
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
★「LeaLeaトロリー」乗り放題券は付いておりません。 （別途1,500円で追加可） 
 ［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6月5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。

シェラトンならではの高いクオリティとホテルデザイ
ンを誇るリゾート。水平線に沈みゆく夕陽を臨む絶
好のロケーション、洗練されたホスピタリティが、心
満たす大人のリゾートステイを叶えてくれることで
しょう。
1人部屋利用追加代金￥48,000（お１人様4泊）、
ツアーコード：NM-HGC5100-X326A

+2,000円
（大人・子供同額）

中部国際空港⇔グアム間

並び席をご用意

●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トロリー別途手配可

移動に便利

LeaLeaサービス拡大中
●レアレアWi-Fiサービス
●レアレアラウンジで安心の現地サポート
　お子様も大満足！レアレアスーパーキッズラウンジ
●レアレアトロリー乗り放題
●グアムに7ヶ所のツアーデスクを開設
　（レアレアラウンジ含む）

1人部屋利用追加代金￥32,000（お１人様4泊）、
ツアーコード：NM-HGC5300-X326A

大人お1人様（4泊）/2・3名1室利用時
1人部屋利用時は倍額となります。
ベッドを利用しないお子様は追加代金不要。￥5,000で

スタンダード クラスホテル
（眺望指定なし） へアレンジ可能

スーペリア クラスホテル
（オーシャンビュー） へアレンジ可能

デラックス クラスホテル
（眺望指定なし） へアレンジ可能

大人お1人様（4泊）/2・3名1室利用時
1人部屋利用時は倍額となります。
ベッドを利用しないお子様は追加代金不要。￥25,000で

1人部屋利用追加代金￥36,000（お１人様4泊）、
ツアーコード：NM-HGC5200-X326A

大人お1人様（4泊）/2・3名1室利用時
1人部屋利用時は倍額となります。
ベッドを利用しないお子様は追加代金不要。￥20,000で

上記ご旅行代金に

タモンビーチのほぼ中心地に建ち、敷地内にある
プールからはそのままビーチへも出られます。お部
屋は、落ち着いたトーンのインテリアで統一された
シックな雰囲気。

タモン湾を一望する高台に建つので、昼間の眺め
はもちろん、サンセットや夜景なども楽しめます。
アメニティグッズなど女性にうれしいサービスも充
実。カフェやコンビニのあるパシフィックプレイスは
徒歩3分！

外観

外観

外観

ベイビューホテル・グアム

フィエスタ・リゾート・グアム

シェラトン・ラグーナ
グアム・リゾート

一例と
して

一例と
して

一例と
して

並び席の配列は指定できません。
詳細は右記の座席配置の例をご参照ください。
※ご出発の14日前までの予約完了となる中部国際空港発着の
国際線フライトを対象とさせて頂きます。※ご利用の便により右
記シート配列例と異なることがあります。※エコノミークラスシー
トのみ。らくらくシートプランは対象外 ※幼児用ベッド（バシネッ
ト）、車イスなどの特別なご要望のない場合に限ります。 ※窓
側、通路側、スクリーン前後等の座席位置の確約、座席番号の
事前回答はできません。 ※その他詳しい条件はお問い合わせ
下さい。
2 …2名で参加	 3 …3名で参加	
4 …4名で参加（または2名-2名の組み合わせとなります）
5 …5名で参加（または2名-3名の組み合わせとなります）
※4名以上でご参加の場合は、2名以上の横並び・縦並び・通路を挟んだ並

び席の組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合がございます。

３・３座席配列の例
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※現地連絡先・電話番号は出発前にお渡しする最終日程表にてお知らせ致します。

現地グアム支店が
24時間安心の日本語サポート！

+1,500円
（お1人様/
大人・子供同額）

仕事帰りでも
間に合う夜出発
5日間

子供旅行代金
（ベッドなし）が
59,900円！！

発行日:2017年6月6日
2017年7月

有効期限:2017年6月6日〜7月10日

名古屋発着 GUM-326-A

6.49万円
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（眺望指定なし）泊/大人1名様/2・3名様1室利用時/5日間/1人部屋追加代金:￥24,000（お１人様4泊）
ツアーコード：NM-HGC5400-X326A  （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

7/14㊎▶18㊋ 直行チャーター便で行く

グアム
5日間 燃油サーチャージ込み！（注）



■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（機内食除く） ■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※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） 

【スタンダードクラスホテル】オーシャンビュー・ホテル&レジデンス、ロイヤル オーキッド、ホリディリゾート スパ＆グアム、ベイビュー・ホテル、グアム・プラザ、ガーデンヴィラホテル、サンタ
フェグアム、レオパレスリゾート・グアム（ホテル指定不可/全て眺望指定なし） 【スーペリアクラスホテル】P.I.C.グアム、グアムリーフ＆オリーブスパリゾート、ヒルトングアムリゾート＆スパ、
フェエスタ・リゾート・グアム、パシフィックスターリゾート＆スパ（ホテル指定不可/全て眺望指定なし） 【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、ニッコー グアム、ウェスティ
ン リゾート、アウトリガーグアム、ヒルトングアムリゾート＆スパ（タシタワーオ－シャンビュー、プレミアタワーオーシャンビュー）、ロッテホテルグアム ■子供割引（ベッドあり）：設定なし。大人と
同額 ■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。 （注）ご旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。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ご旅行代金に変更はございません。　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。※その他詳細はチャオ「グアム」パンフレット最新号に準じます。但し、チャオパンフレット記載の特典等は適用出来ません。 ※空港～ホテル間の移動
は他のお客様と一緒になり、空港・ホテルにてお待ちいただく場合もございますので、予めご了承ください。※掲載商品のお申込み期間は2017年6月6日～2017年7月10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。  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
取式旅券（入国時45日以上が望ましい）が必要。※日本国籍以外の方は、上記とは異
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。

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
不足についても追加徴収又は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（2017年6月5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 780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

■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〜


