
のスペシャルプライス！

2018.9月~2018.10月成田発

GUM
023-B 2018年7月10日～2018年8月25日
■パンフレット有効期限

※画像はすべてイメージです。
スタッフメモ＝ＴＫ在庫引落（手仕舞い6０日前）

背景画像：タモン湾

グアム
出発日
限定

グアムグアム4日間

旅行代金：成田発着/グアム4日間/エコノミークラスホテル（部屋指定なし）/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。成田空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要です。

H.I.S.
グアム支店が
24時間安心
日本語
サポート！

オーシャンジェットクラブ
（ファンパック）

H.I.S.学生旅行で人気のマリンスポーツNo.1！
人気のジェットスキー、バナナボート、パラセイリング
がセットになったオトクなパック。みんなで盛り上が
ること間違いなし！
●追加代金：$120（お1人様あたり）　
●食事：昼（BBQランチ）　 
●運行事業者：オーシャンジェットクラブ

水陸両用車
ライド・ザ・ダック

H.I.S.観光ツアー人気No.1
水陸両用車で観光ツアー
♪観光名所をドライブし
た後、海へスプラッシュイ
ン！新感覚の興奮をぜひお
楽しみ下さい。
※送迎なし。レアレアトロリー
バスにてご自身でお越し下さい。（「ハイアット向かい」また
は「ハイアット」で下車。）カジュアルな服装でのご参加下さ
い。また、雨天時は濡れても良い服装でご参加下さい。天候
等の諸事情により運行ルート、及びスケジュールが変更にな
る場合がございます。　●追加代金：$45（お1人様あたり）　
●食事：なし　●出発時間：①08:15/②10：00/③11：30/
④13：30　●運行ルート：サンドキャッスル前▶アガニア地
区収集▶港までドライブ▶港よりスプラッシュイン！▶海
上周遊▶タモンへ▶ザ・ビーチ▶サンドキャッスル前▶ご自
身でホテルへ　●運行事業者：BGツアーズ

早い者勝ち

バナナボード/イメージ

ライド・ザ・ダック/イメージ

支店スタッフ

×大学生協限定企画

お申し込みは
大学生協店舗でのみ

承ります。

H.I.S.おすすめオプショナルツアー ※現地にてお申込み下さい。

第2版

7 .286 .8865 .98 6 .98 7 .78

減延泊不可

ホテルランクアッププラン！
グアムプラザホテルリゾート&スパ
（部屋指定なし）へアレンジ可能！

プール▼

◀ 客室一例

万円万円 万円 万円 万円
●ツアーコード：TC-HGJ0005-ST18　●1人部屋追加代金（相部屋不可）：15,000円　●減延泊不可
　 …旅行代金はおトクですが、ホテルはお選び頂けません。　 …旅行代金はおトクですが、航空会社はお選び頂けません。

出発日：2018.10/9・15・16・
22・23

出発日：2018.9/12・16・23～
25・27～29

出発日：2018. 9/2・3・4・5・9・10・
11・17・18・26・30

出発日：2018. 10/10・14・17・
21・24

出発日：2018. 10/1・2・3・11・12・
13・18・19・20

燃油サーチャージ込み！（注）

たっぷり滞在午前出発&夜帰着

H.I.S.は
ココが違う！
ツアー
ポイント

①レアレアトロリー滞在中乗り放題！
②レアレアラウンジが滞在をサポート！
③街中で使える無料Wi-Fiのパスワード付与！
④友達との思い出を作ろう！オプショナルツアー多数あり！

 +10,000円
（お1人様3泊あたり/2名１室利用時）
部屋追加代金アレンジ代金含む：32,000円
滞在中「ターザ」ウォーターパーク利用し放題！

 ■ツアーコード：TC-HGJ0002-ST18
さらに



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

・グアム：日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件；入国時にパスポートの有効期限45日以上が望ましい。45日以下の場合、旅券の有効期限までの滞在が許可され
る。 ※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。※ESTA（米国査証免除プログラム）を過去に申請し、拒否された方はビザが必要となります。詳しくは米国大使館にお問い合わせください。

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、2018年7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。

■ 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（2018年7月10日現在）
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 成田国際空港施設使用料 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 ¥520　（大人・子供同額） 国際線出発 - 対象 不要

グアム

入国審査料 $7.00 国際線到着 ¥800 対象 対象
税関審査料 $8.29 国際線到着 ¥950 対象 不要
空港施設使用料 $4.50 国際線/国内線出発到着 ¥520 対象 不要
航空保険料 $5.60 国際線/国内線出搭乗 ¥640 対象 対象

グアム4日間  
行  午前発 ＆ 帰  夜帰着

1
成田（09：30～11：30）発  （直行） 空路、グアムへ。
グアム（14：00～16：00）着 
着後、現地係員がホテルまでご案内。  【グアム泊】

2
・
3

終日：自由行動。
オプショナルツアーでお楽しみ下さい。（別途代金。表面参照）

  【グアム泊】

4
現地係員とともに空港へ 
グアム（16：00～17：30）発  （直行） 空路、帰国の途へ。 
成田（19：00～20：30）着。着後、解散

お申し込みは大学生協店舗でのみ承ります。

街なかで使えるWi-Fi無料サービス大好評！

■左記スケジュール内の東京・グアム発着時刻は、2018年7月現在の、2018年9月～2018年10月出発の国際
線定期便のフライトスケジュールに基づいています。ご出発日によっては記載の時間帯以外の臨時便を使用するこ
とがあります。必ず最終日程表で確定便・時刻をご確認下さい。 　■日本発着時利用航空会社：ユナイテッド航空、
日本航空、ジンエアー便のいずれか（選択不可）航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とする（※ジンエ
アーチャーター便は往復とも機内食は軽食の準備となります。）　■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、ヴェローナのいずれか（いずれも部屋指定なし）＜選択不可＞ ホテルアレンジ時：表面参照
■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：なし。（機内食除く）　■減延泊不可。 （注）有効期間内であっても定員に達し次第販売終了になることがござ
います。※ホテルクラスは当社基準によります。 ※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。 

※画像は全てイメージです。

「グアムに無事到着＼(^∀^)/」や「オススメのレストランは？」など、現地情報を調べたり、SNSを更新したり、
撮った写真をその場で共有したり、レアレアWi-Fiでグアム旅行が楽しくなること間違いなし！！
※現地到着後にパスワードをお渡しします。※Wi-Fi設置個所は下記トロリーマップをご参照ください。

ショッピングにも便利♪「レアレアトロリー」滞在中乗り放題！

ホテルコース･･ホテルの建ち並ぶタモン地区を10分間隔で運行　ショッピングセンターコース･･３つのショッピングセンターを20分間隔で運行
ラウンジコース･･DFSラウンジを中心に巡回　※ルートやスケジュールは予告なく変更となる場合がありますので詳細は現地にてご確認下さい。

【営業時間】10：00～21：00

【営業時間】10：00～23：00

【営業時間】10：00～22：00 マイクロネシアモールマイクロネシアモール

【営業時間】10：00～21：00
グアムプレミアアウトレットグアムプレミアアウトレット

タモンサンズプラザタモンサンズプラザ

【営業時間】 24時間営業
K マートK マート

ご注意点 掲載の情報は2018年4月13日現在のものです。運行
ルート、運行スケジュール所要時間・停留所は、交通事情およ
びその他現地事情により予告なく変更になる場合がありま
す。12歳未満の方は保護者と同伴にてご乗車願います。ご乗
車中は、手や足をトロリーから出さないでください。トロリー
内でのご飲食、喫煙はご遠慮ください。

このサインが目印ですこのサインが目印です

Wi-Fi が使える
スポット

デュシタニ グアム リゾートデュシタニ グアム リゾート
ハイアット
リージェンシー グアム
ハイアット
リージェンシー グアム

タモン ベイ 
キャピタル ホテル
タモン ベイ 
キャピタル ホテル

グアム プラザ ホテルグアム プラザ ホテル

パシフィック ベイ ホテルパシフィック ベイ ホテル

ガーデン ヴィラ
ホテル
ガーデン ヴィラ
ホテル

ヴェローナ リゾート スパヴェローナ リゾート スパ

グアム記念病院グアム記念病院

ウィンダム ガーデングアムウィンダム ガーデングアム

グアム国際空港へ
グアム国際空港へ

アガニア
ショッピング
センターへ

アガニア
ショッピング
センターへ

オーシャン ビュー/ベイビュー ホテル グアムオーシャン ビュー/ベイビュー ホテル グアム

グアム リーフ ＆ オリーブ スパ リゾートグアム リーフ ＆ オリーブ スパ リゾート
アウトリガー グアム リゾートアウトリガー グアム リゾート

ホリデイ リゾート グアムホリデイ リゾート グアム

ウェスティン リゾート グアムウェスティン リゾート グアム
ロッテ ホテル グアムロッテ ホテル グアム

フィエスタ リゾート グアムフィエスタ リゾート グアム

パシフィックスター リゾート＆スパパシフィックスター リゾート＆スパ

P.I.C.グアムP.I.C.グアム

シェラトン・ラグーナ
グアム リゾート
シェラトン・ラグーナ
グアム リゾート

オンワード ビーチ リゾートオンワード ビーチ リゾート
ハガニア湾ハガニア湾

オーシャンジェットクラブ
レアレアビーチハウス（海の家）
オーシャンジェットクラブ
レアレアビーチハウス（海の家）

KマートKマート

タモンサンズ
プラザ
タモンサンズ
プラザ

タモン湾タモン湾

アルパン・ビーチ・タワーアルパン・ビーチ・タワー

ホテルニッコー グアムホテルニッコー グアム

レアレアラウンジレアレアラウンジ

▼P29～30 をご参照ください

ラウンジ／Tギャラリア
グアム by DFS
ラウンジ／Tギャラリア
グアム by DFS

ツアーデスクツアーデスク

ツアーデスクツアーデスク

ツアーデスクツアーデスク
Tギャラリアグアム by DFSTギャラリアグアム by DFS

ザ・プラザ

ツアーデスクツアーデスク

ツアーデスクツアーデスク

グランド プラザ ホテルグランド プラザ ホテル

ロイヤル オーキッド グアム

ツアーデスクツアーデスク
ヒルトン グアム リゾート＆スパ

グアム プレミアアウトレットグアム プレミアアウトレット

ルース・デ・アモール
チャペルにて

アンダーウォーター
ワールドにて

ニックネーム/
こっちゃんさん

ニックネーム/けぴちゃんさん

このアイコンの付いた写真はグアムフォトオーディション（P7～8）にご応募頂いたお客様の写真です。

【営業時間】10：00～21：00

【営業時間】10：00～23：00

【営業時間】10：00～22：00 マイクロネシアモールマイクロネシアモール

【営業時間】10：00～21：00
グアムプレミアアウトレットグアムプレミアアウトレット

タモンサンズプラザタモンサンズプラザ

【営業時間】 24時間営業
K マートK マート

ご注意点 掲載の情報は2016年8月26日現在のものです。運行
ルート、運行スケジュール所要時間・停留所は、交通事情およ
びその他現地事情により予告なく変更になる場合がありま
す。12歳未満の方は保護者と同伴にてご乗車願います。ご乗
車中は、手や足をトロリーから出さないでください。トロリー
内でのご飲食、喫煙はご遠慮ください。

このサインが目印ですこのサインが目印です

Wi-Fi が使える
スポット

デュシタニ グアム リゾートデュシタニ グアム リゾート
ハイアット
リージェンシー グアム
ハイアット
リージェンシー グアム

タモン ベイ 
キャピタル ホテル
タモン ベイ 
キャピタル ホテル

グアム プラザ ホテルグアム プラザ ホテル

パシフィック ベイ ホテルパシフィック ベイ ホテル

ガーデン ヴィラ
ホテル
ガーデン ヴィラ
ホテル

ヴェローナ リゾート スパヴェローナ リゾート スパ

グアム記念病院グアム記念病院

ウィンダム ガーデングアムウィンダム ガーデングアム

グアム国際空港へ
グアム国際空港へ

アガニア
ショッピング
センターへ

アガニア
ショッピング
センターへ

オーシャン ビュー/ベイビュー ホテル グアムオーシャン ビュー/ベイビュー ホテル グアム

グアム リーフ ＆ オリーブ スパ リゾートグアム リーフ ＆ オリーブ スパ リゾート
アウトリガー グアム リゾートアウトリガー グアム リゾート

ホリデイ リゾート グアムホリデイ リゾート グアム

ウェスティン リゾート グアムウェスティン リゾート グアム
ロッテ ホテル グアムロッテ ホテル グアム

フィエスタ リゾート グアムフィエスタ リゾート グアム

パシフィックスター リゾート＆スパパシフィックスター リゾート＆スパ

P.I.C.グアムP.I.C.グアム

シェラトン・ラグーナ
グアム リゾート
シェラトン・ラグーナ
グアム リゾート

オンワード ビーチ リゾートオンワード ビーチ リゾート
ハガニア湾ハガニア湾

オーシャンジェットクラブ
レアレアビーチハウス（海の家）
オーシャンジェットクラブ
レアレアビーチハウス（海の家）

KマートKマート

タモンサンズ
プラザ
タモンサンズ
プラザ

タモン湾タモン湾

アルパン・ビーチ・タワーアルパン・ビーチ・タワー

ホテルニッコー グアムホテルニッコー グアム

レアレアラウンジレアレアラウンジ

▼P29～30 をご参照ください

ツアーデスクツアーデスク

ツアーデスクツアーデスク
Tギャラリアグアム by DFSTギャラリアグアム by DFS

ザ・プラザ

 

恋人岬にて

ニックネーム/HIROさん

ニックネーム/

トロリー

１ 募集型企画旅行契約

５ その他

３ 取消料２ 旅行のお申込みと契約の成立

４ お客様の確認事項

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。

（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。

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。

※次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

（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/

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。

特定日：4/27～5/6、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
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～当日の旅行開始前 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％

【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%

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前（※）

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の20％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の20％

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第 724号

〒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・日・祝はお休みとさせて頂きます）


