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メイン画像：豫園商城イメージ

1DAYチケット付
羽田発着

日間

学生特典
焼き小籠包クーポン付
焼き小籠包

燃油

サーチャージ
込み（注）

9/4･6･11･13･18･20･25

出発日：

8/21･23･28･30

出発日：

●旅行代金/上海4日間/お1人様＜2・3名様1室/スタンダードクラスホテル(注1)(部屋指定なし)利用時＞ （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・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要で
す。●ツアーコード：TC-OSB1111-ST1 ●1人部屋追加代金
（相部屋不可）
：12,000円 ●減延泊不可 
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「ミッキーアベ
ニュー」や「トレジャー
コーブ」など上海オリジナ
ルのテーマランドを含めた6つ
のエリアがあります。また、
「エ
ンチャンテッド・ストーリーブック・
キャッスル」と名付けられたお城
ファンタジーランド
は、高さ60mとディズニー史
上最大！最新鋭のアトラク
エンチャンテッド・
ションの数々をお楽し
ストーリーブック・キャッスル
み下さい。
他のディズニーパークと違い全てのディズニープリンセス
のお城というコンセプトのディズニー最大のお城。夜には日本でも人気のプロジェ
クトマッピング、花火と噴水のショー「イグナイト・ザ・ドリーム：ナイトタイム・
スペクタキュラー・オブ・マジック・アンド・ライト」が行われます。

世界で 12 番目のディズニーテーマパーク

上海ディズニーランド

ガーデン・オブ・イマジネーション
ディズニーパーク初の「ガーデン（庭）」がテーマのテーマランド。「空飛ぶダンボ」
などお馴染みのアトラクションの他、上海ディズニーランドだけのアトラクショ
ン、パレードのほか、7 つの変化に富んだガーデンが楽しめる。

アドベンチャー・アイル

ミッキー・アベニュー

伝説とディズニーのイマジネー
ションが融合された上海ディズ
ニーランドだけのテーマランド。エ
リア内ではミステリアスな爬虫類
の鳴き声が聞こえてくる。

パークの入口すぐの、ミッキーと
仲間たちをテーマにしたディズ
ニ ー パ ー ク 初 の エ リ ア。 デ ィ ズ
ニーキャラクターとのグリーティ
ングを楽しめる。

第1版

トレジャー・コーブ

海賊全盛期、17 世紀のパイレーツ
たちの世界を舞台にした、上海ディ
ズニーランドだけのテーマランド。
おなじみのカリブの海賊：が最新
技術を駆使しスリル満点に。

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

トゥモローランド

「無限の可能性」がテーマ。新しい
文化と次世代に向け、ディズニー
ランドの礎とも言える「ホープ（希
望）
、オプティミズム（楽観主義）
、
未来へのポテンシャル（可能性）
」
の精神を受け継いでいる。

※ホテルクラスは当社基準によります。 ※画像はすべてイメージです。

※写真は全てイメージです。

上海 4日間
羽田 (13：30)発 a（直行）空路、上海へ。
上海/虹橋(15：50〜16：05)着
1 到着後、空港にて現地係員からディズニーランド引換券を受取り、
ご自身ホテルへ(注2)

【上海泊】
【学生特典】焼き小籠包クーポン付
2

ディズニーランド１DAYチケット付(注3)
(※往復の送迎は付いておりません。ディズニーランドへはお客様
ご自身でのご移動となります。又、入園時パスポートの原本の提示
が必要です。)
f【上海泊】

3 終日：自由行動

f【上海泊】

お客様ご自身にて空港へ（注4）

4 上海/虹橋(08:40)発 a（直行）
空路、帰国の途へ

上の
ワンランク
ホテルへ

H.I.S.おすすめ！ホテルランクアッププラン

98
4.万円

全設定日 で クラウンプラザ上海 へ３連泊！

出発日：
(8/21･23･28･30、
9/4･6･11･13･18･20･25)

往復送迎アレンジプラン

羽田(12：30)着 着後、解散。

送迎アレンジ代金 お１人様/片道+4,000円

オープントップバス＆フェリーで行く!

▶

▶

新天地にて解散

▶

３日目おすすめ
オプショナル
ツアー

オープントップ
バスにてフランス租界
エリア車窓観光

▶

中国茶の試飲

▶

豫園散策

▶

オープントップ
バスにて上海老街
エリア車窓観光

▶

フェリーにて浦西へ

▶

上海名物
『焼小籠包』
の昼食

▶

フェリーにて浦東へ

▶

外灘散策

H.
I.
S.

オープ ン ト ッ プ
バスにて 陸 家 嘴 エ リ ア
車窓観光

てくてくお散歩プラン

10:00頃

16:00頃

豫園商城

H.I.S. 上海支店

●料金/US$35
（お1人様） ●最少催行人員/2名
（１
名様は倍額でご利用いただけます） ●食事/昼食付き
●コード：TEKU1 ●所要時間/10：00〜約6時間
●運行事業者/北京新日国際旅行社有限公司上海分
社、
秀之旅
（上海）
国際旅行社有限公司 ※オープントッ
プバス、
フェリーの切符代はツアー代金に含まれます。※
スケジュールは現地の事情により順番が変わる場合が
あります。あらかじめご了承下さい。 ※ホテルまでの送
迎はございません。また、事前のご案内書面はございま
せん。当日ご自身にて上海支店にお越しください。

外灘

「南京東路」駅から徒歩5分。24時間日本語サ
ポートであなたの旅をバックアップします。
●月曜～土曜 09：30 ～ 18：00 まで OPEN
※日曜日及び中国祝日はお休みとなります。
無料で使えるインターネット

客室一例

※他のお客様と共に空港↔︎ホテルへ送迎します。途中いくつかのホテルに立ち寄ります。
●最少催行人数：２名(お１人様利用時は倍額となります) [コード：往路 TRDAJX 復路 TRDAJ#]

上海支店集合

《旅行条件》
◆日本発着時利用航空会社：上海航空 ◆添乗員：なし ◆現
地係員：なし ◆最少催行人員： 1名
（※相部屋不可、一人部屋利用追加代
金別途必要） ◆食事：朝2（機内食除く） ◆減延泊不可
◆利用ホテル：スタンダードクラスホテル(注1)/南京飯店
【S】
、金門大酒
店
【★】
、宝豊聯大酒店、新民大酒店、瓢鷹大酒店、華晶賓館、上海港鴻大
酒店、上海金明大酒店
【S】
、上海迦南酒店、レイフォントダウンタウンホ
テル上海
【Ｓ】
のいずれか
（選択不可） ホテルアレンジ時：デラックスク
ラスホテル
（注1）
クラウンプラザ上海、 ※全ては部屋指定なしのお部屋
となります。※
【★】
マークのホテルは3名1室での利用が出来ません。ま
た、その他のホテルに関しても諸事情により人数分のベッドがご用意で
きない場合があります。※
【S】
マークのホテルには、バスタブが無くシャ
ワーのみのお部屋となります。※上記のフライトスケジュール2017年5
月10日現在のものとなります。航空会社の諸事情などにより予告なく変
更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※その他詳細はCiaoH.I.S.中国パンフレット最新号に準じますが、フラ
イトアレンジ･ホテル特典・早期特典等は対象外となります。

（旅行代金：お1人様/2・3名１室利用時）

上海ディズニーランドまで乗換無しの便利な地下鉄11号線交通大学
駅
（徒歩7分)に立地。延安路に近く、タクシーに乗れば虹橋エリアまで
約10分、徐家匯エリアまで約５分、人民広場や外灘エリアまで約20
分と周辺主要エリアへのアクセスに便利な立地です。
【Wi-Fi客室無料】
■1人部屋追加代金
（相部屋不可）
：18,000円
■ツアーコード：TC-OSB1111-ST10

無料ドリンクコーナー

オープントップバス

※掲載商品のお申し込み有効期限は2017年5月29日～2017年7月31日となります。★
（注）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。また、為替レートの変動による過不足については追加徴収またはご返金はいたしません。尚、旅行代金の
他に国内空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要です。
（注1）
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。 （注2）
往路送迎は付いておりません。空港ご到着後、現地係員が
空港にてお待ちしております。ディズニーランド引換券を受け取り後、ご自身でホテルまでお越し頂き、チェックインを行ってください。 （注3）２日目のみのご参加となります。予約時
にパスポート番号が必要です。ツアーキャンセル料金発生日より訂正は一切不可となります。また、パスポート番号に不備があった場合入場できませんのでご注意ください。 （注４）
復路
…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。
の送迎は付いておりません。帰国便出発の2時間前までに空港へご到着し、各自でチェックインを行って下さい。

共通のご案内

※お申し込みの際、必ずお読みください（詳しくは、Ｃｉａｏパンフレット最新号にてご確認ください）
燃油サーチャージについて

日本国籍の方のビザ（査証）について
・中国：日本国籍ビザ（査証なし）。渡航条件：日本出発時にパスポートの有効期限6ヶ月以上かつ15日以内の観光目的
の滞在。※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
問い合わせの上、必要な手続きをお済ませ下さい。

・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分については追加徴収またはご
返金はいたしません。尚、
国内空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。

お買い物についてのご注意

現地安全情報・衛生情報
・渡航先（国又は地域）によっては外務省安全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）などでご確認下さい。
・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。

空港諸税等について
・表示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。
・日
 本円目安額は、2017年5月10日現在のIATA公示レートを参考に算出しています（10円未満は切り上げ）。また航空
券発券時に徴収される航空諸税額が予告なく増減・新設された場合、徴収額を変更する場合がありますが、レートの
変動による過不足が生じても追加徴収・返金は致しません。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。

・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。

■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
国名

日本



（2017年5月10日現在）

税・料の名称

税・料額（現地通貨）

対象

日本円目安額 子供 幼児

羽田国際空港施設使用料

大人：￥2,570 子供：￥1,280

国際線出発

−

対象 不要

羽田空港旅客保安サービス料

￥100（大人・子供同額）

国際線出発

−

対象 不要

空港税

90 元

国際線出発

￥1,530

不要 不要

中国
時間帯の目安

早朝
04:00〜

朝
06:00〜

午前
08:00〜

昼
12:00〜

午後
13:00〜

夕刻
16:00〜

夜
18:00〜

深夜
23:00〜

旅行条件書（要旨）※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。
１ 募集型企画旅行契約

２ 旅行のお申込みと契約の成立

３ 取消料

この旅行は、
株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、
お客様は、
当社と募集
型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条
件書
（全文）
、
ご出発前にお渡しする最終旅行日程表
（確定書面）
によります。

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただき
ます。電話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３
日以内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾
し、
申込金を受理したときに成立いたします。

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除出来ます。

４ お客様の確認事項
（１）
現
 在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確
認のうえ、
ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、
ビザをご用意ください。
渡
「海外感染症情報」のご確認、および「たびレジ」のご登録をお願いします。
（２）
 航先の「海外危険情報」
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/
たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

旅行代金の額

申込金（お1人様）

30万円以上

60,000円 以上旅行代金まで

15万円以上 30万円未満

30,000円 以上旅行代金まで

15万円未満

20,000円 以上旅行代金まで

特定日：7/20～8/31、12/20～1/7

旅行契約の取消日  
旅行開始日の前日から起算して
40日前～31日前
30日前以降～3日前以前
2日前～旅行開始日
旅行開始後または無連絡不参加

【オプショナルツアー取消料】催行日前日から起算して3日前（土・日・祝除く）
より100%

５ その他

（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（２）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。
（３）
「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）

●お申し込み・お問い合わせ＜受託販売＞

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第 724号 JATA正会員

〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29階
弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、
ご意見等ございましたら
下記、お客様相談室までご連絡ください。

（株）
エイチ・アイ・エス お客様相談室
（平日10：00〜18：30

TEL.03-5908-2505

土曜11：00〜16：30 日祝はお休みとさせて頂きます）

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この契約に関し担当者か
らの説明にご不明な点があれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

特定日に
特定日以外に
開始する旅行 開始する旅行
旅行代金の10％
無料
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

