
のスペシャルプライス！

2017.7月〜2017.10月成田発着

DPS
045-B 2017年7月5日〜2017年7月31日
■パンフレット有効期限

背景画像：タナロット寺院

出発日
限定

旅行代金：成田発着インドネシア エアアジアX利用（航空会社による関係国政府の許認可の取得条件とする）/エコノミークラスホテル利用/バリ島5日間/ 
大人お1人様/2・3名様1室利用時 （注）旅行代金には燃油サーチャージはかかりません。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージが適応されても旅行代
金に変更はありません。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。 …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。

×大学生協限定企画
早い者勝ち

●ツアーコード：TC-GDA5301-DS045　●チェックアウト時間：18時[コード：D/U18] ※但し、7/17〜8/31成田出発は12時　●1人部屋追加代金（相部屋不可）：9,000円　●減延泊不可

お申し込みは
大学生協店舗でのみ

承ります。

成田
発着

第2版

6 .984 .98 5 .98
出発日：2017.8/1・2・4・18～20・

25・26
出発日：2017.8/27～31、

9/8～12・21～24 
出発日：2017.7/17～20・29～31、

 10/1～3・9・10

万円万円 万円

ホテル
ランクアッププラン！
+20,000円（お1人様/3泊あたり）で

ウォーターマークホテル＆スパ
バリ ジンバラン＜スーペリアルーム（注1）＞

にアレンジ可能！
1人部屋追加代金（アレンジ代含む）：3.9万円　

ツアーコード：TC-GDA5002-DS045
●チェックアウト時間は12時です。【コード：D/U12】

2015年5月にオープンした日
系ホテルで、日本人スタッフ
が常駐し、日本人シェフがプロ
デュースした3つのレストラン
や、ご帰国前にご利用いただ
けるデパーチャーラウンジや
H.I.S.ツアーデスク等も併設しており、ホテル内施設も充実
しています。（注）窓が開かない造りのお部屋です。また、3名
1室利用時、3台目のベッドはソファベッドです。

客室一例

減延泊不可

バリ島5日間
もちろん燃油サーチャージはかかりません！（注）

バリ島への直行便が増えました！
インドネシア エアアジアXでバリ島へ行こう

要日本予約/ご出発の14日前までにお申し込み下さい。

機内サービス追加アレンジ
（お１人様あたり/大人・子供同額）

◆機内食事前手配：プラス￥1,000 /片道
◆コンフォートキット（毛布・枕）：

プラス￥1,500/片道
◆並び席をご用意（注3）：プラス￥3,000 /片道

当ツアーには受託手荷物が含まれます。
（20kg/お１人様あたり）

※通常は有料になりますが、本ツアーでは含まれます。

インドネシア エアアジアXはエアアジアグループ
のLCC（格安航空会社）で成田からインドネシア
のデンパサール（バリ島）へ2017年5月25日より
就航し、2017年6月現在毎日運行しています。

往
路

便名 成田発 バリ島着
XT402便 08:25 14:25

復
路

便名 バリ島発 成田着
XT401便 23:00 07:10(翌日)

■フライトスケジュール(注2)

2017年5月25日成田発

祝!新規就航

エコノミークラスシート

※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。

（ＴＫ在庫あり・手仕舞い３０日前） 



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、別途条件書にてご確認ください）

日本国籍の方の
ビザ（査証）に

ついて

・インドネシア：日本国籍ビザ（査証）：免除（注1）〈条件：パスポートの有効期限がインドネシア入国時に6ヶ月以上および旅券の余白頁が連続3頁以上、且つ30日以内の滞在〉
※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うえ、必要な手続きをお済ませください。

（注1）入国日を含むインドネシアでの30日以内の観光目的滞在限定、且つインドネシアの5大国際空港（ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港、デンパサールのングラライ空港、メダンのク
アラナム空港、スラバヤのジュアンダ空港、バタム島のハン・ナディム空港）と一部海港のみ適用。その他の空港/海港では、査証免除での入国はできません。また、31日以上の観光目的

（VOAで入国後１回延長可、有料。60日以内）の入国や、就労を伴わないビジネス目的等の入国の場合は、到着ビザ（VOA）制度をご利用下さい（手数料35ドル/30日間）。

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4月現在の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。

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。

燃油サーチャージについて
・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）がかかりません。今後、航空
会社の申請により燃油サーチャージが適用され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。

■ 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〜

■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月現在）

国名 税・料の名称 �税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本
成田空港施設使用料 大人：¥2,090　子供：¥1,050 国際線出発 - 対象 不要

成田空港旅客保安サービス料 大人：¥520　子供：¥520 国際線出発 - 対象 対象

インドネシア
（デンパサール） デンパサール空港税

Rp200,000 国際線出発 ¥2,180 対象 不要
Rp75,000 国内線出発 ¥820 対象 不要

１ 募集型企画旅行契約
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。

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。

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）

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。
（２）�渡航先の「海外安全情報」「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。
� 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/

２ 旅行のお申込みと契約の成立
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。

旅行代金の額 申込金（お一人様）

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

旅行契約の取消日��
旅行開始日の前日から起算して

特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

40日前～31日前 旅行代金の10％ 無料

30日前以降～3日前以前 旅行代金の20％
2日前～旅行開始日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

３ 取消料
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。�����特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

成田発着 バリ島 5日間 
1

成田（08：25）発 （直行）空路、バリ島へ
バリ島（14：25）着。着後、現地係員と共にホテルへ。
お部屋は到着後すぐにご利用頂けます。 【バリ島泊】

2
・
3

終日：自由行動　
H.I.S.オリジナルシャトルバス乗り放題などのMaiMai特典付

朝【バリ島泊】

4

出発まで自由行動。
チェックアウト時間：表面参照
追加代金にてご出発までお部屋利用アレンジ可（注4） 要日本予約
現地係員と共に空港へ。
バリ島（23：00）発 （直行）空路、帰国の途へ。 朝 【機中泊】

5 成田（07：10）着。
着後、解散となります。　

■スケジュール内の東京・バリ島発着時刻は、2017年6月現在。 ■日本発着時利用航空会社：インドネシア エアアジアX（機内食や枕・毛布等のサービス等は有料となります）（注2）
■利用ホテル:ホテルリスト参照。ホテルアレンジ時：ウォーターマークホテル＆スパ バリ ジンバラン　■添乗員：なし。現地係員　■最少催行人数：1名（但し、1人部屋利用の場合は追加
代金が別途必要。相部屋不可）　■食事：朝3昼0夕0（機内食除く※但し、機内食は有料となります。）　■減延泊不可　（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）10/1以降に関しては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。　（注3）並び席の手配は空席状況によっ
てはご用意できない場合もございます。また、座席番号指定はできません。1グループ4名様以上の場合、横並びにならない場合がございます。　（注4）出発までのレイトチェックアウト
アレンジはエコノミークラスホテル滞在時は、2・3名1室利用時お1人様あたり3,000円にてご案内可能です。ウォーターマークホテル滞在時は2・3名様1室利用時お1人様あたり9,000
円にてご案内が可能です。1名様1室利用時は、倍額必要となります。（アレンジ希望時：チェックアウト日で[コードLCDPT]でリクエスト）ご予約時にお申し出ください。

利用ホテルリスト
エコノミークラスホテル（指定不可）（注 1・２）

バグンズ･ビーチ･コテージ､レギャンヴィレッジ､､マタハリ･バンガロー
（※）､ バリ･バンガロー､ イダ･ホテル（※）､ デウィスリホテル（※）､ グ
ランドシナールインダ（※）､ マタハリホテル､ アディダルマコテージ､
フォーティンローゼズ､ アマリス（※）､ シンパンイン（※）､ フェイブスミ
ニャック（※）､ フェイブクタスクエア（※）、ZUKホテル（※）、レストゥ
ホテル（※）、ロサニホテル（※）、マックスワンスミニャック（※）、フェイ
ブウスラス（※）のいずれか（ホテル指定不可）　

（※）浴室設備はバスタブはなく、シャワーのみとなります。　（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）エコノミークラスホテル利用コースは、ご宿泊にあたり必要
最低限の設備・サービスを備えたホテルですが、より快適なホテルライフや立地を重
視されるお客様にはホテルのグレードアップをおすすめします。また3名1室は手狭
になりますのでおすすめできません。

※写真は全てイメージです。

Point3 バリ島の旅がさらに便利に！

うれしいポイント！
1ポケットWi-Fi無料レンタル（インターネット接続料50,000ルピア、保証金
350,000ルピアが別途必要）【コード：WIFI】（※）　2バリ島の正装衣装の試着体験
3協賛店舗で割引やプレゼントが貰えるマイマイカード付
要日本予約（※）在庫がない場合もありますので、予めご了承ください。
　　　　　　　ご出発3日前までにお申し込みください。

Point2
バリ島1番の繁華街クタにあるマイマイラウンジ滞在中利用し放題！！

マイマイラウンジ利用可能！
ショッピングの際にも立ち寄りやすいクタエリアの大型ショッピング
モール「ビーチウォーク」内に位置しています。お気軽にお立寄り下さい。
●�無料ドリンクサービス　●�Wi-Fi無料アクセス
●お荷物一時お預かりサービスなど

 年中無休（ニュピ前日・当日・翌日除く）  毎日8：00〜夜23：00までOPEN

支店スタッフ

お申し込みは大学生協店舗でのみ承ります。
●お申し込み・お問い合わせ＜受託販売＞

 ※H.I.S.パンフレット掲載の割引・特典は対象外となります。 

Point1
H.I.S.オリジナル

マイマイシャトル乗り放題！
クタ・スミニャックなどの繁華街を巡る
シャトルに加えて、人気の山のリゾー
トウブドまでのシャトルも運行中！
※ウブドシャトルは日本にて事前予約が必要です。
ご出発3日前までに担当宛に希望日をお伝え下さい。

【コード：MIUBS】 マイマイシャトルイメージ要日本予約

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

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。

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　TEL.03-5908-2505
（平日10：00〜18：30　土曜11：00〜16：30　日祝はお休みとさせて頂きます）

http://www.withnavi.org/kaigai/


