
2020年
初日の出観賞

アンコールワット ベンメリア バンテアイスレイ アンコールトム タプロム

アジアが誇る 世界遺産 をたっぷり観光

12世紀前半から約30年をかけて建造
されたアンコール王朝を代表する遺
跡。悠久の歴史を今に語り継ぐ姿は、
今なお世界中の人 を々魅了している。

アンコールワット

建築当時の王が女帝で
あったこともあり、その
精巧な彫刻は群を抜い
た美しさ。「東洋のモナリ
ザ」と呼ばれる女神像も
有名で、まるで草原の中
にある美術館のよう。

時間をかけて
巨木に浸食さ
れた遺跡。自
然が創り出す
独特な空間を
体験できる。 

ヒンドゥー教の
宇宙観をもとに
構成し、約30年
かけて造った寺
院遺跡

名物料理たっぷり全8回の食事付

一生に一度は訪れたい、アンコール遺跡群をしっかり観光。
ここでしか味わえない感動を是非感じて下さい。

スバエク鑑賞

創作クメールフレンチ
伝統的なクメール料理とフランス料
理が融合！盛り付けも美しい創作ク
メールフレンチをお楽しみください。

ヒンドゥー教やインドの叙事詩に
沿って描かれた美しいレリーフも

必見です。

バイヨン寺院

美しいレリーフが刻まれた
バンテアイスレイ

東南アジア最大の湖
トンレサップ湖

ガジュマルの木に絡まる
タプロム寺院

巨大寺院ベンメリア

アンコール王朝最後の都
アンコールトム

巨大な木が絡みつき、
遺跡の崩壊が進んで
いるが、修復の手が
入っていないありのま
まの姿を残す神秘的
な遺跡。
その姿があるアニメ映
画のモデルになったと
言われ、日本人観光客
に非常に人気が高い。

ベンメリアの石を調達した
「オートモダップ」。いびつな
マス目が残り、石を切り出した
跡地は川底になっている。

石切り場オートモダップ
へもご案内！神秘を

感じる

雄大な自然
と

歴史を感じ
る

栄華を
感じる

芸術を
感じる

伝統を
感じる大自然の

力を感じる

悠久の時
の

流れを感じ
る

伝統舞踊アプサラダンス
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日程 スケジュール ※観光箇所は全て入場観光

12/30
（月）

仙台（10：35～11：35）発  バンコク（16：00～17：00）着
バンコク（18：35～19：35）発  空路、シェムリアップヘ
シェムリアップ（19：55～20：55）着
着後、現地係員がホテルヘこ案内致します <シェムリアップ泊>

12/31
（火）

朝食:
午前:

昼食：

午後:

夕食：

ホテルにてビュッフェ
 アンコールトム観光 （南大門、バイヨン寺院、プラサットスープラ、
象のテラス、ライ王のテラス）、  タ・プロム遺跡観光 
その後、ショッピング（約30分）
市内レストランにてカンボジア料理（カンボジア名物アモック、
カボチャプリン含む）をお楽しみください
 第三回廊含むアンコールワット観光 （注1）
 夕日に染まるアンコールワット鑑賞 
夕日に染まるアンコールワットの情景をお楽しみください
※安全上の都合により完全な日没まではこ覧いただけません。
その後、ショッピング（約30分）
市内レストランにて伝統舞踊アプサラダンスを鑑賞しながらのビュッフェ

（※ガラディナーが付くホテルはガラディナーをお召し上がりください）
この日の歩く度》 <シェムリアップ泊>

1/1
（祝）

早朝：
朝食:
午前:
昼食：
午後：
夕食：

 アンコールワットにて初日の出鑑賞をお楽しみください 
ホテルにてビュッフェ
 バンテアイスレイと周辺観光 （バンテアイスレイ遺跡、カンボジアの農村見学）
市内ホテルレストランにてミニおせちセット
伸縮する湖  トンレサップ湖クルーズ  と  オールドマーケット散策 
市内レストランにてカンボジア料理＆伝統芸能影絵スバエク鑑賞

この日の歩く度》 <シェムリアップ泊>

1/2
（木）

朝食：
午前：

昼食：
午後：

ホテルにてビュッフェ
「東のアンコール」と呼ばれる神秘的な巨大寺院  ベンメリア遺跡  と 
 オートモダップ 
創作クメールフレンチ
出発まで自由行動（ホテルの通常のチェックアウトは午前中となります）
その後、現地係員が空港へこ案内致します
シェムリアップ（19：05～20：05）発  バンコク（20：15～21：15）着

この日の歩く度》  ＜機中泊＞

1/3
（金）

バンコク（前日23：59～01：30）発  空路、仙台ヘ
仙台（07：40～09：45）着　着後、解散となります

※上記スケジュールは2019年8月20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。　◆チャーター便のた
めフライトスケジュールが大幅に変更になる場合がございます。予めご了承下さい。　※観光中に最大3ヶ所の土産物
店へご案内させていただくことが条件となっています。この回数には、休憩場所・レストラン・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土産物品の購入を強制するものではありません。観
光時間の関係上、土産物店にご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とは
なり ません。　（注1）●12歳未満のお子様や妊婦の方は安全上の都合により入場できません。　●ミニスカート、ノー
スリーブなど露出の多い服装の方は入場できません。　●政府やアンコール地域遺跡整備機構の方針変更に伴い入
場不可となる場合もあります。　●大雨など天候により入場禁止となる場合があります。　●一度に入場できる人数が
100名までとなるため、入場までに1時間以上お待ちいただく場合もあります。　●第三回廊への入場には急勾配の階
段を昇り降りすることとなります。※上記理由により入場できない場合の返金はございません。予めご了承ください。

●ビジネスクラスアレンジ　150,000円（往復お一人様／大人・子供共通）
　（仙台⇔バンコク間のみ）
●並び席プラン 3,000円（往復お一人様／大人・子供共通）
（仙台⇔バンコク間のみ）

旅行代金:5日間/基本ホテル泊（大人お1人様/2・3名1室利用時）/1人部屋追加代金:代金表参照
（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・諸税、海外空港諸税は別途必要空港諸税は別途必要

219,800円 ～ 259,800円燃油
サーチャージ
含む（注）

パンフレット有効期限
2019年8月27日～2019年12月23日

仙台発着
BKKCHTRREP3-A仙台空港からタイ国際航空チャーター便で行く！

（ 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）

（ ※）

219,800219,800 259,800259,800

アンコール遺跡群アア大満喫 ンコール遺跡群 5
日間
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１ 募集型企画旅行契約

５ その他

３ 貸切航空機（チャーター機）利用等の取消料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）をお読みください。

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％

旅行契約の取消日  
旅行開始日の前日から

起算して
取消料

90 日前～ 31日前 旅行代金の 20％
30 日前以降～ 21日前以前 旅行代金の 50％

20 日前～ 4 日前以前 旅行代金の 80％
3 日前以降 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%

●お申し込み・お問い合わせは…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ください。

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いただきます）

■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（2019年8月20日現在）
国 名 税の名称 税　額（現地通貨） 対　象 日本円目安額 子 供 幼 児

日本
仙台空港旅客サービス施設使用料 大人：610円 子供：300円 国際線出発 ― 対象 不要

仙台空港旅客サービス料 110円 国際線出発 ― 対象 不要
国際観光旅客税 1,000円（大人・子供同額） 国際線出発 ― 対象 不要

タイ 旅客サービス料 700 バーツ 国際線出発 2,680円 対象 不要
Passenger advance processing 35 バーツ×2 国際線発着 260円 対象 対象

カンボジア 出国税 25 US$ 国際線発着 2,870円 13 US$ 不要
国内旅客サービス料 6 US$ 国内線出発 690円 同額 不要

共通のご案内　※お申し込みの際、必ずお読みください。（その他詳細は『お申し込み前のご案内とご注意』をご確認ください。）
日本国籍の方のビザ（査証）について

●�カンボジア：日本国籍　ビザ（査証）必要。（30日間以内）。渡航条件：現地入国時
にパスポートの有効期限6ヶ月以上の残存期間のある旅券が必要です。

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、外務省ホームページ（http://www.anzen.mofa.
go.jp）等でご確認ください。
●�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/)でご確認ください。
●�旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務
省のシステム「たびレジ」への登録をおすすめします。（https://www.ezairyu.
mofa.go.jp/tabireg/）

買い物についてのご注意
●買い物の際は、ご自身の責任で購入してください。

燃油サーチャージ
●�燃油サーチャージは含まれております。

旅行代金に含まれない費用について
●�国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税、海外旅行保険・日本
国内における移動費・過剰手荷物料金・傷害、疾病に関する医療費・渡航手続き
関係諸費用（旅券取得費用/査証料/予防接種料金など）・オプショナルツアー代
金・お客様がコース内容以外に希望された手配（食事など）。

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（下記参照）は旅行代金とは別に
H.I.S.にて代行受領させていただきます。
●�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いたしま
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。

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

スケジュール表内のマークの見方
／飛行機　  ／飛行機（機中泊）    ／列車　  ／専用車
 ／バス　  ／船

■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〜

■日本発着時利用航空会社：タイ国際航空チャーター便（※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）バンコク以遠/バンコクエアウェイズ　■食事：朝3回・昼3回・夕2回（機内食除く）　■添乗員：なし、
現地係員 ■最少催行人員:1名　■最大ご旅行日数：5日間（※減延泊不可）　■利用ホテル：【スタンダードクラスホテル】タプロム、モノリーチ、ゴルフアンコール、ロイヤルクラウン、シティリバー、メモリーシェムリアップ、マジェ
スティック、リンラタナック、ラッキーアンコール、スタリーアンコール、コープレイ、キングフィッシャー、トレジャーオアシス、メコンアンコールパレス（全て部屋指定なし/選択不可）　■子供割引（ベッドなし・食事なし）：大人代金か
ら25,000円引き　※大人2名様に同室同伴の2歳以上12歳未満のお子様１名まで適用可能　■幼児旅行代金：35,000円（燃油サーチャージは含まれていますが、海外空港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・アメニティを必要としない場合に適用となります。）　■海外空港諸税等をH.I.S.が代行受領させて頂きます。　※空港～ホテル間の移動は他のお客
様と一緒になり、空港･ホテルにてお待ち頂く場合もございますので、予めご了承下さい。　※その他詳細は東京発着Ciao【ベトナム・アンコール遺跡】パンフレット最新号に準じます。但し、Ciaoパンフレット掲載のツアー特典、
並び席等、また取消料新基準は適用できません。予めご了承下さい。現地事情により、観光内容が入れ替わる場合がございます。アンコール遺跡観光は、かなり急な階段の昇降や、舗装されていない道を歩くことがございます
ので、履き慣れた靴などのご用意をお勧め致します。幼児をお連れのお客様はご遠慮願う場合もございます。カンボジアは査証が必要となります。　※掲載商品のお申込み期間は2019年8月27日～2019年12月23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。

（注1）ホテルクラスは、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。　※本コースはチャーター機利用の為、取消料は「貸切航空機（チャーター機）利用等の取消料」に準じます。

■仙台発着 大満喫アンコール遺跡群5日間 ご旅行代金（大人2・3名様1室利用時）  … 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。

下記ご旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。 航空会社の新たな申請により燃油サーチャージが増減又は廃止又はかからなくなった場合もご旅行代金に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です。

利用ホテル スタンダードクラスホテル
（注1）

デラックスクラスホテル
 ※ガラディナー 　（注1)

プリンス・ダンコール
（スーペリアルーム）

 ※ガラディナー 

Ｊ7ホテルリゾート＆スパ
（クラシックルーム）

 ※ガラディナー 
ツアーコード JN-NRC 0001-20NEW 0002-20NEW 0003-20NEW 0004-20NEW

2019年12月30日（月）出発 219,800円 239,800円 244,800円 259,800円
1人部屋追加代金 16,000円 24,000円 32,000円 45,000円

レイトチェックアウト代金（18時まで）【Ｌ/Ｃ18】 3,000円 4,500円 4,500円 7,000円
ベッドなし子供割引代金 2.5万円引き

J7ホテル

オールドマーケット徒歩圏内のオシャレなホテル
2016年12月グランドオープンのデザイナーズホテル。
緑豊かなロイヤルガーデンの向いに位置しオールドマーケットやパブスト
リートの徒歩圏内の好立地です。
洗練されたデザインのロビーや客室では日常を忘れられます。

泊ま
る

客室一例

 タイ国際航空

並び席の指定が無料で機内食も充実。アルコール
をはじめとしたドリンクも無料とコストパフォーマン
スに優れています。気軽にそしてゆったりとご搭乗
いただけますので、ぜひ一度ご利用下さい。
●�ビジネスクラス用のお食事
●�アルコールを含むドリンクが無料
●�並び席の指定が無料
●�シートピッチ147cm（エコノミークラスは81cm）
※ 空席状況によりご用意できない場合がございます。　※ 機材は予告なく変更する可能性がございます。

ビジネスシートプラン�� �１５０,０００円�（お1人様/大人・子供同額/
仙台⇔バンコク区間のみ ）

ビジネスクラス/イメージ

歩く度 徒歩観光がどの程度含まれているかを
3段階の歩く度数で表しています。（日程表内）

 … 1日の徒歩観光時間が2時間未満　  … 1日の徒歩観光時間が2時間〜3時間30分未満
 … 1日の徒歩観光時間が3時間30分以上

徒歩観光は、出来る限り連続で歩き続けることがないよう休憩などを適宜入れて行程を組んでおります。
しかしながら歩く度３（ ）は、１日の観光においてほぼ徒歩観光となりますことをご認識お願いします。


