
■徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2018年8月3日現在）
国　名 税の名称 対象 都　市 税　額（現地通貨） 日本円目安額 子 供 幼 児

グアム

入国審査税 国際線到着

グアム

US$7.00 ¥780

対 象

対 象

空港施設使用料 国際線/国内線出発 US$4.50 ¥500
不 要

税関検疫審査料 国際線到着 US$8.29 ¥930

空港保安料 国際線/国内線搭乗 US$5.60 ¥630 対 象

■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～

共通のご案内　※お申し込みの際、必ずお読みください。（その他詳細は『お申し込み前のご案内とご注意』をご確認ください。）

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：帰国日まで有効（入国時45日以上
の有効が望ましい）なパスポート。かつ45日以内の滞在。

●旅券は帰国日まで有効な機械読取式旅券（MRPが必要）。

現地安全情報･衛生情報

●渡航先（国又は地域）によっては外務省危険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）等でご確認ください。

●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/）でご確認ください。

●旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わる情報をメール等で受け取
れる外務省のシステム「たびレジ」への登録をおすすめします。（https://
www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）

買い物についてのご注意

●買い物の際は、ご自身の責任で購入してください。

燃油サーチャージ

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）が含まれて
います。お申込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又
はかからなくなった際も旅行代金に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も追加徴収またはご返金はいたしません。

旅行代金に含まれない費用について

国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税、海外旅行保険・
日本国内における移動費・過剰手荷物料金・傷害、疾病に関する医療費・渡航
手続き関係諸費用（旅券取得費用/査証料/予防接種料金など）・オプショナル
ツアー代金・お客様がコース内容以外に希望された手配（食事など）。

空港諸税等について

●旅行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（下記参照）は旅行代金
とは別にH.I.S.にて代行受領させていただきます。

●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場
合があります。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清
算いたしません。

●下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております（10円未
満切り上げ）。請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算とな
り、それ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。

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

スケジュール表内のマークの見方

 ／飛行機　  ／飛行機（機中泊）    ／列車　  ／専用車

  ／バス　  ／船



早期割引特典

立地抜群ホテル

プライベートビーチ感覚&アクティビティ充実ホテル

大人の滞在満喫ホテル

ウォーターパーク自慢ホテル

とにかくアクティブに

動きたい！

充実のホテル施設＆

豊富なアクティビティ

優雅にリゾートを

過ごしたい

海よりプールで

遊びたい！

A
チーム

B
チーム

C
チーム

D
チーム

大人のステイに最適な
中心に位置する
デラックスクラスホテル

全室オーシャンフロントの
絶景を誇る日系ホテル

タモン湾の全景を眺める
グアムで最も長い歴史を持つホテル

2015年オープン！
グアムで唯一の
ラグジュアリークラスホテル。

豊富なアトラクションにワクワク！
マリンアクティビティも大注目！

絶好のロケーションを誇る、
オン・ザ・ビーチのツインタワー

ホテル内で満足できる施設が充実

南国ムードと贅沢なゆとりが魅力の
高級リゾートホテル

子供も大人も楽しめる！
ウォーターパークで大満喫！

究極の眠りを追求した
ヘブンリーベッドを完備！

グアムの中心に建つオン・ザ・ビーチのホテル。

きめ細やかなサービス、充実の施設で快適な

ホテルステイを。

恋人岬のそばで、翼を広げたように建つ大型

ホテル。全客室オーシャンフロントでバルコ

ニーに一歩出れば解放感も抜群！

国際色豊かでアメリカの雰囲気抜群のリゾー

トホテル。南国ムードたっぷりの敷地内には５

つのプールを持つ宿泊者専用のウォーター

パークなど施設が充実。

タイの伝統が息づく大人のリゾー

ト。開放的なラウンジ、タイやイタ

リア料理を堪能できるレストラン、

スパなどの設備も充実。タモン湾

が一望できる絶景のロケーション

も魅力。

絶叫スライダーや数

種類のプールがある

ウォーターパーク、マ

リンクラブなど遊べ

る施設が充実！

ショッピングやエン

タ ー テイメントス

ポットから徒歩圏内

のオン・ザ・ビーチホ

テル。館内にH.I.Sツ

アーラウンジがある

他、24時間日本語

サービス対応もあり

安心の滞在。

ショッピングエリア

にほど近い場所に

ありながら、静かな

雰囲気が魅力。広々

とした客室、美しい

トロピカルガーデ

ンなど全てがゆとり

を大切にした贅沢

なリゾート。

敷地内には70種類

以上のアクティビ

ティ・多彩なプール

と盛りだくさん！小

さなお子様でも安

心して遊べる施設

も充実。

隣 に は ウォー

タ ー パ ー ク

「 タ ー ザ 」、ホ

テル 内にグ ア

ム最大規模 の

免税店「JPスー

パーストア」な

ど施設が充実。

ショッピング街は徒歩圏内、ビーチは目の前と抜群の

ロケーション。モダンなセンスが光り、大人のステイを

満喫できます。

デラックス
クラスホテル アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾート

デラックス
クラスホテル ホテル・ニッコー・グアム スーペリア

クラスホテル ヒルトン グアム リゾート＆スパ

ラグジュアリー
クラスホテル デュシタニ・グアム・リゾート

スーペリア
クラスホテル オンワードビーチリゾート

スーペリア
クラスホテル グアムリーフホテル

スタンダード
クラスホテル

グアムプラザ
リゾート＆スパ

デラックス
クラスホテル

ハイアット リージェンシー
グアム

スーペリア
クラスホテル PICグアム

デラックス
クラスホテル ウエスティン リゾート グアム

外観外観

外観 外観

外観

質の高いサービスを誇る
広大なリゾート

上品な静けさが広がる
 ビーチフロントの優雅なリゾート

約5,000㎡もの広大な敷地内にはラグーンや

海を見渡せるインフィニティプールなどがあ

り、のんびり過ごせる空間を演出、喧騒から離

れ優雅な時間を満喫できる。

ビーチが目の前に広がり、更に免税店のある

プレジャーアイランドまで徒歩圏内の好立地。

客室は全室バルコニー付きで可動式ベッド、

シャワーも完備。

デラックス
クラスホテル シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート デラックス

クラスホテル ロッテホテルグアム

外観

外観外観外観

外観 外観

外観

H.I.S.オススメホテル

あなたの目的別

下記期日までにご予約されると、

旅行代金が割引になります。

1/31までのご予約で

一律 ￥10,000割引
旅行代金より割引

大人・子供 ：

共通注意事項　◎1/31までにご予約をいただき、航空座席・ホテルが全てお取りで
き、ご予約を完了している事が条件となります。　●割引できるお席には限りがあり
ます。同席が満席の場合は早期申込期間であっても割引は適用できません。通常の
基本旅行代金での案内となります。ご予約時キャンセル待ちの場合も対象外となり
ます。　●1/31までにご予約、申込書を提出、申込金をご入金ください。　●1/31
以降での変更（コース、氏名変更・訂正、参加者の交代、日程の変更）は不可となりま
す。やむを得ず変更する場合は該当記録をキャンセルの上、新規での予約となりま
す。空席状況により、ご用意できない場合もございます。　●幼児代金適用（航空座
席を利用しない）のお客様は対象外となります。　●10名様以上の場合はお問い合
わせください。

※当社の関与し得ない事由で出発当日、並び席をご用意できなくなっ

た場合は、帰国後に「並び席プラン追加代金」をご返金いたします。　

※最終日程表でご案内する集合時間までにお越しいただけなかった

場合（帰国便に関しても同様）、並び席をご用意できない場合がありま

す。その場合は返金は致しかねますので、予めご了承ください。　※同

じコースかつ同時にご予約いただいた場合に限ります。　※2名様で

のご参加の場合、2名様だけの並び席とは限りません。　※3～6名様

でのご参加の場合、通路を挟んでの並び席、または横並びの席、縦並

びの席の組み合わせとなる場合があります。　※7名以上の場合は2

～6名の組み合わせとなり、全員がお近くの席にはならない場合があ

ります。　※グループ内の並び方について事前希望はお受けできま

せん。　※窓側・通路側・スクリーン前後等の事前予約はできません。

　※座席番号を事前にお伝えすることはできません。　※バシネット

または車椅子のリクエストをされる場合、並び席のご希望はお受けで

きません。　※お座席を使用する2名様につき、幼児は1名様まで承

ります。　※お申し込み完了後に、ご参加人数の変更がある場合、並

び席にならない場合があります。　※国際線区間のみに限ります。　

※上記は「エコノミークラス」利用時のサービスとなり、「ビジネスクラ

ス」利用時は対象外となります。

3･3座席配置の例
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並び席の配列は指定できませ

ん。詳細は以下の座席配置の

例をご参照ください。記載の

機材は一例です。並び席は当

日、予定の機材で運航する場

合に限ります。

2 名で参加

3 名で参加

4 名で参加

5 名で参加

6 名で参加

座席配置の例

ファミリー、カップル、グループにおすすめ！ 隣合った席を手配します！

追加代金要 お1人様¥5,000
（大人、子供同額）

並び席プラン（エコノミークラスご利用時／国際線区間のみ）

（注1）１人部屋追加代金とはお１人で２・３名様１部屋を使用する場合に必要となる代金です。他の方との相部屋はお受けできません。 （注2）ベッドありお子様代金とは、ご旅行帰国日までの年齢が２歳以上１２歳未満のお子様で、大人２名様以上と同伴同室

でベッド・食事を利用する、お子様最大2名様まで適用になります。 （注3）ベッドなしお子様代金とは、ご旅行帰国日までの年齢が２歳以上１２歳未満のお子様で、大人２名様以上と同伴同室でベッド・食事を利用されない場合に限り、お子様最大2名様まで

適用になります。 （注4）幼児代金とは、ご旅行帰国日までの年齢が２歳未満のお子様で、航空座席は利用されず、食事を必要とされない場合に適用になります。ただし、幼児が航空座席を使用する場合は、「お子様代金」が適用されます。 （注5)２階朝食会

場にてタイルの張り替えと塗装作業が行われております。工事に伴う騒音が発生する可能性がございます。 （注6)「ターザ」内スピードシュート・フローライダーは点検作業の為、一部運休しております。再開時期は未定です。 （注7)2018年12月現在、ホ

テル内にて一部改装工事が行われております。 （注8)2018年12月現在、隣接地に新規ホテルの建設工事を行っております。杭打ち工事などによる騒音が発生する可能性がございます。 (注9)※機内食はエコノミークラスと同じになります。※使用する

機材は変更になる場合がございます。※基本旅行代金に上記のアレンジ代金を追加して下さい。※基本コースと同時にお申し込み下さい。ご予約後、らくらくシートへの変更手配は承れない場合がございます。また満席の場合にはお手配できない場合

がございます。※お座席のご希望（窓側、通路側）は、ご予約時にお申し出下さい、ただし、ご希望に沿えない場合がございますので、ご了承ください。また手配完了後、航空機材の変更により座を変更をされる場合がございます。※ご利用便はエコノミー

クラスのお客様と同一とみなし、現地での旅行サービス内容（ホテル、バス、食事等）も同一となります。空港、ホテル間の送迎はエコノミークラス利用のお客様と同じとなるため、お待たせすることがございます。※片道のみのご利用はお受けできませ

ん。らくらくシートの手配が完了した時点以降、本体ツアーと合わせてひとつの募集型企画旅行の範囲として取り扱いいたします。また予約をお取りできていない場合、確保できているエコノミークラスにてご参加いただきます。らくらくシートがお取り

できず、ご旅行を取消される場合は、当社条件書に定める取消料を収受いたします。※当パンフレットで記載しているらくらくシートアレンジプランは弊社が特別に設定したもので、ご利用頂ける期間、条件、航空会社が独自に行うらくらくシートのお客様

向け付帯サービス（キャンペーン含む）は通常規則とは異なり適用となりません。※国際線区間のみに限ります

ご利用ホテル名 お部屋タイプ
ツアーコード
（DC-HGC） 5月1日（水）出発

トリプル割引
※1名様あたり

1人部屋
追加代金（注1）

デュシタニ・グアム・リゾート

デラックスオーシャンフロント 0001 339,800 -10,000 150,000

プレミアオーシャンフロント 0002 349,800 -11,000 159,000

クラブオーシャンフロント 0003 379,800 -15,000 183,000

ハイアット リージェンシー グアム

オーシャンビュー 0004 299,800 -10,000 147,000

オーシャンフロント 0005 334,800 -10,000 156,000

リージェンシー・クラブ 0006 357,800 -12,000 174,000

ウエスティン リゾート グアム
パーシャルオーシャンビュー（６～９階） 0007 269,800 -5,000 108,000

パーシャルオーシャンビュー（10～17階） 0008 289,800 -5,000 108,000

アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾート

スタンダードルーム 0009 289,800 -5,000 102,000

オーシャンビュー・デラックス 0010 294,800 -5,000 105,000

オーシャンフロント 0011 314,800 -10,000 117,000

ロッテホテルグアム（注8）

パーシャルオーシャンデラックス 0012 244,800 -3,000 102,000

パーシャルオーシャンプレミア 0013 249,800 -3,000 105,000

オーシャンフロントデラックス 0014 259,800 -3,000 108,000

ホテル・ニッコー・グアム（注8）
オーシャンフロント 0015 259,800 -5,000 96,000

オーシャンフロントデラックス 0016 279,800 -5,000 99,000

シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート オーシャンビュー 0017 259,800 -3,000 90,000

オンワードビーチリゾート
ウイング 部屋指定なし 0018 239,800 -3,000 102,000

ウイング オーシャンフロント 0019 249,800 -3,000 108,000

P.I.Cグアム

部屋指定なし 0020 274,800 -3,000 93,000

スーペリアルーム 0021 279,800 -5,000 96,000

スーペリアプラス 0022 284,800 -5,000 99,000

ロイヤルタワー　デラックス 0023 289,800 -5,000 111,000

ヒルトングアムリゾート＆スパ
メインタワー　オーシャンビュー 0024 249,800 - 102,000

プレミアタワー　部屋指定なし 0025 239,800 - 78,000

グアムリーフホテル（注7）

ビーチツイン 0026 249,800 -5,000 105,000

オーシャンデラックス 0027 254,800 -5,000 111,000

インフィニティタワー/オーシャンビュー 0028 259,800 -5,000 114,000

フィエスタ・リゾート・グアム

部屋指定なし 0029 229,800 - 87,000

オーシャンフロント 0030 239,800 - 117,000

デラックスオーシャンフロント 0031 254,800 - 126,000

グアムプラザ　リゾート＆スパ（注6） 部屋指定なし 0032 234,800 - 66,000

ロイヤル　オーキッド　グアム（注5） 部屋指定なし 0033 219,800 - 75,000

オーシャンビューホテル 部屋指定なし 0034 199,800 - -

らくらくシート 手配追加代金（注9） 100,000

ベッドありお子様代金（注２） 大人代金から一律10,000円引き

ベッドなしお子様代金（注３） 大人代金の半額

幼児代金（注4） 一律20,000円

■旅行代金／大人お1人様（2・3名1室）（単位：円）

下記旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。
今後、航空会社の新たな申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金に変更はございません。

※尚、海外空港諸税が別途必要となります。（詳細は下記「共通のご案内」参照）

日 程 スケジュール

１
高松発(09:30予定)  (直行)  グアム着(14:30予定)
着後、現地係員がホテルへご案内致します。 グアム泊

2・3
終日：自由行動
 滞在中LeaLeaトロリー乗り放題！   9つから選べる特典付  グアム泊

4
ホテルから空港へご案内します。

グアム発(15:30予定)発  (直行)  高松着（18:30予定）　着後、解散

《ご旅行条件》

◆日本発着時利用航空会社：チャイナエアライン直行チャーター便

　（航空会社による関係国政府の許認可の取得などを条件とします）

◆利用ホテル：代金表参照　◆食事：なし（機内食除く）

◆最少催行人数：1名（但し、1名様で参加の場合、1人部屋追加代金が別途必要となります）

◆添乗員：なし（現地係員）　◆減延泊不可

◆旅程管理上、往復の送迎を外してのご予約を承れません。

◆フライトスケジュールは2018年12月3日現在のものとなります。

　航空会社の都合により予告なく変更となる場合がございます。

◆別紙「お申込み前のご案内とご注意」を必ずお読みください。


