
トムヤンクン（イメージ）

タイ国の安全への取り組み
●SHAとは…
アメージングタイランド健康安全基準（SHA）プロジェクトは、厳しい衛生基準と認証制度を設け、国内
外の旅行者からの信頼を高め、旅の安心感を提供するタイが国を挙げた新しい取り組みです。高い安
全衛生基準を確保し、感染防止体制の強化と公衆衛生レベルの向上を後押ししています。
※SHA認定ホテルを選定し、各ホテル紹介欄に上記マークを記しております。（2022年10月現在）

※画像はすべてイメージです。

HISはパッケージツアーの安全基準・選定基準として、利用する宿泊施設、観光施設、運
送機関は、JATA（日本旅行業協会）が策定する「旅行業における新型コロナウイルス対
応ガイドライン（第3版）」および、「海外旅行における運用手引書」に沿って選定してい
ます。事前に事業者が定めるガイドラインあるいは各国・地域の定めるガイドラインに
沿った適切な感染防止対策の実施が確認できていることを選定の条件としています。

 安心・安全に
ご旅行を楽しんで
いただくために
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お得に旅する！バンコク4日間

ワットパクナム（イメージ）

旅行代金：バンコク 4日間/大人お1人様/2・3名1室利用時　
燃油サーチャージはかかりません。
国内空港施設使用料等および海外空港諸税が別途必要となります。（詳細は裏面をご覧ください）

BKK610-A
有効期間�2022年11月18日～12月9日

2023.1 ⇀ 2023.3
成田発

■1人部屋追加代金：14,000円（相部屋不可）　■商品コード：TC-FBX4610-AEON

59,800円
バンコク 4日間

1

成田（09:15）発 a（直行）
空路、バンコクへ
バンコク/スワンナプーム空港（14:00～14:45）着
着後、お客様ご自身でホテルへ（費用各自負担）
［往路］空港⇒ホテル間の専用車送迎アレンジプランあり！（裏面参照）
 ［バンコク泊］

2 終日：自由行動 1［バンコク泊］

3

出発まで自由行動
お客様ご自身にて空港へ（費用各自負担）
※必ずフライト時間の2時間前までにチェックイン手続きをお済ませください 。

［復路］ホテル⇒空港間の専用車送迎アレンジプランあり！（裏面参照）
1［機中泊］

4 バンコク/スワンナプーム空港（00:30）発 a（直行）空路、帰国の途へ
成田（08:40）着　着後、解散 

ワットアルン（イメージ）

    Tour  Point    
  往復直行便（成田～バンコク間） 利用
タイ・エアアジア利用
※機内預け荷物合計20kgまで代金に含まれます。
※機内食はありません。
※機内食、飲み物、毛布、エンターテインメント機器
　は有料となります。

  お得にバンコクを楽しみたい
HIS厳選ホテル宿泊プラン

  旅慣れている方におすすめ！往復送迎なし！
集合時間などを気にすることなく、ご自身のペースでお楽しみください。

往復ともに各5,000円追加にて、
専用車送迎付プランにアレンジ可能（詳細は裏面へ）

1/4・16・28、
2/1・11・13・18・26・27、

3/4・5・12の出発

往路  午前発   午前発  復路  深夜発
直行便 タイ・エア アジア利用

キャンセルサポート付

10万円を限度に

取消料

補償します

※ キャンセル料の
 70%を補償します

※ 補償される内容の詳細は、予約担当者へお問い合わせください。

最
大

詳細を
ご確認ください

旅慣れている方におすすめ！往復送迎なし！

スコータイ遺跡（イメージ）

// イオンマークのカード会員さま限定

特別商品

特別商品イオンマークの
カード会員さま限定



BTSプロンポン駅徒歩3分。安心の日本語サポート。オプショ
ナルツアーのご紹介はもちろん、レストランや街情報もお気軽
におたずねください。
■営業時間 9:30〜18:00 / 毎日

安心の24時間日本語サポート！ 
HISスクチャイトラベルセンター

HIS厳選！ おすすめオプショナルツアー ホテル情報

世界文化遺産アユタヤ（午前/午後）

■代金：13,050円(大人)、9,900円(子供) ■最少催行人数：2名

■所要時間：午前(6時間45分)、午後(7時間30分) ■食事：なし

半日でお気軽に14～18世紀に栄えたアユタヤ王朝を肌で感じる遺跡を巡ります。
アユタヤ遺跡の観光の間には、象乗りも体験できる人気ツアーです。象の背中で揺られ
ながら遺跡をご覧頂けるのはアユタヤならではの体験です。午前半日と午後半日のツ
アーを選んでいただけます。
(※ツアーご参加時、象乗り体験に関する免責同意書にご署名をいただきます。)

●コード：午前(VPAE2)、午後(VPAE4） 
●運行事業者：HISバンコク、Panda Travel Agency Limited

１ 募集型企画旅行契約

５ その他

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）

（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） ※お申し込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。

●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

〒105-6905　東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー5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.050-1742-9955
（平日10:00〜18：30　土・日・祝はお休みとさせていただきます）

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。

※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

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％

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。

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％

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

共通のご案内 ※別紙「お申し込み前のご案内とご注意」を必ずお読みください。

■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～

日本国籍の方のビザ（査証）について
●�タイ:日本国籍ビザ（査証）なし　渡航条件:日本出発日にパスポートの有効期限
6ヶ月以上かつ30日以内の滞在。※タイ入国時に帰国時の航空券控えおよび1人
10,000バーツ、家族は20,000バーツ相当の現金の所持が必要です。

燃油サーチャージについて
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
適用された際も旅行代金の変更はありません。

空港諸税などについて
空港諸税は、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。それ以降の為替相場
の変動による追加徴収、返金はいたしません。上記にかかわらず、空港諸税等の新設や増額、減額の場合には、当該時点におけ
る当社発券レートにて再度空港諸税等を円換算し、上記確定した日本円換算額との差額を追加徴収、返金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� （2022年10月4日現在）
国名 名称 額 対象 子供 幼児

日本

成田国際空港施設使用料 大人：2,130円　子供：1,070円 国際線出発 対象 不要
成田空港旅客保安サービス料 530円（大人・子供同額） 国際線出発 対象 不要
羽田国際空港施設使用料 大人：2,610円　子供：1,300円 国際線出発 対象 不要
羽田空港旅客保安サービス料 100円（大人・子供同額） 国際線出発 対象 対象

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
旅客保安サービス料 700バーツ 国際線出発 対象 不要

事前旅客情報システム料 各35バーツ 国際線出発・到着 対象 対象
国際線発着料 各15バーツ 国際線出発・到着 対象 対象

海外安全情報・衛生情報
●�海外安全情報に関する詳しい情報は、外務省海外安全ホームページ（https://www.
anzen.mofa.go.jp/）、たびレジ（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）など
でご確認ください。
●�渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホー
ムページ（https://www.forth.go.jp/）でご確認ください。

空港〜ホテル間  専用車送迎アレンジ
追加代金 5,000円
（片道/1名様あたり/大人・子供同額）　

専用車で快適に、スピーディーに空港～ホテル間をご案
内します。移動のお時間もお客様だけの空間でごゆっ
くりとお過ごしください。
※�往路/復路の送迎はつきません。ご自身で飛行機出発時刻の2時
間前までに空港に到着の上、航空会社のカウンターにてチェック
インをお願いいたします。

※ お1人で参加の場合は倍額必要。
※ チェックイン日にコード（行き：TISIDA）を流してください。
※ チェックアウト日にコード（帰り：TOSIDA）を流してください。

【ご旅行条件】　
■�日本発着時利用航空会社：タイ・エアアジアX(※機内預け荷物合計20kgまで代金に含まれます。�
※機内食はありません。※機内食、飲み物、毛布、エンターテイメント機器は有料となります。）　

■添乗員：なし　■利用ホテル：トンタラリバービュー
■最少催行人数：1名（相部屋不可。1名参加時、1人部屋追加代金が別途必要）　
■食事（機内食なし）：朝2　■延泊：不可　■子供旅行代金：設定なし（大人と同代金）　
■�幼児旅行代金：30,000円（お子様の年齢が日本帰着日（☆）に0歳以上2歳未満で、航空座席・ベッド・食事を利
用しない場合適用になります。）

☆航空会社によっては旅行出発日の年齢が適用される場合があります。詳しくは担当者までお問い合わせください。
※�フライトスケジュールは2022年10月4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ください。必ず最終日程表で確定便・時刻をご確認ください。　
※表示代金は大人2・3名1室利用時のお1人様あたりの旅行代金となります。　
※�掲載商品のお申し込み有効期間は、2022年11月18日〜2022年12月9日となります。　
※航空機の座席数、ホテルの客室数には限りがあります。掲載商品は適用期間内でも満席に達し次第販売終了となります。 
   また、適用期間内に満席に達しない場合は、適用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。　

（注1）�当社では現地支店・現地手配会社からの報告や、お客様からのアンケート評価等を参考に、各都市のホテルを調査
し独自の区分を作成、その区分を基準にホテルの選定をしています。

(注2)日本申し込みのみです。寺院では肌の露出が多い服装は入場できない場合がございます。　

※ ゴルフバッグを持ち込まれる際は、現地での運搬手数料としてゴルフバッグ１個に付き片道1,500円を別途徴収（日本
払い）させていただきます。事前にお申し出がなかった場合、現地にて片道700バーツ徴収いたします。 
なお、HISにてゴルフプランをお申し込みいただいたお客様のみゴルフバッグ運搬手数料を無料とさせていただきま
す。ご了承ください。
※ホテルにより、20歳未満同士の方の宿泊が禁止されている場合があります。必ず予約時に年齢をお知らせください。

ホテル外観

トンタラリバービューホテル
　スタンダードクラスホテル(注1)

バンコクの代名詞である雄大なチャオプラ
ヤー川沿い、チャンクルン通りに面して建
つモダンスタイルのスタンダードホテル。
中心部の喧騒から離れて滞在でき、新しい
ナイトマーケット「ASIATIQUE」はホテル
より徒歩10分と、観光にも便利な立地の
ホテルです。


