9
Security deposit for a charter boat is 50,000 JPY.
1.6.10 If there is no damage to the chartered boat, the
security deposit will be fully refunded. It will be
returned in JPY in cash on the last day of the
regatta, after all the races are finished.
1.6.11 Competitors must bring the following: main sheet,
jib sheet, life jacket, main sail, and jib sail.
1.6.12 In case of double entry:
1) If requesting (a) charter boat(s) for both singles
and doubles, be sure to apply for a charter boat
in each class separately.
2) When requesting (a) charter boat(s) for both
singles and doubles, due to the possibility of the
lots, there is no guarantee that charter boats for
both classes will be provided.
3) When requesting (a) charter boat(s) for both
singles and doubles, the charter boat may or
may not be the same even if provided for both
classes.
1.6.13 Right for a charter boat may not be transferred to
others.
1.7 Payment for Charter Fee
1.7.1
OA accepts PAYPAL for payment.
1.7.2
The PAYPAL transaction must be done with a
credit card, following the instructions sent via email to those who won the lots.
1.8 Application
1.8.1
Provide the required information online to
apply.
1.8.2
The invoice will be sent via e-mail to those who
won the lots.
1.8.3
PAYPAL transaction must be made with a credit
card within 2 weeks from the date on the
invoice.
1.8.4
If the payment is not made within 2 weeks from
the date on the invoice, or the PAYPAL
transaction cannot be proven, the right for a
charter boat will automatically be cancelled and
transferred to the person next on the waiting list.
1.8.5
The right for a charter boat will be sustained and
protected until the payment due.
1.8.6
If cancelling after June 30, 2018, 20% of the
charter fee will be charged. If cancelling after
September 12, 2018, 100% of the charter fee
will be charged. .
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1.6 チャーター規約
1.6.1 チャーターボートは、申込を行い、抽選を経て契約/支払
いの手続きを完了した競技者に提供される。
1.6.2 主催団体からチャーターボートを受け取ったときにボー
トに不備が無いか点検しなければならない。
1.6.3 大会が終了する前に主催団体のチェックを受けてチャ
ーターボートを返還しなければならない。
1.6.4 船体と機器の改造は許されない。
1.6.5 競技者は自分のセールを使用すること。
1.6.6 競技者は、以下に含まれる装置を使用することが
できる。（スパーとフォイル、ティラー、座席）
1.6.7 プロテスト委員会がその理由が正当であると認めること
を除いて、チャーターボートと装備の不足または損傷により、
救済を要求することはできない。
1.6.8 競技者は、チャーターボートまたは装備を紛失または
損傷させた場合、主催団体に報告しなければならない。
1.6.9 チャーターボートのダメージデポジットは 50,000 円。
1.6.10 ボートが損傷していない場合このレガッタが完了した
後、大会最終日に現金にて返却される。
1.6.11 以下の項目は競技者が準備する必要がある。
メインシート、ジブシート、ライフジャケット
メインセール、ジブセール
1.6.12 ダブルエントリーの扱い
1） シングルとダブルの両方のクラスを希望する場合
それぞれのクラスのチャーターを申し込むこと。
2） シングルとダブルの両方のクラスを希望する場合
両方のクラスでチャーター艇が割り当てられる（当選す
る）かどうかは保証できない。
3) シングルとダブルの両方のクラスを希望する場合
両方のクラスでチャーター艇が割り当てられた(当選し
た)としても、同一の艇が割り当てられるかどうかは保証で
きない。
1.6.13 チャーター艇が割り当てられた者は、その権利を他人
に譲ることはできない。
1.7 チャーター料の支払い
1.7.1 主催団体はチャーター料金の支払いを PAYPAL 決
済で受け付けています。
1.7.2 PALPAL 決済は、抽選の当選者に送信されるメール
に記載されている方法でクレジット
カードにて行うこと。
1.8 申込方法
1.8.1 WEB より必要事項を記入して申し込みを行うこと。
1.8.2 チャーターボートの当選者は請求書をメールで受け
取れる。
1.8.3 請求書を受け取り次第、請求書の日付から 2 週間以
内に、クレジットカードで PAYPAL 決済を行うこと。
1.8.4 請求書の日付から 2 週間以内に支払いを行わない場
合や、PALPAL 決済の証拠がない場合は当選の権利は自
動的にキャンセルされる。ボートを待機リストの次の人に提
供する。
1.8.5 当選の権利は、支払い期限までの間は、保護され
る。
1.8.6 2018 年 6 月 30 日以降のキャンセルの場合、20%の
キャンセル料が必要となる 2018 年 9 月 12 日以降のキャン
セルの場合、チャーター料金は 100％返金不可。

