背景画像：エスプラネードラグーン/イメージ
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お申し込みは

海沿いのカフェで朝食1回付！
往復直行便で行くオーストラリア

大学生協店舗でのみ
承ります。

減延泊不可

ケアンズ5
燃油サーチャージはかかりません！（注）

日間

ツアーコード:TC-ICJ5000-W181

6 万円 7 万円 9 万円 10万円 11 万円
.98

出発日：11/27・29・30、

12/8〜10・12・13・16・17

特別企画

.98

出発日：11/14・16・18〜20、

12/4〜7・11・14・15・18

.98

出発日：11/23、12/19・20、

1/8・13・15・21

inケアンズ
に参加しよう

ケアンズへの旅行前、H.I.S.より旅の案内書を受け取ったアナタは、
日程表と共に
「ケアンズのいたるところに隠された宝物を探せ」
という
挑戦状がはさまっていることに気付く。
突然の挑戦に戸惑いつつも、
アナタは宝探しMAPを頼りに
隠された宝物を見つける旅に出かけることに。
さあ、数々の謎を解いてケアンズを駆け巡り、隠された宝物を見つけ出せ！

宝探しMAP

.98

出発日：2/10〜28

をゲット
謎を解いて宝
パーフェクト賞
★★
★★★
★★

★★
★★★

★★★

.48

出発日：3/2〜4・6〜20

ケアンズ最後の夜に

豪華ディナーへご招待

（$50相当／注②）

7スター賞（7問クリア）ハンバーガーセット
プレゼント!（$15相当／注②）

パーフ
獲得さ ェクト賞を
れた方
の
さらに 中から
！
毎

月抽選

オリジ で1名様に
（10万ナル金貨
円相当
を贈呈
）
！（注
①）

ケアンズオリジナルキャラクター

5スター賞（5問クリア）ケアッピぬいぐるみプレゼント！
キュランダ村で人気のキャンディー屋さんの

3スター賞（3問クリア）キャンディー1袋プレゼント！
ご参加
頂いた方
全員に

オリジナル
「認定証」
プレゼント（ツアーラウンジでのお渡しとなります）

注①：コインは直径30mm、約20gの99.99％の純金製となります。記載の相当額はコイン製作時の金相場から算
出された税込小売価格に基づくものです。価格の変動により、売却時に相当額を下回る場合もあります。
注②：景品は正解者お1人様につき1個(1セット)となります。同行者の方が別の解答をし不正解だった場合は、
景品は対象外となりますので、同じ景品を希望される場合は、
ご同行の皆様解答を揃えた上で謎解き報告
場所へお越し下さい。
また、幼児(2歳未満)は対象外となります。

特別企画 リアル宝探しinケアンズ
□ 謎解き開催日：2018/11/1〜2019/4/30
□ 参加方法：ご出発前に「参加キット」をお渡しします。
□ 謎解き報告場所：H.I.S.ケアンズツアーラウンジ
（09：00〜18：00 ※12/25、1/1除く毎日）

▲詳しくはこちら

※参加費は無料ですが、施設入場料・移動費がかかる場合は各自負担となります。 ※参加はお1人様1回のみと
なります。1度報告をしてしまうと、終了となってしまい、追加で宝を探すことはできませんのでご注意ください。
※18歳未満のお子様だけでの探索は禁止です。必ず保護者同伴の上、探索をしてください。
※探索可能時間は、午前9時から午後6時までです。それ以外の時間の探索は禁止します。
※イベント実施中の事故や怪我、器物破損などで発生した損害については、参加者個人の責任となりますので、
ご理解の上ご参加ください。
※本イベントの設置物は動かしたり、いたずらしたりしないでください。 ※本イベントの設置物は
「立入禁止の
場所」
「危険な場所」
「木の上」
「水の中」
「土の中」
にはありません。 ※本イベントの解答や解説をSNSやブログ
等で公表しないでください。
（話題にするのは問題ありません。）各イベントのクチコミに投稿される場合も、ネタ
バレにご注意の上投稿してください。

※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。 スタッフメモ=TK在庫引落（手仕舞14日前）

※写真は全てイメージです。

ケアンズ 5日間

H.I.S.オリジナル ビーチリゾートエリアパームコーブ ⇔ シティエリア を結ぶ！

往復ジェットスター航空利用コース

1 成田（20：10〜20：25）発

(直行)空路、ケアンズへ。

【機中泊】

毎日

ケアンズ(04：40〜04：50)着。
着後、係員と共にH.I.S.ケアンズ支店内H.I.S.ラウンジへ。
2

荷物はおまかせ！手ぶらでGO♪（注1）
その後、各自ホテルへ。※チェックインは15：00以降です。
「アルポートカフェ」で使える朝食クーポン1枚付

11便

アクアビーチシャトル
が 滞在中乗り放題！
！

追加代金

ビーチリゾートエリア
ビーチリゾートエリア“パームコーブ”
“パームコーブ”とと
シティエリアのアクセスが
シティエリアのアクセスが

なし

【ケアンズ
（シティエリア）
泊】
終日：自由行動（オプショナルツアーも多数ご用意！）
3 リアル宝探しinケアンズにチャレンジ
・
4 「アクアビーチシャトル」毎日11便運行！滞在中乗り放題！

事前予約

より便利に！より快適に！

不要！

【ケアンズ（シティエリア）泊】

お客様ご自身にて空港へ。お帰りの飛行機出発時刻の2時間30分前までに、
空港へ到着するようにお願いします。
★お1人様＋3,500円で復路送迎手配可能！★コード：
【TRDAJ＃】
5
※1名様でのご利用時は倍額必要となります。※混乗送迎利用となります。
空路、帰国の途へ。
ケアンズ
（12：00〜12：15）
発 （直行）
成田(18：35〜18：45)着。着後、解散。

シャトルを使えば、パームコーブエリアの謎解きも追加代金なしで参加可能です！

国際線並び席が

学生限定価格

1,500円

■□ご旅行条件□■●日本発着時利用航空会社：ジェットスター航空(当コースでは機内食、
コン
フォートパック(アイマスク・エアネックサポート・毛布・耳栓)、チェックインの際の預け荷物20㎏ま
半額
でが含まれております。) ●利用ホテル：下記参照 ●食事：なし※朝食クーポン1枚付（機内食
除く） ●最少催行人員：1名（別途1人部屋追加代金が必要※相部屋不可） ●1人部屋追加代
金：3万円 ●減延泊不可 ●添乗員：なし
（現地係員） ●日本国籍のお客様はオーストラリア入 ※日本申込のみとなります。
国の際は電子入国許可（通称イータスまたはETAS）
または査証が必要となり、パスポートの有効 【並び席ご利用条件】●同一日程、同時お申込みのお客様で、当日、最終日程表の集合時間にお越しいただいた場合に
期限が帰国日以上必要となります。 ●「アクアビーチシャトル」の詳細はＣｉ
ａｏ
「オーストラリア」
最新号パンフレットをご覧下さい。※一部特典は対象外となります。詳細はお問い合わせ下さい。 限ります。 ●空席状況によります。 ●出発14日前までの予約に適用となります。 ●並び席の配列は指定できません。
●日程表内のフライトスケジュール2018年10月10日現在(航空会社の諸事情などにより予告 ●窓側・通路側･スクリーン前後等の事前予約・座席番号の回答はできません。 ●並び席は横並びとは限りません。4
なく変更となる場合がありますので予めご了承下さい。) ●復路の送迎追加時は、最大1ヶ所の
土産物店へご案内をさせていただくことが条件となっています。上記回数には、休憩場所・レストラ 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
ン・観光施設等に併設された土産物店や販売コーナーは含みません。なおこれは土産物店入店や ならない場合がございます。 ●幼児ベッド（バシネット）などの特別な配慮が必要な場合、手配を承れない場合がご
土産物品の購入を強制するものではありません。送迎時間の関係上、土産物店にご案内できない
ざいます。 ●お申込み完了後に、ご参加人数の一部追加やお取消がある場合、並び席にならない場合がございます。
事もありますが、
この場合は旅程保証の変更保証金の支払い対象とはなりません。
●間際での機材変更、及び航空会社の都合により、並び席にならなかった場合は返金対象外とさせていただきます。
（注1）必要な荷物は貴重品含め、予め手荷物としてお持ち下さい。

通常価格（片道） +3,000円

⇒

ケアンズ利用ホテルリスト
【S】
スタンダードクラスホテル [シティエリア]●パームロイヤルケアンズ【S】 ●コーラルツリーイン・ケアンズ【S】 ●トロピカルヘリテージケアンズ
●イビススタイルズケアンズコロニアルクラブ【S】 ●アカシアコート【S】 ●イビススタイルズケアンズ【S】
●ケアンズサンシャインタワー ●ホテルケアンズ ●クイーンズコート【S】 ●コンフォートインケアンズシティ【S】 ●ハイズ【S】

ケ ア ン ズ利 用
ホ テ ル リス ト

ホテルリストについて：ホテルクラスは、ロケーション、設備、サービス、宿泊代金など、あらゆる角度から総合的に考慮し、弊社独自の等級で区分されています。●上記グレードはグレードの高い順に
「ラ
グジュアリー→デラックス→スーペリア→スタンダード」となります。●各ホテルの名称がホテル側の都合により変更となる場合があります。●原則として各コース毎に示されたクラスよりホテルをご
用意しますが、場合によってはクラスの高いホテルとなることがあります。●同一ホテルでも、お部屋の場所やクラスによってグレードが代わる場合があります。●【R】マークのホテルは2018年10月
現在工事中のホテルです。詳細はお問い合わせください。●【S】はバスタブがございません。シャワーのみとなりますのであらかじめご了承ください。●お部屋の種類に関して特に記載がない場合は「お
部屋指定なし」となります。＜3名1室利用に関して＞●ベッドの台数は必ずしも3台とは限りません。●ベッドの台数の事前確約はできかねます。

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）

日本国籍の方のビザ
（査証）
について

お買い物についてのご注意

現地安全情報・衛生情報

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。
・日本円目安額は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。

■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
税・料の名称
税・料額
（現地通貨）
国名

成田国際空港施設使用料
大人：￥1,020 子供：￥510
成田空港旅客保安サービス料 ￥520（大人・子供同額）
国際観光旅客税※
￥1,000（大人・子供同額）
出国料
A$60
旅客サービス料
A$25.08
保安税
A$6.50
※2019年1月7日以降の出発より適用

オースト
ラリア

・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。

・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。

日本

・オーストラリア：入国の際は電子入国許可（通称イータス又はETAS）または査証が必要
となり、パスポートの有効期限が帰国日以上必要となります。
・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。

（2018年10月現在）
日本円目安額 子供 幼児

対象

第3ターミナルより国際線出発
国際線出発
国際線出発
国際線出発
国際線到着/出発
（ケアンズ）
国際線出発
（ケアンズ）

¥5,010
¥2,090
¥540

対象
対象
対象
不要
同額
同額

不要
不要
不要
不要
不要
不要

■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

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。

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/

５ その他

２ 旅行のお申込みと契約の成立

３ 取消料

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。

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して
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
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％

旅行契約の取消日
特定日に
特定日以外に
旅行開始日の前日から起算して 開始する旅行 開始する旅行

旅行代金
（おひとり）

特定日：4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7

40日前〜31日前
30日前以降〜3日前以前
2日前〜当日の旅行開始前

旅行代金の
10％

無料

旅行代金の20％
旅行代金の50％

旅行開始後
（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
旅行代金の100％
または無連絡不参加
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。 ※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。
（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 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 【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%
に自信がない、病気による食事制限があるなど）
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

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
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
（平日10：00〜18：30

TEL.03-5908-2505

土・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。

●お申し込み・お問い合わせは…

