
※写真は全てイメージです。

チェジュ航空 チャーター便で行く グアム5日間ご旅行代金表（大人お１人様/２・３名１室利用）
ご旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。今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ご旅行代金に変更はございません。※国内空港諸税、海外空港諸税は別途必要です。

ご利用ホテル お部屋・眺望タイプ
ツアーコード

（ NM-HGC____
-X324A ） ご旅行代金 トリプル

割引
1人部屋
追加代金

（相部屋不可）
ご利用ホテル お部屋・眺望タイプ

ツアーコード

（ NM-HGC____
-X324A ） ご旅行代金 トリプル

割引
1人部屋
追加代金

（相部屋不可）

エコノミー
クラスホテル 眺望指定なし 5400 ¥69,900 - ¥24,000

シェラトン・
ラグーナ・グアム

・リゾート

オーシャンビュー 5150 ¥97,900 ¥-0.3 ¥48,000

ロイヤル
オーキッドグアム 眺望指定なし 5301 ¥79,900 - ¥32,000 ラグーナクラブ

オーシャンビュー 5151 ¥107,900 ¥-0.4 ¥60,000

オーシャンビュ－
ホテル＆

レジデンス

眺望指定なし 5325 ¥84,900 - ¥36,000 ラグーナクラブスイート 5153 ¥117,900 ¥-0.4 ¥64,000

2ベットルーム
（大人4名1室） 5328 ¥82,900 - - ベイビューコーナースイート 5154 ¥134,900 ¥-0.8 ¥80,000

2ベットルーム
（大人6名1室） 5326 ¥77,900 - - オーシャンフロント

コーナースイート 5155 ¥139,900 ¥-0.9 ¥84,000

レオパレス
リゾート

眺望指定なし 5350 ¥84,900 - ¥36,000

ホテル・ニッコー・
グアム

オーシャンフロントスーペリア 5160 ¥99,900 ¥-0.3 ¥52,000

ラクエスタCD棟2ベッドルーム
（大人4名1室） 5347 ¥102,900 - - オーシャンフロントプレミア 5163 ¥119,900 ¥-0.3 ¥72,000

ラクエスタCD棟2ベッドルーム
　（大人6名1室） 5346 ¥92,900 - - オーシャンフロントスイート

6～10階 5165 ¥144,900 ¥-0.7 ¥96,000

グアムプラザ
リゾート&スパ 眺望指定なし 5320 ¥84,900 - ¥36,000 オーシャンフロント

プレミアスイート11～15階 5164 ¥154,900 ¥-0.8 ¥104,000

フィエスタ・
リゾート・グアム

オーシャンフロント 5221 ¥99,900 ¥-0.1 ¥52,000

ロッテホテル
グアム

アイランド棟/
パーシャンルオーシャンデラックス 5180 ¥109,900 ¥-0.3 ¥60,000

デラックスオーシャンフロント
8～12階 5223 ¥107,900 ¥-0.1 ¥56,000 アイランド棟/

パーシャルオーシャンプレミア 5181 ¥114,900 ¥-0.3 ¥62,000

ジュニアスイート 5224 ¥134,900 ¥-0.3 ¥84,000 タワー棟/
オーシャンフロントデラックス 5184 ¥119,900 ¥-0.4 ¥68,000

スイート 5225 ¥144,900 ¥-0.6 ¥92,000 タワー棟/
オーシャンフロンクラブ 5182 ¥139,900 ¥-0.6 ¥84,000

グアムリーフ＆
オリーブ

スパ リゾート

眺望指定なし 5201 ¥109,900 ¥-0.3 ¥60,000

アウトリガー・
グアム・

ビーチ・リゾート

オーシャンビュー6～8階 5148 ¥124,900 ¥-0.3 ¥72,000

ビーチタワー/オーシャンツイン 5204 ¥129,900 ¥-0.3 ¥76,000 9階以上
オーシャンビューデラックス 5142 ¥127,900 ¥-0.3 ¥76,000

インフィニティタワー/
インフィニティツイン 5202 ¥124,900 ¥-0.4 ¥76,000 17階指定

オーシャンフロント 5145 ¥129,900 ¥-0.5 ¥80,000

インフィニティタワー/
インフィニティオーシャン 5205 ¥127,900 ¥-0.4 ¥80,000 17階指定

オーシャンフロント・スイート 5149 ¥144,900 ¥-1.0 ¥84,000

オーシャンスイート 5206 ¥187,900 ¥-1.5 ¥136,000 ボエジャー・クラブ・
オーシャンビュー 5144 ¥160,900 ¥-0.8 ¥104,000

ジャパニーズスイート
（大人4名1室） 5213 ¥132,900 - - ボエジャー・クラブ・

オーシャンフロント 5138 ¥180,900 ¥-1.0 ¥124,000

ジャパニーズスイート
（大人5・6名1室） 5214 ¥124,900 - -

ウェスティン
リゾートグアム

パーシャルオーシャンビュー 5120 ¥124,900 ¥-0.6 ¥76,000

ヒルトングアム
リゾート＆スパ

眺望指定なし 5270 ¥98,900 ¥-0.1 ¥48,000 オーシャンビュー 5121 ¥134,900 ¥-0.9 ¥84,000

オーシャンビュー 5271 ¥109,900 ¥-0.3 ¥60,000 オーシャンフロント 5122 ¥167,900 ¥-1.1 ¥112,000

プレミアタワー/
眺望指定なし 5273 ¥97,900 ¥-0.3 ¥48,000 ロイヤルビーチクラブ

オーシャンビュー 5123 ¥154,900 ¥-0.6 ¥104,000

プレミアタワー/
オーシャンビュー 5274 ¥104,900 ¥-0.4 ¥52,000 ロイヤルビーチクラブ

オーシャンフロント 5124 ¥159,900 ¥-2.0 ¥164,000

プレミアタワー/
プレミアスイート 5275 ¥154,900 ¥-1.2 ¥104,000

ハイアット
リージェンシー

グアム

スタンダード 5101 ¥139,900 ¥-1.0 ¥84,000

Ｐ.Ｉ.Ｃ.グアム

眺望指定なし 5250 ¥94,900 ¥-0.3 ¥40,000 オーシャンビュー 5102 ¥144,900 ¥-1.0 ¥92,000

スーペリアルーム 5252 ¥98,900 ¥-0.3 ¥48,000 リージェンシークラブ 5103 ¥162,900 ¥-1.3 ¥108,000

スーペリアプラスルーム 5253 ¥98,900 ¥-0.3 ¥48,000 リージェンシースイート 5104 ¥242,900 ¥-2.7 ¥180,000

ロイヤルタワーデラックス 5254 ¥104,900 ¥-0.4 ¥52,000

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 5190 ¥149,900 ¥-1.0 ¥100,000

ロイヤルクラブルーム 5255 ¥124,900 ¥-0.5 ¥72,000 プレミアオーシャンフロント 5191 ¥159,900 ¥-1.1 ¥108,000

オンワード
ビーチリゾート
 朝食3回付き 

ウィング棟/
眺望指定なし 5230 ¥97,900 ¥-0.3 ¥44,000 クラブオーシャンフロント 5192 ¥189,900 ¥-1.6 ¥132,000

ウィング棟/
オーシャンフロント 5231 ¥104,900 ¥-0.4 ¥56,000 ステューディオ

パーシャルオーシャンビュー 5193 ¥162,900 ¥-1.6 ¥112,000

タワー棟/
オーシャンフロント5～14階 5233 ¥112,900 ¥-0.5 ¥64000 ステューディオ

オーシャンビュー 5195 ¥167,900 ¥-1.8 ¥116,000

タワー棟/タワー棟・
オーシャンフロント15～23階 5234 ¥114,900 ¥-0.9 ¥67,000 エグゼクティブスイート 5196 ¥318,900 ¥-5.0 -

 … 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。

チェジュ航空直行チャーター便で行くチェジュ航空直行チャーター便で行く

海の日（祝日）の利用5日間海の日（祝日）の利用5日間

連休が入ってこの価格！！連休が入ってこの価格！！
21:00出発 06:40到着
7月14日㊎～1８日㊋7月14日㊎～1８日㊋

5
日間
5
日間ググアム子供旅行代金

（ベッドなし
）が子供旅行代金

（ベッドなし
）が

59,900円！！59,900円！！

有効期限:2017年5月13日～2017年7月5日
発行日:2017年5月10日

名古屋発着 GUM-324-D

旅行代金:チェジュ航空チャーター便（航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします。）利用/エコノミークラスホテル泊（大人お1人様・2名1室利用時）/1人部屋追加代金:代金表
参照（注）今後、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の変更はございません。 ※国内空港施設使用料・海外空港諸税は別途必要

燃油 
サーチャージ
込み！（注）69,900円



グアムリーフ＆オリーフ
スパリゾート

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

外観

ヒルトン グアム
リゾート＆スパ

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

外観

ホテル・ニッコー・グアム

タモン湾とガンビーチのパノラマ
全室オーシャンフロントの絶景

外観

アウトリガー・グアム・
ビーチ・リゾート

活動的な大人のステイに最適な
プレジャーアイランドの中心に立地

外観

■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5月8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

グアム

入国審査料 7.0USドル 国際線到着 790円 対象 対象
税関審査料 8.29USドル 国際線到着 930円 対象 不要

空港施設使用料 4.5USドル 国際線/国内線出発 510円 対象 不要
航空保安料 5.6USドル 国際線/国内線搭乗 630円 対象 対象

■日本発着時利用航空会社：チェジュ航空チャーター便（航空会社による関係国政府の許認可の
取得等を条件とします。）※機内食や毛布等のサービスはなく水のみの提供となります。 ■最少催
行人員：1名（※但し1人部屋追加代金が別途必要。相部屋不可） ■食事：なし※オンワード宿泊
時：朝3回■添乗員：なし。現地係員がご案内致します。 ■利用ホテル：【エコノミークラスホテル】グ
ランドプラザ、パシフィックベイホテル、タモンベイキャピタル、ウィンダムガーデングアム、ヴェロー
ナグアム※1：バスタブはございません。シャワーのみとなります。 （ホテル指定不可/全て眺望指定
なし）、代金表参照 ■子供割引（ベッドあり）：設定なし。大人と同代金 ■子供代金（ベッドなし・ア
メニティ・プレゼントなし）：59,900円 ■幼児旅行代金：18,000円※燃油サーチャージ不要ですが、
空港諸税などが別途必要となります。（但し、ご旅行帰国日に2歳未満のお子様で航空座席を利
用されず、ご宿泊はホテルでベッド・アメニティ・プレゼントを必要としない場合に適用となります。） 
■最大ご旅行日数：5日間 ■減延泊：不可 ■中部国際空港施設使用料、空港諸税等をＨ．Ｉ．Ｓ．が
代行受領させて頂きます。※グアムへのご旅行には日本国籍の方の場合、入国時に45日以上有
効な残存期間がある機械読み取り式旅券が必要です。尚、予告なく変更になる場合がございます
ので最新情報をお申込み販売店へご確認下さい。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡
航先の領事館・入国管理事務所にて必ずご自身でご確認下さい。※その他詳細はCiao『グアム』
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。 ※空港～ホテル間の移動は他のお客様と一緒に
なり、空港・ホテルにてお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。  この商品は
H.I.S.直営店舗でのお取り扱いに限ります。

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

日本国籍ビザ（査証）なし　渡航条件：日本国籍の方の場合、帰国時まで有効な機械
読み取り式旅券（入国時45日以上が望ましい）が必要。※日本国籍以外の方は上記と
異なります。ご自身で自国及び渡航先の領事館などにお問い合わせのうえ、必要な手
続きをお済ませ下さい。

現地危険情報･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。

不足についても追加徴収又は返金はいたしません。

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。

●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
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。
お申し込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに新設・増減額又は廃止又は
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

日程 スケジュール
7/14 中部国際空港（21:00）発  （直行）

7/15

グアム（01:40）着
着後、現地係員がホテルへご案内します ［ホテルにて休憩］

終日：自由行動
★滞在中「LeaLeaトロリー」乗り放題 ［グアム泊］

7/16 終日：自由行動 ［グアム泊］

7/17 終日：自由行動 ［グアム泊］

7/18 現地係員と共に空港へ
グアム（04:00）発  （直行）中部国際空港（06:40）着

※上記スケジュールは2017年4月17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。

グアムの街中でWi-Fiが利用可能！レストラン情報を調べたり、撮った写真を 
その場でSNSにアップしたり、無料Wi-Fiサービスでもっと楽しい旅行に！
レアレアWi-Fi利用方法
❶�レアレアWi-Fiカード裏面の「1週間有効のWi-Fiアクセスコード」部分をコインなど
で削ります。
❷�Wi-Fiマップのアクセスポイントにて、お客様の端末のWi-Fi設定画面からレアレア
Wi-Fiを選択。
❸�①で削って出てきたアクセスコードをお客様の端末のパスワード入力画面に入力。

※お客様の端末のWi-Fiを有効な状態にしてご利用ください。 ※1枚につきお1人様のみアクセスが可能です。

レアレアWi-Fiサービス

●車内Wi-Fi無料サービス！！　●車内DVDにて現地の生の情報を！！
●車内は冷房完備！！移動するのも快適！！
●08:30～21:30まで運行。ホテルルートは10分間隔で運行中
●バスの停留所が全部で35ヶ所、どのホテルからもアクセスが便利
●３つのショッピングセンターを巡るのでお買い物にも便利
※交通事情などにより、運行時間・ルートなど予告なく変更となる場合がございます。

滞在中乗り放題
LeaLeaトロリー

移動に便利


