
「ミタイ」を「体験」する旅に行こう。

69,800円～108,000円 旅行代金／大人おひとり様／
［1・2泊目］変なホテル ［3泊目］ルークプラザホテル 
4名1室利用の場合

お申し込みはご出発の前日から
起算して5日前まで可能！

ハウステンボス&長崎 4日間

1
茨城空港発  長崎空港着　
着後、チャーターバスでハウステンボスへ移動
★ハウステンボス到着後、自由行動
 【ハウステンボス泊】

2
終日自由行動
ハウステンボスをお楽しみ下さい
 朝【ハウステンボス泊】

3
ハウステンボス 　 
 絶品長崎バスツアー  にご案内 　 各ホテル
★ホテル到着後、自由行動
 朝【長崎市内泊】

4
★出発まで自由行動　
長崎市内 　 （各自移動） 　 
長崎空港発  茨城空港着 朝

ハウステンボス&雲仙温泉 4日間

1
茨城空港発  長崎空港着　
着後、チャーターバスでハウステンボスへ移動
★ハウステンボス到着後、自由行動
 【ハウステンボス泊】

2
終日自由行動
ハウステンボスをお楽しみ下さい
 朝【ハウステンボス泊】

3
ハウステンボス 　 
（レンタカーにて各自移動） 　 雲仙温泉
★ホテル到着後、自由行動
 朝 夕【雲仙温泉泊】

4
★出発まで自由行動　
雲仙温泉 　 （レンタカーにて各自移動） 　 
長崎空港発  茨城空港着 朝

■日程表

■基本代金（おひとり様／基本フライト利用／単位：円）
【1・2泊目】 利用ホテル 変なホテル ホテル アムステルダム ホテル ヨーロッパ フォレストヴィラ

こども添寝
（全ホテル共通）

【3泊目】 利用ホテル  基本ホテル  ルークプラザホテル
ツアーコード TK-FNF1001-IHN4 TK-FNF1001-IAN4 TK-FNF1001-IEN4 TK-FNF1001-IFN4

出発日/ベッド利用人数 4名1室 3名1室 2名1室 4名1室 3名1室 2名1室 3名1室 2名1室 4名1室 3名1室
12/29（金） 108,000 116,000 120,000 124,000 136,000 154,000 137,000 154,000 122,000 138,000 54,800
1/1（月・祝） 96,800 104,000 106,000 112,000 124,000 144,000 125,000 144,000 112,000 128,000 40,800
1/4（木） 74,800 79,800 82,800 87,800 95,000 105,000 96,000 105,000 85,800 92,800 42,800
1/7（日） 69,800 74,800 77,800 82,800 89,800 99,800 91,800 102,000 82,800 91,800 39,800
こども代金 大人代金より一律 －2,000円（2名1室対象外／おひとり様あたり）
並び席 無料で手配可（並び席に空席がある場合に限る）

■フライトスケジュール
往路 茨城空港発 長崎空港着

14：40 16：50

【共通旅行条件】　
■利用航空会社／FDA（フジドリームエアラインズ）　■添乗員／なし　
■最少催行人員／2名　■減延泊／不可
■食事回数／［ハウステンボス&長崎 4日間］朝3、［ハウステンボス&雲仙温泉 4日間］朝3・夕1

こども添寝旅行代金 ※ 3歳以上12歳未満のベッドを必要としないお子様対象（年齢は旅行最終日基準）
■3歳以上のお子様は航空座席が必要です。　■大人2名様以上と同伴同室に限ります（1室につき2名まで）　■航空座席のみとなり、食事・ベッド（アメニティ含む）・入場券類・特典は一切代金に含まれません。
■4歳以上のお子様はハウステンボス入場時にチケット、ホテルでの朝食代金が必要となります。

客室のご利用人数には含まれません。

※航空ダイヤは、チャーター便のため発着時間が変更となる場合がございます。　※乗り遅れに
よる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。また、
代替交通手段についても、お客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。   

復路 長崎空港発 茨城空港着
12：00 13：40

★チケット料金（1人あたり） 散策チケット 2,100円 1DAYパスポート 4,500円 1.5DAYパスポート 6,500円
再入場パスポート 4,100円 2DAYパスポート 8,000円 3DAYパスポート 10,900円

★朝食料金（1泊1人あたり／現地払い） 変なホテル 小学生未満 1,000円／小学生 1,200円
ホテルアムステルダム 1,540円 ホテルヨーロッパ 1,705円 フォレストヴィラ 1,375円

［注］12/29発ホテルヨーロッパは12/31の夕食1回付

■お申込み：特に記載のない限り、大人2名様以上でお申込みください。　■添乗員：個人型フリープランとなり、添乗員は同行しません。ご旅行に必要なチケット類をご出発前にお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身で行っ
ていただきます。　■飛行機：航空会社はFDA（フジドリームエアラインズ）となります。　■宿泊施設：特に記載の無い限り、客室の指定は出来ません。また、客室表記に「または」となっている場合、指定はできません。

運営管理者：

［レンタカーのご案内］ ●価格には基本料金、保険代（対人・対物・車両・人身傷害補償）、免責補償制度加入料、消費税が含まれております。ノンオペレーションチャージ（休車補償）、ガソリン代、高速代、駐車代金等はお客様ご負担となります。　●レンタ
カーの配車はハウステンボス店、返車は長崎空港営業所のみとなります。また配車、返車の時刻は営業所の営業時間内となります。（ご出発前にお渡しするレンタカーのご案内書面をご確認ください。）　●カーナビにつきましては、新設道路や新規宿泊・
観光施設は表示されない場合がございますので、道路状況など詳細は貸出時にレンタカー係員へご確認ください。　●運転免許証は必ずご持参ください。当日運転免許証をお持ちでない場合の貸出は出来ません。（その場合、取消扱いとなり、所定の取
消料が発生します。）　●喫煙・禁煙車のご希望は承れますが、あくまでも当日現地にてご希望の車種が空車の場合にご利用いただけます。ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。　●ベビーシート・チャイルドシート・ジュニ
アシートをご利用の場合は大人お1人様分のスペースが必要となります。乗車定員にご注意ください。　［ノンオペレーションチャージとは］ ●車輌のご利用中に事故を起こし、車輌に損害を与えた場合、車輌の修理期間中の休車補償の一部としてお支払
いいただきます。　●ご返却予定の営業所へ返却の場合20,000円、返却できなかった場合50,000円を申し受けます。免責補償制度ご加入の場合でもお支払いいただきます。　●なお、車輌の移動に伴うレッカー代はお客様負担となります。

レンタカーについて（1部屋につき、Sクラス1台付／免責補償料込み） ※ガソリン満タン返しが必要です。
＜特典・サービス＞
●全車カーナビ標準装備
●全車ETC標準装備（カードはお客様にてご用意ください）
●ベビーシート、チャイルドシート、
　ジュニアシート貸出無料（要事前予約）

■Sクラス1台→AまたはWSまたはWAクラス1台
レンタカーグレードアップ代金

Aクラス（5名定員） WSクラス（7名定員）WAクラス（8名定員）
4,000 8,000 15,000

【単位：円（1台あたり）】

共通のご案内 
― 必ずお読みください ―

●旅行代金とは「基本代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計を指します。　
●旅行代金には、往復の航空運賃、宿泊代、記載の食事代、諸税、その他が含まれています。　
●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）

この度、H.I.S.様ならびに長崎県様
の多くのご協力のもと、全国各地の
空港から長崎空港へとチャーター便
を就航させていただきます。
皆様のお住まいの地域から長崎まで
「ひとっ飛び」、チャーター直行便なら
ではの、お体にも優しい空の旅をご
提供いたします。皆様のご搭乗を
心よりお待ち申し上げております。
代表取締役社長 三輪德泰

名古屋小牧・福岡・静岡・松本を拠点に
運航するフジドリームエアラインズは

エンブラエル社製の
最新鋭ジェット機を使用しています。

手触り滑らかな
ソフトレザーシート使用

機内預け手荷物おひとり様につき
20㎏までOK
機内預け手荷物おひとり様につき
20㎏までOK

ソフトレザーシート使用ソフトレザーシート使用ソフトレザーシート使用ソフトレザーシート使用ソフトレザーシート使用
シート間隔79㎝で足もとゆったりシート間隔79㎝で足もとゆったり

フジドリームエアラインズ

※Aクラス…カローラなど　※WSクラス…ウィッシュなど　※WAクラス…ノアなど

追加代金

■Sクラス2台→AまたはWSまたはWAクラス1台
レンタカーグレードアップ代金

Aクラス（5名定員） WSクラス（7名定員）WAクラス（8名定員）
追加代金なし 追加代金なし 5,000

【単位：円（1台あたり）】

追加代金

　　　　　   長崎1日バス観光付1 H.I.S.オリジナル

パンフレット有効期限
2017年10月1日～
2017年12月25日

HTB055

12月・1月
2017年 2018年

出発

~世界遺産と夜景の街へ~ この冬だけの直行便就航

長崎県

長崎・雲仙温泉長崎・雲仙温泉
ハウステンボス&ハウステンボス&

4
日間

2 長崎空港からハウステンボスまでの送迎付
3 パスポート対象施設優先入場クイックパス付 

※変なホテル宿泊の方は除く

6 往復フライトで並び席をご用意!（但し、並び席の空席がある場合に限る）
5 ホテルでの朝食付（温泉プランは夕・朝食付）

長崎空港
茨城空港

チャーター直行便で行く！！

年末年始出発日限定
2912/

2017年

（金）出発
11/

2018年

（月・祝）出発
41/

（木）出発
71/

（日）出発

見
体
験

味
体
験

魅
体
験 「世界遺産 旧グラバー住宅」

「世界新三大夜景」など
名所を効率よく
ご案内！ココ

が違う！

旅の
ポイント

4 対象アトラクション体験し放題
ハウステンボスパスポート2日分付

〒163‐6014  東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー14F
日本旅行業協会正会員　　　　　 http://www.his-j.com/kokunai/kanto/

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第724号

4.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０17年9月を基準としています。また、旅行代金は２０17年12月以降に出発す
る旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。

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。

旅行代金 お申込金（おひとり様）
2万円未満 5,000円以上旅行代金まで
5万円未満 10,000円以上旅行代金まで
10万円未満 20,000円以上旅行代金まで
10万円以上 代金の20％以上旅行代金まで

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。

●お申し込み・お問い合わせは……

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。この旅行契約に関し、
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。

24時間いつでもご予約可能！
スマートフォンから右のQRコードで国内旅行ページにアクセスできます。

旅行条件書（要旨）　※お申込みの際は、必ず募集型企画旅行条件書（全文）をお読みください。

※当社の定める申込期限内に出発日・コース・利用便・宿泊施設等、行程中の一部を変更される場合も上記取消料
の対象となります。　※オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。ただし、各オプショナルプランに
適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。　（注1）本表の適用に当たって「旅行開始後」
とは、別紙特別補償規程第二条三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

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。

21日目にあたる日まで
20日目以降8日目にあたる日まで
7日目以降2日目にあたる日まで

旅行開始日の前日
旅行開始当日
旅行開始後又は無連絡不参加（注1）

無料
旅行代金の2０％
旅行代金の3０％
旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

取消日 取消料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

ニッポンを駆け巡ろう！H.I.S.の旅※写真は全てイメージです。

長崎県知事
中村 法道

長崎県には、全国的にも注目度が高い
「軍艦島」を構成資産に含む
「明治日本の産業革命遺産」や
平成30年の世界遺産登録を目指している
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
などの歴史・文化をはじめ、
世界新三大夜景に認定された「長崎の夜景」、
そして国内でも屈指の人気観光地として
知られる「ハウステンボス」など、
多彩な魅力が満載です。
ぜひこの機会に長崎県の旅を満喫してください。
心から歓迎申し上げます。

［手荷物ルール］受託手荷物20kg／機内持込10kgまで　
※これを超える受託手荷物・持込は不可
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おすすめツアーポイントおすすめツアーポイント●対象アトラクション体験し放題
　ハウステンボスパスポート2日分付

おすすめツアーポイント
絶品長崎1日観光バスにご案内！3日目 ガイド付！

［行程］

新登場 新登場

光のアンブレラストリート

傘から光が降り注ぐ幻想風景

光と噴水の運河

水中から虹色に輝く
光と噴水のショー

パレスハウステンボス
プロジェクションマッピング

全長110m！ハウステンボス史上最高画質の
マッピングが登場！

光の天空カフェ

光の滝や光のアートガーデンを
見渡せるカフェが登場！

レインボーフラワーガーデン

光の風車と虹色の花畑が作る

ハウステンボス出発 10：00

各ホテル着
18：00～18：30頃

長崎名物ちゃんぽん
の昼食

南山手地区散策
   グラバー園・（ 大浦天主堂等自由見学  ）

風頭公園の
龍馬像見学と
亀山社中記念館見学

稲佐山展望台から
世界新三大
夜景観賞

眼鏡橋

 「ミタイ」を「体験」するH.I.S.オリジナル

平和公園

1,3001,300

3泊目 長崎市内ホテル泊チョイスの方

●長崎空港からの移動も安心！
　長崎空港→ハウステンボスの送迎付

●絶品長崎1日観光バスにご案内！
　 雲仙宿泊時はレンタカー付となります。

●全ホテル朝食付
　（雲仙温泉プランは夕・朝食付）

明治の頃に外国人の避暑地として開かれた
国際的な観光地でもある雲仙温泉。
自然に囲まれ、四季を感じながらリラックスできる。

雲仙温泉
日本最古の

国立公園に佇む名湯
Unzen

拝観料 600円

日本最古の教会
大浦天主堂

稲佐山展望台／長崎県美術館
／グラバースカイロード

おすすめ夜景スポット

2つのハートを
探そう♥

長崎
世界遺産と

世界新三大夜景の街
Nagasaki

入園料 610円

これぞノスタルジック
グラバー園

ハ－トの石を
探してみよう♥

世
産
界

遺

おすすめ夜景スポット

／グラバースカイロード
稲佐山展望台のLEDライトの中には

1つだけハート型が♥
これぞ

1000万ドル
世界新三大
夜景

夜はライトアップ♥

日本最古のアーチ型石橋
眼鏡橋

龍馬ゆかりの
風頭・寺町

エリア

2012年10月にモナ
コ・香港とともに
選出されました。

和華蘭
（わからん）
長崎グルメ

12/31 1/3・6・9

部屋指定なし 3名1室 4,000 2,500
2名1室 6,000 3,500

ルークプラザホテル（庭園側） ＡＮＡクラウンプラザホテル長
なが さ き

崎グラバーヒル

長崎市内 ～H.I.S.オリジナル 絶品長崎1日観光バス付～

客数／90室　
客室／洋室（2～4名1室のみ受付可）
朝食／和洋バイキング
チェックイン／14：00
チェックアウト／11：00
アクセス／JR長崎駅から車で約10分　
駐車料／無料

1,000万ドルの
夜景が見える客室にアレンジ

■洋室（2～4名1室）

アレンジ追加代金 +3,000円
1泊／おひとり様／ 大人・こども同額

客数／216室　客室／洋室(2～3名1室)のみ受付可
朝食／和洋バイキング　チェックイン／15：00　チェックアウト／11：00
アクセス／ＪＲ長崎駅から車で約7分　駐車料／無料Hotel data

Hotel data

Hotel data

稲佐山の中腹にあり、ホテルからは
世界新三大夜景に選ばれた長崎の
夜景が見える。

グラバー園まで徒歩約5分。

2017年4月29日リニューアルオープン！

基本ホテル／宿泊追加代金なし

宿泊追加代金表（1泊につき／おひとり様／大人・こども同額） 単位：円

ザ ホテル長
ながさ き

崎BWプレミアコレクション

客数／181室　客室／洋室(2～3名1室)のみ受付可
朝食／和洋バイキング　チェックイン／14：00　チェックアウト／11：00
アクセス／JR長崎駅から徒歩約8分　駐車料／有料（1,500円／1泊）

長崎駅から徒歩約8分。

宿泊追加代金表（1泊につき／おひとり様／大人・こども同額） 単位：円

ホテル外観
客室一例

ホテル外観

ホテル外観

せっかくなら

雲
う ん ぜ ん

仙宮
み や ざ き

崎旅
り ょ か ん

館 ゆやど雲
う ん ぜ ん

仙新
し ん ゆ

湯
雲仙温泉 ～3・4日目レンタカー付～ ※絶品長崎1日観光バス対象外3泊目 3泊目

客数／98室　
客室／和室または和洋室（2～4名1室）
朝食／和定食（レストランまたは宴会場） 　
夕食／会席料理（部屋）
チェックイン／14：00　チェックアウト／10：30
アクセス／ ハウステンボスから車で約120分、

長崎空港へ車で約90分　
駐車料／無料

客数／66室　
客室／和室（2～4名1室）
朝食／和定食（レストラン）　
夕食／会席料理（レストランまたは宴会場）
チェックイン／15：00　チェックアウト／10：00
アクセス／ ハウステンボスから車で約120分、

長崎空港から車で約90分　
駐車料／無料

泉質：単純酸性温泉（硫黄泉）
効能：肌あれ・あせも・ニキビ・

神経痛・筋肉痛など

泉質：酸性・単純硫黄泉・硫酸塩泉
効能：アトピー性皮膚炎・湿疹・

美肌効果・神経病など

Hotel data Hotel data
1人の客室係が、お客様を担当する「こだわりのおもてなし」を大切にする名旅館。 敷地内から湧き出る4つの新鮮な硫黄泉で、館内にいながら湯めぐりが可能な旅館。

※こども添寝旅行代金にてお申込みの3歳～6歳未満のお子様は別途幼児施設使用料3,240円を
　現地でお支払いください。

※こども添寝旅行代金にてお申込みの1歳～6歳未満のお子様は別途幼児施設使用料2,160円を
　現地でお支払いください。

1/3 1/6 1/9

部屋指定なし
4名1室  15,000 13,000  12,000
3名1室 17,000 14,000 13,000
2名1室 20,000 16,000 15,000

1/3 1/6 1/9

部屋指定なし
4名1室 10,000 8,000 7,000
3名1室 12,000 9,000 8,000
2名1室 14,000 11,000 10,000

宿泊追加代金表（1泊につき／大人・こども同額／おひとり様） 単位：円 宿泊追加代金表（1泊につき／大人・こども同額／おひとり様） 単位：円

朝・夕食付 朝・夕食付

露天風呂（男性用） 露天風呂（男性用）

宿泊日 宿泊日

宿泊日

ベッド利用人数 ベッド利用人数

ベッド利用人数

かけ流し
加水・加温

かけ流し
加水・加温

ハウステンボス～オフィシャルホテルに滞在～1・2泊目
ホテル
ヨーロッパ

フォレストヴィラ

ホテル
アムステルダム

客室／洋室38～39㎡
（2～3名1室）
チェックイン／15：00
チェックアウト／11：00

客室／洋室45㎡
（2～4名1室）
チェックイン／15：00
チェックアウト／11：00

Hotel data Hotel data

19世紀のオランダ邸宅のような落ち着いた雰囲気
があり、伝統美あふれる容姿と圧倒的な存在感を
再現したホテル。

別荘にいるような
全コテージタイプの
ヴィラホテル。

古き良きオランダの街並みをイメージした雰囲気漂う
ホテル。場内の中心にあり、約45㎡の広々とした
開放感のある客室が特徴。

ホテル外観 ホテル外観

ホテル外観

客室／洋室77㎡（3～4名1室）
チェックイン／15：00
チェックアウト／11：00

Hotel data

Hotel data

変なホテル
追い求めたのは
「究極の生産性」。
徹底的な効率化のために導入
した先進技術は滞在の快適性
や楽しみをもたらしました。

ホテルコード：NGSQEU ホテルコード：NGSQAM ホテルコード：NGSFVI

ホテルコード：NGSSYU

※12/31泊設定除外※12/31泊設定除外

ホテルコード：NGSQRU

ホテルコード：NGSQZE

ホテルコード：NGS001ホテルコード：NGSMYZ

ホテルコード：NGSQHN

客室／洋室28.57㎡（2～4名1室）
チェックイン／15：00
チェックアウト／11：00

客室一例 客室一例

チェックインカウンター客室一例

客室一例

12/31 1/3・6・9

部屋指定なし 3名1室 3,500 3,500
2名1室 4,500 3,500

客室一例 夕食一例

宿泊日
ベッド利用人数

場内最上級 園内中央立地抜群

充実のサービス 客室広々約45㎡

ロボットが接客で話題

全室2階建てコテージタイプ グループ滞在におすすめ

※掲載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。　※写真は全てイメージです。


