
ここがポイント
●祝・初就航！！ 

中部国際空港〜ダナン直行チャーター便利用
●ベトナム名物料理を含む全11回の食事付
●注目のベトナム中部の 

世界遺産3つを含む充実の観光
●ダナンのパワースポットで初詣

フエフエ

ダナンダナン

ミーソンミーソン

ホイアンホイアン

名物料理を含む

11回の食事付 えび食べ放題
名物麺「ミークワン」
ホイアン三大名物「ホワイトローズ、カオラウ、揚げワンタン」

フエ宮廷料理 西洋料理

ベトナム料理 シーフード料理 ホテル朝食 フエ宮廷料理一例 ミークワン/イメージ

カオラウ/イメージ 揚げワンタン/イメージ ホワイトローズ/イメージ

ホイアン三大名物

ダナンの海と街を優しく見守る巨大な観音像。直径約35ｍの蓮華座に
立つ、高さ約67ｍという巨大さは現在ベトナムで最大と言われている。

海運の町で開運！
ダナンを見守る
弥勒菩薩を祀るリンウン寺での
初詣&えび食べ放題ランチ

長生きの象徴

イメージ

イメージ

H.I.S.オリジナルイベント ダナンのパワースポット
「リンウン寺」で
ご利益ゲット！

世界遺産の街フエ

ベトナム最後の王朝グエン朝が都をおいていた、古都フエ。世界遺産に登録されており、 
かつての王宮跡や遺跡を今に残す歴史深い街並みをお楽しみいただけます。

グエン朝王宮 イメージ カイディン帝廟 ティエンムー寺

世界遺産ミーソン遺跡

ダナン市内観光
山全体が大理石で成る5つの連山。
ダナン屈指のパワースポットとしても人気。

五行山 イメージ

龍橋

ランタンの街
世界遺産ホイアン

日本橋 イメージ

福建会館 イメージ

ホイアンでは
思い出に残る

ランタン作りを体験

イメージイメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

スケジュール※観光の順序が変更となる場合がございます。
日程 時間目安 ●：入場観光 ◎：下車観光（施設等へは入場しません） ○：車窓観光

12/30
（土） 18:00頃

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
アプサラレストランでの夕食 ［ダナン泊］

12/31
（日）

08:00頃
10:30頃
12:30頃
14:00頃
15:00頃

18:00頃

ホテル出発
世界遺産  ミーソン遺跡観光 （約2時間）
昼食：ベトナム名物麺「ミークワン」を含むベトナム料理後、ホイアンへ
 ホイアンにてランタン作り 
世界遺産  ホイアン市内観光 
ベトナム・中国・日本の３カ国の建築様式が取り入れられている
◎フーンフンの家、
2万ドン紙幣にも描かれる日本との友好関係の象徴◎日本橋、
朱色が鮮やかな◎福建会館、○ホイアン市場、ホイアン近海の沈没船
から見つかった陶磁器が納められている◎海のシルクロード博物館、
○民芸品店見学へご案内します。
ホイアンにて夕食まで自由行動（約60分）
夕食：ホイアン三大名物「ホワイトローズ、カオラウ、揚げワンタン」
その後、○ナイトマーケット散策、灯篭流しへご案内します。
 この日の歩く度》  ［ダナン泊］

1/1
（月）

10:00頃
10:30頃
12:00頃
13:30頃

18:00頃

ホテル出発
 リンウン寺での初詣＆観光 
昼食：エビ食べ放題＆ベトナム料理
 ダナン市内観光 
◎五行山、▲ミーケビーチ、○ダナン教会、◎チャム彫刻博物館、
◎ハン市場、◎お土産店、▲龍橋へご案内します。
夕食：西洋料理 この日の歩く度》  ［ダナン泊］

1/2
（火）

07:00頃
10:30頃

12:00頃

18:00頃

車にてフエへ移動（所要時間約2時間30分）
世界遺産  フエ観光 　◎フォン川クルーズ、
別名「天女の寺」とも呼ばれる○ティエンムー寺、
1945年まで続いたグエン朝の中心地◎グエン朝王宮、
西欧風建築が目を引く◎カイディン帝廟、◎トゥドゥック帝廟へ
昼食：フエ宮廷料理
観光後、車にてダナンへ移動（所要時間約2時間30分）
夕食：シーフード料理（蒸し蛤、イカの揚げ物、海老の醤油和えなど）
 この日の歩く度》  ［ダナン泊］

1/3
（水）

07:30頃 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 

※上記スケジュールは2017年7月20日現在のものです。予告なく変更となる場合がございます。
（※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。  ◆行程・観光の
時間はあくまでも目安時間であり、最終的な確定時間は当日ガイドが案内しますので、その時間に従ってくだ
さい。 ◆観光中には最大3ヶ所の土産物店へご案内させていただくことが条件となっています。この回数に
は、休憩場所・レストラン・観光施設等に併設された土産物店や販売コーナーは含みません。なお、これは土
産物店入店や土産物品の購入を強制するものではありません。観光時間の関係上、土産物店にご案内で
きないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。 

発行日:2017年7月22日
2017年12月30日出発

有効期限:2017年7月22日〜2017年10月31日

名古屋発着 DAD-820-A

燃油サーチャージはかかりません  174,900円〜204,900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。

ベトジェットエア
直行チャーター便（★）で行く

ベトナム中部3つの世界遺産をめぐる
ランタンの街ホイアンとダナン・
フエ・ミーソン遺跡 ５日間

年末
12/30土出発
　▶1/3水帰国



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5月

◆日本発着時利用航空：べトジェットエア 直行チャーター便（※1） ◆添乗員：なし（現地係員） ◆最少催行人員：2名◆減延泊：不可 ◆食事：朝4回・昼3回・夕4回（機内食除く） ◆利用ホテル：※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。 ［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。 ◆お子様代金・幼児代金：代金表参照◆旅程管理上、往復の送迎・観光をはずしてのご予約は承れません。◆お食
事は1つのお皿から取り分けるタイプになる場合がございます。（※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。 ※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。 ※掲載商品のお申込み期間は2017年7月22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。

歩く度 徒歩観光がどの程度含まれているかを
3段階の歩く度数で表しています。（日程表内）

 … 1日の徒歩観光時間が2時間未満　  … 1日の徒歩観光時間が2時間〜3時間30分未満
 … 1日の徒歩観光時間が3時間30分以上

徒歩観光は、出来る限り連続で歩き続けることがないよう休憩などを適宜入れて行程を組んでおります。
しかしながら歩く度３（ ）は、１日の観光においてほぼ徒歩観光となりますことをご認識お願いします。

■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。

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

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。

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。

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
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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

3-3配列表

■12月30日発 ベトジェットエア直行チャーター便で行く ランタンの街ホイアン・ダナン・フエ・ミーソン遺跡5日間 ご旅行代金表
（大人お１人様/２・３名１室利用）  … 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。

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 お子様割引

（ベッド・朝食あり）
お子様代金

（ベッド・朝食なし）

 スタンダードクラスホテル 部屋指定なし 5800-X820A ¥174,900 ¥39,000
一律

¥5,000引き
一律

¥159,900 スーペリアクラスホテル 部屋指定なし 5700-X820A ¥184,900 ¥51,000
 デラックスクラスホテル 部屋指定なし 5600-X820A ¥204,900 ¥67,000


