
■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。

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）

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・3 ★自由行動 朝【ハウステンボス泊】

4
★出発まで自由行動　
ハウステンボス 　 （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）

【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／朝3

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。

■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
※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

◎バス利用（西肥バス）
※バスは約60分に1本あります。
ハウステンボス⇒（バスで約60分）
⇒長崎空港

おひとり様あたり（片道） 運賃（現地払い）
大人料金（中学生以上） 1,250円
小人料金（小学生） 630円

■復路：ハウステンボス⇒長崎空港間のアクセス

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）

ツアーコード TK-FNF1001-IHE4 TK-FNF1001-IAM4 TK-FNF1001-IEU4 TK-FNF1001-IFV4
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 5名1室 4名1室 3名1室

12/29（金） 128,000 134,000 140,000 148,000 162,000 190,000 174,000 204,000 144,000 146,000 169,000 54,800
1/1（月・祝） 108,000 114,000 118,000 128,000 140,000 162,000 140,000 164,000 124,000 126,000 144,000 40,800
1/4（木） 86,800 89,800 91,800 99,800 112,000 124,000 112,000 126,000 96,800 97,800 109,000 42,800
1/7（日） 79,800 82,800 87,800 92,800 102,000 114,000 106,000 120,000 89,800 90,800 100,000 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）

★チケット料金（1人あたり）（※1） 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（※2） ホテルヨーロッパ 1,705円（※2） フォレストヴィラ 1,375円（※2）

（※1）12/31泊が絡む場合はフルタイムカウントダウンチケット7,900円の購入が必要です。　　（※2）12/31・1/1泊は朝食料金が1,782円となります。（変なホテルを除く）

［注］12/29発ホテルヨーロッパは12/31の夕食1回付

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

フジドリームエアラインズ
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。 機内ではコーヒーやお茶、ソフトドリンクを

機内預け手荷物おひとり様につき
20㎏までOK

［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

〒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

長崎ハウステンボス

ニッポンを駆け巡ろう！H.I.S.の旅

4日間
79,800円～128,000円

パンフレット有効期限
2017年10月1日～
2017年12月25日

12月・1月
2017年 2018年

出発

HTB054

長崎空港
茨城空港

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

昼も夜も楽しい 人気急上昇テーマパーク

旅行代金／大人おひとり様／変なホテル 4名1室利用の場合

チャーター直行便で行く！！

ココ

が違う！

旅の
ポイント

1　　　　　   
光の王国ガイドツアー付
H.I.S.オリジナル

2【往路】長崎空港から
ハウステンボスまでの送迎付

3 園内で使える1,000円分の
ミールクーポン付

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）

4 滞在中のハウステンボス入場券付
2日目以降は対象アトラクション
体験し放題のパスポートをご用意

5 ホテルでの朝食付

※写真は全てイメージです

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！

日本でここだけの絶景を見に行こう！
世界最大1,300万球の輝き世界最大1,300万球の輝き



新登場 新登場

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！新登場世界最大1,300万球のイルミネーション

最高・最速・最長！ 世界最強コースター最高・最速・最長！ 世界最強コースター最高・最速・最長！ 世界最強コースター

8/5（土）
グランドオープン
※対象年齢8歳以上（13歳未満は
保護者の同意が必要）。

世界最大世界最大世界最大 万球のイルミネーション世界最大1,300万球のイルミネーション世界最大1,300万球のイルミネーション

極上海鮮丼【竹】

ステーキレストラン

ロード・レーウ
シェフ手作りの
ハンバーグと
ステーキのお店

タワーシティ

佐世保名物レモンステーキ

海鮮丼と海鮮料理

海鮮と陶器の城
ハーバータウン

長崎県産地魚を主に使用した新鮮な海鮮丼や
海鮮料理が楽しめる「長崎県魚愛用店」認定店

シューティ
ングスター

長さ300m!
ハウステン

ボスの空を
飛ぶ

流れ星にな
ろう！

天空の城

日本最大級！
高さ9mの空中大冒険！

ハウステンボスの
名物グルメ
ハウステンボスの
名物グルメ

極上海鮮丼【竹】

ステーキレストラン

ロード・レーウロード・レーウ
シェフ手作りの
ハンバーグと
ステーキのお店

海鮮と陶器の城
ハーバータウン

名物グルメ名物グルメ名物グルメ

1,000円分
の

ミールクーポン
付！

1/1
出発限定！
1
出発限定！

ニューイヤー
花火
特別観覧席付

4

ドムトールン展望台から
ハウステンボスの夜景を一望
光と噴水の運河クルーズ乗船
ガイドさんとともに光の滝や
アートガーデンを散策
人気のハウステンボス歌劇団観賞

パレス3Dプロジェクションマッピング観賞
ジュエルイルミネーション（光のオーケストラ）観賞

1
2
3

5
66

※12/31～1/3期間はハウステンボス歌劇団の観賞はございません。
　自由散策時にご覧いただくことは可能です。

光の王国ガイドツアー
1,300万球は日本でここだけ！

6666666666666666666666666666666 ジュエルイルミネーション666 ジュエルイルミネーション6 ジュエルイルミネーション6 ジュエルイルミネーション6 ジュエルイルミネーション66666666666666666666666666666666666666666666666

人
気
の
秘
密
は

　
　コ
コ
に
あ
る
！

ハウステンボス
歌劇団

観客全てを魅了する感動の
エンターテインメント！

仮面舞踏会
仮面とダンスが織り成す

特別な世界！ 
参加者大多数の人気イベント！

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

光の滝・ブルーウェーブ

日本一の高さ66mから
流れ落ちる光景は圧巻

光と噴水の運河

水中から虹色に輝く
光と噴水のショー

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

日本一の品揃え！ 試食コーナーが人気
カステラの城

日本一の品揃え！ １００種類以上
チーズの城

開催!!!!!!!!
H.I.S.
オリジナル
H.I.S.
オリジナル

感動的なイルミネーションをガイドが効率よくご案内

1/2

12/29
出発限定！
121212121212121212121212121212
出発限定！

カウントダウン
パスポート＆
花火特別観覧席付

12/31

ホテル ヨーロッパ フォレストヴィラ 変なホテル

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
アクセス／長崎空港から車で約60分

ホテル外観

ホテル外観 ホテル外観

ホテル外観

客室一例 客室一例

客室一例

イメージ イメージ

ナイトコンサート

客室一例

客室／洋室77㎡
（3～5名1室）
チェックイン／15：00
チェックアウト／11：00
アクセス／
長崎空港から車で約60分

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
アクセス／
長崎空港から車で約60分

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
アクセス／長崎空港から
車で約60分
※スタッフによるサービスの
提供はございません。 

パスポート対象施設の待ち時間を短縮「クイックパス」付
最終日：ホテル⇒長崎空港の無料送迎サービスあり
※事前予約制（先着順となります）

専用クルーザーでの
チェックイン・チェックアウトのサービス
※到着・出発時間によりサービスを提供できない場合があります。
　（詳しくはスタッフまでお問い合わせください）

モーニングスパークリングワインサービス
※吉翠亭を除く朝食会場にて提供

ホテル内ナイトコンサート入場無料 ※1ドリンクオーダー要（有料）

パスポート対象施設の待ち時間を短縮「クイックパス」付
手ぶらでチェックイン・チェックアウト
※「場内ホテル手荷物預かり所」～「ホテル」間の
　手荷物無料配送を承っております。

「場内ホテル手荷物預かり所前」～
「フォレストヴィラ」の無料シャトルバスサービス
※バス乗車時にハウステンボス入場チケットをご提示ください。
　（20～30分間隔で運行）

パスポート対象施設の待ち時間を短縮「クイックパス」付
最終日：ホテル⇒長崎空港の無料送迎サービスあり
※事前予約制（先着順となります）
手ぶらでチェックイン・チェックアウト
※「場内ホテル手荷物預かり所」～「ホテル」間の
　手荷物無料配送を承っております。

ホテル内ナイトコンサート入場無料 
※1ドリンクオーダー要（有料）　※火曜・水曜は休館日

Hotel data

Hotel dataHotel 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。朝食は和食・洋食・ブッフェよりチョイス可能です。

別荘にいるような全コテージタイプのヴィラホテル。
大切な家族や友人たちと、森と湖に抱かれた静寂のコテージでゆったりお寛ぎください。

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 と々した開放感のある客室が特徴。

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。

宿泊特典
宿泊特典宿泊特典

直営
プレミアム
ホテル ホテル アムステルダム

顔認証で
入室！

クロークも
ロボットが
対応！

チェックインの手続きは
ロボットスタッフにお任せ！

ロビーで案内してくれるNAOちゃん
（赤）。おすすめのお土産などなんでも
聞いてみよう！

コンシェルジュロボ

直営
オフィシャル
ホテル

直営
オフィシャル
ホテル

直営
オフィシャル
ホテル

世界初の
ロボット
ホテル！

園内中央
立地抜群

全室2階建て
コテージタイプ

ロボットが
接客で話題

グループ滞在に
おすすめ

場内最上級

客室広々約45㎡
充実のサービス

12/31宿泊限定
ホテル内レストランでの
特別ディナー１回付き

レストランでの和洋ビュッフェをご提供いたします。

※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。


