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貸切航空機（チャーター機）利用等の取消料

取消料旅行契約の取消日

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の８０％

旅行代金の１００％旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって３日前以降

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって２０日前以降～４日前以前

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって３０日前以降～２１日前以前

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって６０日前以降～３１日前以前

2017年7月

■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〜

■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（2017年7月2日現在）
国名 税・料名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児
日本 中部国際空港施設使用料 大人：2,570円 子供：1,290円 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要

ベトナム
空港税 大人：16USドル 子供8USドル 国際線出発 大人：1,850円 子供930円 対象 不要

旅客及び手荷物保持保安サービス料 大人：1.5USドル 子供0.75USドル 国際線出発 大人：180円 子供90円 対象 不要

共通のご案内　　※お申込みの際、必ずお読み下さい。（詳しくはciaoパンフレット最新号をご覧ください。）
日本国籍の方のビザ（査証）について

日本国籍 15日以内の観光の場合は査証不要ですが、往復予約航空券または第三国
行きの航空券が必要です。条件：現地入国時にパスポートの有効期限6ヶ月以上の残
存期間が必要です。また、30日以内にベトナムに再入国する場合は、査証が必要になり
ます。※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下さい。

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。

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は旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。
●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致しません。
●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。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。

海外安全情報・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、詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）、外務
省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認下さい。

●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。

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。

ダナン市内・ダナン⇔ホイアン間を走る
シャトルバスが利用無料！ 車内でのWi-Fi利用可能！

滞在中乗り放題！ ダナンシティライン 【コード：SHTLE】
 運行時間（１日計８本） グローバルツアーラウンジ出発時間

●09：30～　●10：30～　●11：30～　●13：30～　●14：30～　●15：30～　●16：30～　●17：30～
 ルート案内 　❶グローバルツアーラウンジ（約5分）→❷ハン市場・西エリア（約3分）→❸お土産店エリア（約5分）→
❹グランド・メルキュール・ダナン（約10分）→❺フラマホテル（約３分）→❻ビーチハウス（The Village）前（約5分）
→❼ダイヤモンドシーホテル（約10分）→❶グローバルツアーラウンジ

滞在中2回まで！　ホイアン・リゾートライン 【コード：1回目／GOBU2、2回目／REBU2】
運行時間（1日計3本） グローバルツアーラウンジ出発時間　※事前予約要

●10：00～　●13：00～　●16：00～　
※ご予約の状況によりご希望の時間でお受けできない場合もございます。予めご了承ください。
 ルート案内 　❶グローバルツアーラウンジ（約5分）→❷ハン市場・西エリア（約45分）→❸ホイアン旧市街地

（フーティンホテル）（約15分）→❹ビクトリアホイアン（約15分）→❺アンバンビーチ（約30分）→❻ハイアット・リー
ジェンシー・ダナン・リゾート＆スパ（約10分）→❼フュージョン・マイア・ダナン（約10分）→❽プルマン・ダナン・ビー
チ・リゾート（約20分）→❶グローバルツアーラウンジ

【共通注意事項】※時間は2017年7月現在のスケジュールです。予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※現地お申し込みの場合は別途料金がかかります。　※日本語ガイドは乗車いたしません。現地ドライバーのみとなります。
※到着時にお渡しする乗車券をご提示ください。

【注意事項】　※現地到着後に、グローバルツアーラウンジにてお渡しいたします。（送迎はつきま
せん。交通費は各自負担。）グローバルツアーラウンジにご自身にてご返却ください。ただし、返却
日がダナン出発日に当たる場合は、復路送迎時にガイドへご返却ください。　※数に限りがござい
ます。貸出状況によりご用意できない場合もございます。　※Wi-Fiルーター1台で最大3名様まで
利用可能。　※事前に貸出開始日を担当者にお伝えください。

コミコミフルセット
Wi-Fiルーター USBケーブルアダプター 税金

レンタル料金表
コース 料金 コード 詳細

1日レンタル US＄9 WIFI1 借りたその日の内に返却してください。（0泊1日）
2日レンタル US＄18 WIFI2 借りた1日後に返却してください。（1泊2日）
3日レンタル US＄27 WIFI3 借りた2日後に返却してください。（2泊3日）
4日レンタル US＄36 WIFI4 借りた3日後に返却してください。（3泊4日）
5日レンタル US＄45 WIFI5 借りた4日後に返却してください。（4泊5日）
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Wi-Fiレンタルはじめました！！ 別途
代金要
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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！
並び席プラン追加代金

￥3,000（お1人様／大人・子供同額）
※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。その場合は返金はいたしかねますので、予めご了承ください。 ※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。 ※窓側・通路側・スクリーン前後等の事前予約はできません。 ※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。※当社の関与し得ない事由で出発同日、並び席をご用意できなくなった場合は、ご返金はございませんので予めご
了承ください。　
※その他詳細はCiao『アジアビーチ』パンフレット最新号に準じます。

2 …2名で参加 3 …3名で参加

5 …3名で参加4 …4名で参加

6 …4名で参加

ベトジェットエア
ベトジェットエアはベトナムの 
格安航空会社（LCC）です。

●普段は乗継で約9～13時間かかるダナンへ直行便で
ラクラク約5時間半！

●往復20kgまでの受託手荷物サービス付 
※20kg以上の受託手荷物の追加は承れません。

●往復1回ずつの機内食付

イメージ

 祝・初就航！！ 
中部国際空港〜ダナン 
直行チャーター便利用
10/31（火）までのご予約完了で 
世界遺産  新ホイアン・ 
ナイト散策ツアーへ無料でご案内
H.I.S.オリジナル 
ダナン市内・ダナン⇔ホイアン間
を走る 
シャトルバス利用無料

ここがポイントここがポイントここがポイント

◆参加ご希望の場合は10/31（火）までに担当者へお申し出下さい。10/31を過ぎた場合、無料ではご参加いただけません。ご参加は
12/30に限ります。また、当パンフレットでのお申し込みに限ります。　◆最少催行人員：1名　◆出発時間：17：00頃　◆所要時間：約3時
間半　◆食事：夕1（ドリンク別代金）　◆運行事業者：Sky hub　※当日の交通事情や現地事情により、移動や観光の予定、順序が変
更となる場合がございます。 ※夕食は、ツアー参加のお客様と大皿を分け合う提供方法となります。［コード：E60C4/NTHON］

各ホテル出発 ▶ 夕食 ▶ 灯篭流し ▶ 
ナイトマーケット散策 ▶ 各ホテル帰着

ツアー行程

12月30日参加限定
世界
遺産 新ホイアン・ 
　ナイト散策ツアーへご案内

夕食はホイアン 
中心街にある
レストランにて

レストラン外観

世界遺産  ホイアン旧市街
約180年前の街並みを今に残す世界遺産ホイアン 
旧市街。趣のある街並みがそのまま世界遺産に登
録されています。夜には、街に飾られた色とりどりの 
ランタンがライトアップされとっても幻想的な世界に！

ダナンには、周辺に日帰りで訪れることができる
世界遺産が3つ！ビーチだけでなく、街歩きも楽
しめるリゾートが人気の理由。ビーチでのんびり
も良いけれど、1日は足を伸ばしてベトナムの 歴
史を感じてみませんか？

ビーチの向かい側にはダナンの街が広がり、ベト
ナム伝統の雑貨のお店、ピンク色の大聖堂やドラ
ゴンの形をした龍橋などみどころ盛りだくさん！

良いホテルに安く泊まれるのはアジアンリゾートの
醍醐味♪特にビーチ沿いに建つデラックス以上のホ
テルはプライベートビーチや大きなプールを持ちリ
ゾート気分を盛り上げてくれます。 

世界
遺産フエの 

歴史建造物群

世界
遺産ミー ソン 遺 跡

ホテルステイを満喫！ホテルステイを満喫！ホテルステイを満喫！ 世界遺産を満喫!世界遺産を満喫!世界遺産を満喫!街歩きを満喫!街歩きを満喫!街歩きを満喫!
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ダ ナン 大 聖 堂

龍 橋ヴィラに滞在

ホテルのプールを満喫

スパを満喫
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10/31（火）
までの

ご予約完
了で

通常$55▶無
料

年末
12/30土出発
　▶1/3水帰国

燃油サーチャージは
かかりません 139,900円〜419,900円

旅行代金:5日間/大人お1人様/2・3名1室利用時/1人部屋追加代金:代金表参照 ※国内空港施設使用料・海外空港諸税は別途必要 
（★）航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とします。

（★）名古屋発着直行チャーター便（★）で行く名古屋発着直行チャーター便（★）で行く
ベトジェットエ

ア
ベトジェットエ

アベトジェットエ
ア

ダナン5日間

発行日:2017年7月8日
2017年12月30日出発

有効期限:2017年7月8日〜2017年10月31日

名古屋発着 DAD-810-A



気候…
平均気温19〜24℃

（日本の平均気温 5〜12℃）
日本と比べると比較的暖かい
ですが、肌寒く感じる事もある
でしょう。観光など街歩きをす
るには最適なシーズンです。
服装
半袖だけでは肌寒く感じるこ
ともあるので、脱ぎ着のでき
る長袖の羽織り物があると便
利です。

年末年始 ダナンの気候＆服装 情報

充実サポートがうれしい24時間日本語の安心サポート

服装のポイント

Tシャツの上に
パーカーやシャツなど
脱ぎ着のできる
羽織り物が◎

動きやすいジーパン
やチノパンが
おすすめ！

街歩きができるよう
に、履き慣れた
スニーカーが◎

空調が効いていたりするの
で、羽織ものがあればOK!

リゾートホテル内の
レストランは
ドレスコードがあります！
ゆったりとしたお洒落な
リゾートワンピが楽ちん♪

女性はビーチサンダル
以外のサンダル・ミュー
ルなどがあればgood！

観光時などの
街歩きスタイル！

ホテルレストランでの
ナイスカジュアル

スタイル！

年末年始ベトジェットエア直行チャーター便で行く
ダナン5日間 スケジュール

12/30（土）

中部国際空港（09:30〜11:30）発  （直行）（※1）

ダナン（12:30〜14:30）着
着後、現地係員と共にホテルへ
 ［ダナン泊］

12/31（日）
・

1/1（月）
・

1/2（火）

終日：自由行動

ダナンシティライン・ホイアンリゾートライン利用無料 
（裏表紙参照）

 ［ダナン泊］

1/3（水）
現地係員と共に空港へ
ダナン（10:00〜11:30）発  （直行）
中部国際空港（16:00〜18:30）着　着後、解散 （※2）

＜ご旅行条件＞ ◆日本発着時利用航空会社：ベトジェットエア 直行チャーター便（※1）
◆添乗員：なし（現地係員）　◆最少催行人員：1名（但し、1人部屋利用は別途追加代⾦が必要。
相部屋不可。）　◆減延泊：不可　◆食事：朝4（機内食除く）　◆利用ホテル：代⾦表参照　※ホ
テルランク/グレードは、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設
定したものです。　◆お子様割引（ベッド・朝食あり）、お子様代⾦（ベッドなし・朝食あり）：代⾦表
参照　◆幼児旅行代⾦：25,000円（燃油サーチャージは不要ですが、海外空港税などが別途必
要となります。但し、日本帰国日に2歳未満のお子様で、大人2名様同伴同室で航空座席、ご宿泊
ベッド、食事を必要としない場合に適用になります。）　◆旅程管理上、往復の送迎をはずしての
ご予約は承れません。空港～ホテル間の移動は他のお客様と一緒になり、空港･ホテルにてお待
ち頂く場合もございますので、予めご了承下さい。　◆フライトスケジュールは、2017年7月3日現
在となります。 航空会社の都合により予告なく変更になる場合がございます。　◆ベトナム出国
から、30日以内に再度ベトナムに入国する場合は査証が必要となります。
◆中部国際空港施設使用料（大人￥2,570、子供￥1,290）、海外空港諸税等をH.I.S.が代行受
領させて頂きます。　◆その他詳細はCiao『アジアビーチ』パンフレット最新号に準じます。但し、
Ciaoパンフレット掲載のツアー特典、並び席等、また取消料新基準は適用できません。予めご了
承下さい。 

（※1） 航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とします。許認可条件および決定スケジュー
ルによって便名・発着時間は変更となる場合があります。必ず最終日程表をご確認ください。 

（※2） 出発時間により朝食BOXでのご提供となる場合がございます。
※掲載商品のお申込み期間は2017年7月8日～2017年10月31日です。但し、期間内でも満席そ
の他の事由により早期に販売を終了させて頂く場合があります。また満席に達しない場合は、適
用期間終了後も販売を継続することがあります。

※2017年7月現在の情報となります。営業時間・所在地がが急遽変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※3:日本での事前申し込みが必要です。レンタル希望日を担当者までお知らせ下さい（出発10日前まで/コードAREND）

SKY hub グローバルツアーラウンジ
ダナン市内の中心部
お洒落なショップが集まる
注目エリア！

●営業時間 ： 営業時間：09:00〜18:00(年中無休)
●電話 ： 国番号84(0236)-364- 6868
●住所 ： 5F, 16 Ly Thuong Kiet Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam
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アオザイレンタル
もできます！
（無料）※3

ガラディナーの
ご案内� ［コード：GALAD］

12月31日の大みそかをホテルの宿泊客全員で祝う習慣が、ベトナムにはあります。「ガラディナー（＝お祭りの晩餐の意味）」と呼ばれ、ホテル内でパーティー
が催されたりします。またとない機会なので、是非お楽しみください。予め、基本ツアー代金にガラディナー料金が含まれております。該当ホテルのお客様は、
旅行条件に記載の食事回数に、夕食が1回追加されます。また、お客様のご都合により、ガラディナーを召し上がらない場合でも、旅行代金のご返金はござい
ません（あくまで、ホテル側のサービスとなる為）。予め、ご了承ください。

プルクラ

ナムハイ

ヴィンパール・ダナン
リゾート&ヴィラズ

ハイアット・リージェンシー・
ダナン・リゾート＆スパ

メリア・ダナン

ナマン・リトリート・リゾート

フュージョン・マイア・ダナン
フラマ・リゾート・ダナン

プルマン・ダナン・ビーチ・リゾート

グランド・メルキュール・ダナン
ノボテル・ダナン
プレミア・ハンリバー

バンヤンツリー

インターコンチネンタル・
ダナン・サン・ペニンシュラ・
リゾート

ハーン・ヘリテイジ・スパ

モンゴメリーリンクス・ゴルフクラブ

ダナンゴルフクラブ

五行山

ミーケビーチ

フエ〈ダナン市街～約2時間半〉
ランコービーチ〈ダナン市街～約1時間〉

〈ダナン市街～約20分〉

ダナン市街ダナン市街

2㎞

アンサナ・ランコー

ホイアン旧市街
約20分～30分

■12月30日出発　ベトジェットエア直行チャーター便で行く　ベトナムリゾートダナン5日間 ご旅行代金表（大人お１人様/２・３名１室利用）
燃油サーチャージはかかりません。※国内空港諸税、海外空港諸税は別途必要です。

利用ホテル 客室カテゴリー ツアーコード
（NC-NDJ＿） 旅行代金 1人部屋追加代金

（お1人様/5日間）
お子様割引

（ベッド・朝食あり）
お子様代金

（ベッドなし・朝食なし）

 スタンダードクラスホテル 部屋指定なし 5300-X810A ¥139,900 ¥39,000

一律
￥5,000引き

一律
¥129,900 

 スーペリアクラスホテル 部屋指定なし 5200-X810A ¥149,900 ¥51,000
 デラックスクラスホテル 部屋指定なし 5100-X810A ¥169,900 ¥67,000

グランド メルキュール ダナン スーペリアルーム 5109-X810A ¥199,900 ¥83,000
プルマン・ダナン・ビーチリゾート スーペリアルーム 5102-X810A ¥229,900 ¥107,000

ハイアットリージェンシーダナン・リゾート＆スパ
ハイアットゲストルーム 5001-X810A ¥229,900 ¥123,000

1ベッドルームレジデンス 5042-X810A ¥279,900 ¥167,000
ヴィンパールダナンリゾート＆ヴィラズ デラックスルーム 5003-X810A ¥289,900 ¥159,000

ナマンリトリート・リゾート 1ベッドルームプールヴィラ 5008-X810A ¥294,900 ¥163,000
フュージョンマイア プールヴィラ 5002-X810A ¥329,900 ¥183,000

インターコンチネンタル・ダナン・サン・ペニンシュラリゾート リゾートクラシック 5000-X810A ¥419,900 ¥255,000
 … 旅行代金はおトクですが、ホテルはお選びいただけません。

自然の素材を活かした隠れ家リゾート
ダナンとホイアンのちょうど中間あたり、ビー
チ沿いに建つラグジュアリーリゾート。竹や籐
など自然の素材を生かして造られたホテル館
内はスタイリッシュでありながらもどこか温も
りを感じます。
※ダブルベッド1台のお部屋になります。

ナマン リトリート リゾート

約100㎡/客室一例

［ホテルリスト（ホテル指定不可/全て部屋指定なし）］  スタンダードクラスホテル  バクダン、チューホテルS、シーキャッスル2ホテルS、ゴールド2ホテル、バンブークリーンリバーサイド、アズマヤホテル★SR、オーシャンヘブン、バンブーグリーン3、グランドサンライズ★
S、グランドサンライズⅡ、ルハウスブティック  スーペリアクラスホテル  バンブーグリーンセントラル、ブリリアントホテルダナン、グリーンプラザホテル、サイゴントゥーランホテル、ステイホテルS、バンダホテルS、ゴパホテル、シシリアホテル＆スパ★S、センタラサンディ
★、パラセルホテルS、サンディホテルS  デラックスクラスホテル  フラマリゾート、メリアダナン★S、ダイアモンドシーホテル、プルマンダナンビーチリゾート、クラウンプラザダナン、ノボテルダナンプレミアハンリバーS、アラカルトダナンビーチホテルS、グランドメル
キュールS、オララニ、プレミアヴィレッジ、ホリデイビーチ★SR、グランドトゥーランS、ロイヤルロータス、ワンオペラ、フュージョンスイーツダナン、ライズマウンドリゾートS
★こちらのホテルはトリプル（3名1室）利用ができませんので予めご了承ください。　Sバスタブがございません。シャワーのみとなりますので予めご了承ください。　R2017年7月現在、一部改装工事中。

ホテルクラスL

Wi-Fi無料

バスタブあり

女性同士、カップル 
におすすめ

 ガラディナー12/31

インターコンチネンタル ダナン リゾート ホテルクラスL
Wi-Fi無料

バスタブあり

女性同士、カップル 
におすすめ

 ガラディナー12/31

まさに"非日常"至福のひとときを味わう楽園
青い海を臨む絶景隠れ家リゾート
ダナン市内から車で約20分。街の喧騒から離れ丘に建つラグジュ
アリーリゾート。丘の斜面に沿って建てられており、客室から青い
海と空の絶景をお楽しみ頂けます。黒と白を基調とした、70㎡の
広い客室、ミシュラン3つ星を獲得したフレンチレストラン「ラ・メ
ゾン」、スタッフの洗練されたサービスなど、ホテル施設も充実。誰
かに自慢したくなる極上のリゾートを心ゆくまでお楽しみ下さい。

イメージ

イメージ 約：70㎡/客室一例バスルーム一例

約：65㎡/1ベッドルームレジデンス客室一例

ハイアット リージェンシー ダナン リゾート&スパ

フュージョン・マイア・ダナン ヴィンパール 
ダナン リゾート&ヴィラ

ホテルクラスL
Wi-Fi無料

バスタブあり

3名1室不可（ゲストルーム）

ファミリー、カップル 
におすすめ

美しい白浜のプライベートビーチが自慢
ノンヌックビーチ沿いに建つ大型ラグジュアリー
リゾート。約200の客室に国際色豊かなレストラ
ンや洗練されたスパなど、施設も充実しています。
キッズクラブや子供用プールなどお子様向けの設
備も充実しており、ファミリーにもおすすめ。
※ダブルベッド1台のお部屋になります。

プール 約：42㎡/ハイアットゲストルーム客室一例

ホテルクラスL Wi-Fi無料
バスタブあり

女性同士、カップルにおすすめ
 ガラディナー12/31

ホテルクラスL Wi-Fi無料
バスタブあり

ファミリーにおすすめ
 ガラディナー12/30

MAIA SPA
日替わりでオイルの香りやテー
マが変わるので飽きることなく
お楽しみいただけます。
滞在中は無料でスパが受けら
れるので、気軽に体験してみて
ください。

営業時間：9時～22時 
（ラストオーダー21時）

滞在中はスパが無料
我が儘を叶えるくつろぎのリゾート
宿泊者はスパの営業時間内であれば滞在中何度
でも施術が受け放題、朝食をいつでもお好きな場
所でご用意、客室は全室プライベートプール付き
など、プライベート感もしっかり確保。
※ダブルベッド1台のお部屋になります。

緑いっぱいの中庭と、青い海のコントラストがリゾート気分をもり上げる
空港から車で約10分、ダナン市内・近郊のゴルフ場・ホイアン旧市街などへいずれ
もアクセスしやすいロケーションが魅力。ホテルへ入ると美しい中庭が広がり、そ
の向こうには青く輝く海が広がる光景が楽しめるオンザビーチのホテルです。

全室バルコニー付で充実した施設と最高のおもてなし
真っ白な砂浜が続くビーチ沿いに位置するリゾートホテル。マリンアクティビティ
やスパなどの施設も充実しています。　※ダブルベッド1台のお部屋になります。

イメージ

約：90㎡/客室一例

約：54㎡/客室一例

ホテル全景

プルマン ダナン ビーチ リゾート グランド メルキュール ダナンホテルクラスA Wi-Fi無料
バスタブあり

友達同士におすすめ
 ガラディナー12/31

ホテルクラスA Wi-Fi無料
バスタブあり

友達同士におすすめ

ホテル全景
約：42㎡/客室一例

海も街も楽しめる好立地！
ダナン市内のグリーンアイランドに位置するホテル。市内にありながらも静かで、
スパやプールなどの施設でゆったり過ごせます。客室からはダナンの夜景を見る
ことができます。

ホテル外観

約：26㎡/客室一例

各ホテルからのホテル特典はH.I.S.WEBサイト（www.his-j.com/）をご覧ください。 HIS 中部


