
H.I.S.はココが違う！ツアーポイント

のスペシャルプライス！

2018.06月～2018.09月成田発

BKK
026-A 2018年4月23日～2018年7月31日
■パンフレット有効期限

減延泊不可

※画像はすべてイメージです。
スタッフメモ＝TEL予約（66288119）

背景画像：エメラルド寺院

バンコク
出発日
限定

バンコクバンコク4日間

旅行代金：成田発着/バンコク4日間/大人お1人様/2・3名様1室利用時　（注）旅行代金には燃油サーチャージはかかりません。今後、航空会社の申請により燃油
サーチャージが適用されても旅行代金の変更はございません。成田空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。

見所たっぷり！バンコク寺院観光とショッピング
金色に輝く寝転んだ仏像のワット･ポーや、暁の寺こ
とワット・アルン、大理石の壁が美しいアナンタサ
マーコム、巨大な立ち像で有名なワット・インドラウィ
ハーンなどの観光地と、お土産探しも出来る便利な
ツアーです。
〈スケジュール〉07:30ルネッサンスラチャプラソン
ホテル集合→ワット・アルン(入場)、ワット・ポー(入
場)、アナンタサマーコム(下車・外観観光)、ワット・イ
ンドラウィハーン(入場)観光→11:30頃お買い物ツアー(❶ジュエリーGG、❷東南アジア
天然ゴム枕、❸免税店)→12:00頃免税店で解散
※寺院観光時は服装にお気をつけ下さい。※ワット・アルンは2016年10月現在修復中で
すが通常通りご案内致します。
●代金：1,500円（日本申込のみ）　●食事：なし　●時間：07:30～12:00頃
●コード：SENP4　●最少催行人員：1名　●催行日：毎日　●運行事業者：H.I.S.バンコク

パワースポットを巡るスピリチュアル観光
バンコクの有名なスピリチュアルスポットへご案内。
お祈りのマニュアル付きなので、お祈り方法も完璧！
願い事を託した後はタイ名物のカオマンガイ(タイ風
チキンライス)又はグリーンカレーから選べるランチ
やNARAYAでのショッピングをお楽しみ下さい。

〈スケジュール〉12:00H.I.S.バンコク支店スクチャイ
トラベルラウンジ集合→BTSにて移動、エラワン祠で
お祈り実践（ガイドの説明・お祈りマニュアルあり・お祈りグッズはご自身にて購入約20～200
バーツ)→ランチ(カオマンガイorグリーンカレー、同レストラン)→NARAYAでお買い物→ガ
ネーシャ像とトリムルティを見学→15:30頃品数豊富な土産物屋ナライパンで解散
●代金：1,500円（日本申込のみ）　●食事：昼1　●時間：12:00～15:30頃　
●コード：SENP5　●最少催行人員：1名　●催行日：日・月・水・金　
●運行事業者：H.I.S. バンコク

早い者勝ち

●ツアーコード：TC-FBZ6061-ST18　●1人部屋追加代金（相部屋不可）：11,000円　●減延泊不可

×大学生協限定企画

お申し込みは
大学生協店舗でのみ

承ります。

H.I.S.おすすめオプショナルツアー ★気軽にバンコクをエンジョイプラン★

①バンコク市内で使えるスポットWi-Fi無料サービス
②H.I.S.オリジナル象さんシャトル毎日運行！
③成田午前出発 直行便利用！
④安心の往復送迎付！

※日本にてご予約下さい。

第1版

パワースポットを巡るスピリチュアル観光

お1人様追加代金
各1,500円※日本申込のみ。

ワットアルン エラワンプーム

もちろん燃油サーチャージかかりません！（注）

4.28
万円 5.78

万円3.98
万円

出発日：9/2～4・9～11・17・18・24・25 出発日：7/23・24・29～31、8/20・21・26～28出発日：6/3・5・12・26、7/1～3・8～10・17

デラックスクラスホテル（注1）へ
アレンジプラン+10,000円

ザ・スコソン バンコク
（2・3名1室利用時）

客室一例

サイアムエリアのBTSパヤタイ駅徒歩約3分。オーナー
が女性の方で館内の随所にこだわりの調度品が置かれ
ています。客室Wi-Fi無料。18時までお部屋がご利用
頂けます。（客室約38㎡）
[ツアーコード]TC-FBZ6062-ST18
1人部屋追加代金：20,000円



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） ※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。

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

〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29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下さい。

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頂きます）

お申し込みは大学生協店舗でのみ承ります。
●お申し込み・お問い合わせ＜受託販売＞

共通のご案内　※お申し込みの際、必ずお読みください（詳しくは、別途条件書にてご確認ください）

日本国籍の方の
ビザ（査証）について

日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：日本出発日にパスポートの有効期限6ヶ月以上かつ30日以内の滞在。
※日本国籍以外の方は、上記と異なります。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。

バンコク4日間  

1
成田（09：15～10：00）発（直行）  バンコクへ。
バンコク（13：45～15：00）着　着後、現地係員と共にホテルへ。
 【バンコク泊】

2
終日：自由行動
 【バンコク泊】

3

出発まで自由行動（チェックアウトは12時となります。）
夜：現地係員と共に空港へご案内致します。
バンコク（23：35～翌00：55）発（直行）  空路、帰国の途へ
 【機中泊】

4
成田（07：45～09：00）着　
着後、解散となります。

■上記スケジュール内の東京・バンコク発着時刻は、2018年4月現在の、
2018年6月～9月出発の国際線定期便のフライトスケジュールに基づいてい
ます。ご出発日によっては上記時間帯以外の臨時便を使用することがあります。
必ず最終日程表で確定便・時刻をご確認下さい。
■日本発着時利用航空会社：スクート、エアアジアXのいずれか(指定不可)　
※発着空港はドンムアン空港となります。
※当商品のサービスは、受託手荷物20kgまでです。
機内食、毛布と枕は含みません。
■添乗員：なし。現地係員
■最少催行人数：1名（相部屋不可）
■食事：朝2（機内食なし）
■減延泊不可
■利用ホテル：ホテルリストをご参照下さい

…旅行代金はお得ですが、ホテルはお選びいただけません。　
…旅行代金はお得ですが、航空会社はお選びいただけません。

 ※H.I.S.タイシティパンフレット掲載の割引・特典は対象外となります。 

利用ホテルリスト
エコノミークラスホテル（指定不可）

バンコクセンター【B】、ウォラブリースクンビット、ナサべガス、
バンコクシティイン、ファーストホテル、MAHOTEL、フォーラム
パーク、セントリックプレイス、ラチャダーリゾート、アステラサ
トーン
※【Ｂ】…こちらのホテルはバスタブがございません。
※ホテルクラスは当社基準によります

※画像は全てイメージです。

バンコク市内で使える最大96時間無料の
スポットWi-Fi利用可能！！

H.I.S.オリジナル
象さんシャトル毎日運行！

タイで幸せのシンボルとされるかわいい象さんたちに会いに行こう！H.I.S.なら毎
日象さん達のいるエレファントビレッジまで追加代金なしでシャトルが走ります。
※ ご希望日をお申し付け下さい（コード:ELESH）。
■また、別代金（お1人様600バーツ程度）で約20～25分の象乗り体験が可能です。（注1）
■ 行程（時間はおおよその目安です）　
07:30エアーポートリンクマッカサン駅改札前集合▶
エレファントビレッジへ（移動約1時間）▶自由行動▶
ショッピング▶13：00BTSアソーク駅タイムズスクエア着解散

（注）日本申し込みのみです。集合場所の詳細は現地にて到着後にご案内致
します。指定集合・解散場所とエレファントビレッジ間の往復送迎サービスの
み含まれ、象乗りなどの代金は利用に応じてご自身でお支払いが必要です。
有料にて象乗りをされる場合は、事前に日本での象乗り予約は承れません。

ご滞在中 最大96時間利用可能！主要な商業施設やスカイトレインの駅構内等で
Wi-Fiが利用可能です！
立ち止まって利用して頂く事をお勧めします。ホテルでのご利用はできません。
※利用可能スポットや範囲及び使い方に関する詳細は現地にてご案内致します。

エレファントビレッジ

（注1）象乗りについて…現地にて免責同意書に署名を頂きます。象乗りは身長120cm未満の方は安全上
の理由によりお断りする場合がございます。

タイの旅をH.I.S.がより便利に快適にサポートスクチャイトラベルラウンジ利用可能！
BTSアソーク駅から直結の
タイムズスクエアビル内3
階にある「スクチャイトラ
ベルラウンジ」。気軽な旅の
ご相談や、各種オプショナ
ルツアーのお申し込みはこ
ちらでお伺いします！

シェラトン グランデ
スクンビットホテル

ウェスティングランデ
スクンビットホテル BTS

アソーク駅
地下鉄
スクンビット駅

←至サイアム
スクンビット通りスクンビット通り

至トンロ→

H

H★

「タイムズスクエアビル」3階
BTS（スカイトレイン）アソーク駅下車
5番出口から連絡通路で直結
【営業時間】09:00～17:30（年中無休）

エクスチェンジ
タワー
エクスチェンジ
タワー

スクチャイトラベルラウンジ

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
本円にてお支払い下さい。
・日本円目安額は、2018年4月1日現在の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・返金は致しません。実
際の請求額は、ご旅行のお申し込みを頂いた時点での換算となります。

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下さい。

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
認下さい。
・渡航先（国又は地域）の衛生状況は、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/) でご確認下さい。

燃油サーチャージについて
・旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定の期間
及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）はかかりません。今後、航空
会社の申請により燃油サーチャージ適用されても旅行代金の変更はございません。また、
為替レートの変動による過不足については追加徴収またはご返金はいたしません。

■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 （2018年4月1日現在）

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
成田国際空港施設使用料 大人：￥2,090　子供：￥1,050 国際線出発 － 対象 不要

成田空港旅客保安サービス料 ￥520（大人・子供同額） 国際線出発 － 対象 不要

タイ

旅客保安サービス料 700バーツ 国際線出発 ￥2,700 同額 不要

事前旅客情報システム料 各35バーツ
国際線出発

￥140
同額 同額

国際線到着 同額 同額

国際線発着料 各15バーツ
国際線出発

￥60
同額 同額

国際線到着 同額 同額

■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～


