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75，800円－141，800円
くプラン〉香港3日間（キンバリーホテル利用／食事なし）、チャイナエアライン、エコノミークラス席利用の場合

※国内空港施設使用料および海外空懲搾肋l必要となります。

40日前までにご予約完了の場合

諦行代金よ。5．000円引き！
、■ミ適用除外日

【右記出発別10／11～12、11／1～2、

12／20－21、12／28・－1／3、

り10一一11、3／20－21

対象コースキャセイパシフィック航空利用
全コース（エコノミークラス席利用）

鱒準軍畑3．000円引き！
0／11～12、11／1′－2、

2／20～21、12／28～り3、1／10～

1、3／20～21

【右喜己旛漕日日0／14、11／4、12／23、1／2～5、

1／13、3／23

対象コース＜プラン＞香港コース限定

海外へ
VjsitWOrld［a¶np引gIl



密篭超高層ビルの摩天楼、電飾看板、スノッブなレストラン、高級ホテル、昔ながらの粥塵屋‥。
大都会の顔とアジアの胡散臭さと両方あわせ持つ吾潜ってやっぱり面白い。

世界遺産と力

百万ドルの夜景
ビクトリアピークや世界一の高層ホテル・リッツ

カールトンのパー、オープントップパス、スターフ

ェリーなどなど、いろんな角度から美しい夜票を

堪能してみてl

世界道産
2005年に、マカオの22の建造物と8ヶ所の広場が世界通産に登録。散歩しながら見て回ろう。

Business Class

美食香港
高級食材いっぱいのコージャ
ス中華から、チープなB級グル
メ、香港スイーツなどなど。
食べたい物を考えると、きつと

食事回数が足りない。

エンクー
芋インメント！！
マカオはカジノだけじ
ゃなく、競馬、コルフな

どいっぱい。マカオタ
ワーからバンジージャ
ンプも可能です。

ビジネスクラス席でひとクラス上の快適な空の旅をお楽しみください

キャセイパシフィック航空駁■cATHAY臥CIFIC

田往復も0．000円
片道30．000円

m…－リト…り

ひとクラス上のシート＆サービ
スで快適な空の旅を。香港国
際空港では充実した設備を誇
るラウンジをご利用頂けます。

【対象コース】
●〈プラン〉香港
●くプラン〉マカオ

●香港の夜景を満喫4日間
●ザ・ヴェネチアンに泊まる

マカオ・香港4日間

チャイナエアライン　kcHINAAIRuNES

旺ヨ往復も0．000円
※早期お申込みキャンペーン割引

対象外です。
※大人子供同額になります。

片道30．000円

140度リクライニング可

能なシェル型シートでプ
ライベート空間を確保。
空港ラウンジもご利用
頂けます。

【対象コース】
●〈プラン〉香港

※座席の希望（窓側／通路側／前方／後方）をお受けできます。但し、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承下さい。
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マカオ世界遺産 日㍍往銅線光 �‡12．5日 �￥11．5 1位以 2歳未満 5．500 � �昼食付 �（07：00～） �※カジノは21歳未満入場不可、及び 

頭蓋デイズニ仙ランド �‡10．000 �†札000 ��なし � �香港ディズニーランドで遊ぶ。入園券 付。往路はバス文は列車にてこ案内し 

日臓り観光 �����（08：30－） �ます。復路は地下鉄1日券を利用し、 ご自身でホテルまで。（日本申込限定） 

㊦諜瀾 ナイトファンタジー �‡乳000 �￥8β00 ��夕食付 �約10時間 （13：○○～） �深1川の民族文化村にて総勢300人の 

運行率業者＝粟津トラヘル、㊦金亮香港旅運有限公司（現地法人）

■■■■■■軌闇＝≡恐 ㊦オ虻ブントツプパスと �￥8．500 �￥1500 �夕食付 �（17：00～） �均一容 

女人傍と ����� 

ティナ川クルーズ ����� 

水上レストランで �‡8．500 �‡1500 �夕食付 � �ジャンボが貸切等でご利用できない 

ヒジトリアヒークから ����（17：30～） �場合代替として「太白」にご案内。 

禦＆ガイド 予や耶夕¶ �‡45．MO／1台 ��なし �約5時間 � 

※オプショナルツアーは、それぞれの運行業者の所属する国（州）または地域の法に準拠して実施するものであり、当社の旅行条件は適用されません。また、旅行契約は当社らがお客様に予約完了となった旨を通知

した時に成立します。※毎日催行、最少催行人員2名　だ表示の代金内容は変更になる場合があります。また、現地事情により、予告なく代金内容が改定される場合がありますので、お申し込み時に∈雅認くださ
い。（2013年7月現在の代金を掲載）※天候その他の現地事情により、オプショナルツアーのスケジュールを変更または中止することがあります。※一部オプショナルツアーでは集合場所が異なり、ご宿泊ホテ
ルの発宕とならない場合があります。その場合、集合場所まではこ自身でお越しいただきます。（詳しくは現地係員がご説明いたします。）また、ホテル～発雷場所間の交通矧は代金に含まれておりません。※コー
スにより満員となり、こ希望ツアー出発日にご参加いただけない場合があります。※子供代金は矧こ明記している場合を除き、オプショナルツアー実施当日を基準に満2歳以上12歳未満に適用します。※取消

料については、特に記載のない限り、但）ツアー催行目前日＝ツアー代金の50％的）ツアー催行白前日1700以降、または無連結不参加＝ツアー代金の100％（但し、香港ディズニーランドはピーク時期は5．500円）
詫言出発日の10日前を切ってから日本にて出発前にお申込みをされる場合、緊急手配料1，000円を申し受けます（手配料の返金はございません）。
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スケジュール

11025予定l福岡発ケ（台北経由）ケ115珊香港着。着後、ホテルへ。

圏北京ダックなどの北京料理
［：亘］アベニューオブスターズより

シンフォニーオブライツ（※1）を観賞（約15分）　　香港泊□回田

圏市内レストランにてお粥と点心の朝食

匿司香港観光とショッピング。

○ビクトリアピーク、○レパルスベイ、○スタンレーマーケット、○黄大仙を観

光。途中、宝石店、シルク店（又は寝具店）、免税店へショッピングにご案内。

匡璽飲茶料理
匡璽アバディーンの水上レストラン「JUMBO」にて海鮮料理（※2）

夕食後、ビクトリアピークから100万ドルの夜宗観賞へ
ご案内します。（片道はピークトラムにも乗車）　　　　香港泊画囲田

司ホテルにて
ンつのプランよりお選びください。嬉原則として出発の14日前までにお申込みくださしt

B世界遺産マカオ日帰り観光プラン（予定時間：7：00～18：00）

匿司マカオ観光（ポルトガル料理のブッフ工の昼食付き）（※4）

○聖ポール天主堂跡、○ナーチヤ廟、○旧城壁、○聖ドミニコ教会、
○セナド広場、○娼闇廟、○カジノ体験（※3）、○マカオタワー（タワー展
望台へは入場しません）を観光　★途中、エッグタルトを試食

臼香港ディズニーランド観光プラン（予定時間愈30～17：00）

圏香港ディズニーランドにてお楽しみください。
往路は現地係員がノてス又は列車にてディズニーランドまでご案内します。薗内は自由行軌復路は

地下鉄券をお渡しします。ご白身で再集合場所へご移動下さい。現地係員は園内へ入場しません。

【ヨ自由行動

園「鴻星海鮮酒家」にて広東料理
（香港料理大呂金呂受賞メニュー付き）

［二重］オープントップハスでネオン描くネイサンロードをドライブ（※5）。
その後、女人街を散策。 香港泊田璽観皿 【ヨ回厘□【刀

［蚕室］ホテルにて

出発まで自由行動
［重匡］空港へ。
115＝15予定l香港発すく台北経由）ケ

120＝55予定r福岡着。解散。　薗口吻

［璽憂］ホテルにて

l朝または午前l空港へ。

111：20予定l香港発ケ（直行便）

115＝25予定l福岡着。解散。

重囲［コ

※航空機、現地事情によりスケジュール・レストランが変更になる場合があります。
※観光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。
（※りシンフォニーオブライツは天候等の理由により、予告なく中止となる場合がありますが、そ
の際の返金はありません。予めご了承下さい。台風シグナル3が発令された場合は中止となりま
す。（※2）「JUMBO」が貸切等でご利用頂けない場合、代替として「太白」へご案内します。（※3）
カジノには21歳未満の方は入場できません。また、ショートパンツ、ミニスカート、サンタルでの入
場はできません。（※4）世界遺産の明光地は予告なく通産の修復が行われ、ご覧頂けない場合も
あります。（※5）オープントップパスは、悪天候やメンテナンスの際に屋根付きのパスでのご案内
や中止となる場合があります。その際も返金はありませんので、予めご了承下さい。

JUMBO　聖誓十字に撃、
ぶ巨大な水上レスト
ラン「ジャンボ」はそ

れ自体が有名な観
光スポット。レストラ

ンまでポートで行く

のもアトラクション
のよう。迫力ある電

飾は、香港気分が味
わえます。

諒恕動感鼻息薄 ��糾闇識　寄せ牡か務妾／三戸省、や診漁家鋤糞を　藁 ������紬搬蜜義 

大人お1人／単位 ��円　　　　　　　　　　　　　　　子供代金 ������10，000円引き、幼児代金（航空座席、ベッドを利用しない2歳未満のお子様）＝一律20，000円 ������������】1人部屋 追加代金 �‾F　＿l⊂ユ 

ホテル ���コースコード �日数 �A �8 �C∴ ��D �E �F �G �「崇1 � � � � �■▲　Ll、 �′M �� 

スタンダードクラス（部屋指定なし） ���NX4HMB �4 �96′800 �98．800 �99′800 ��102．800 �104．800 �104．800 �107．800 �108′800 �109．800 �119．800 �122．800 �12 �．800 �188′800 �24．000 �日曜 帰缶 5．000 

メ刷づラ冊オトン（ぺリアハーバービューjトム） ���NX4HMD �4 �119′800 �130′800 �133′800 ��130．800 �130′800 �142．800 �141′800 �138′800 �149．800 �145．800 �1叫800 �188月00 ��210．800 �83．000 

ハイアットリージ工ンシー粟相（デラック刀トム） ���NX4HMH �4 �127．800 �127．800 �142，800 ��127′800 �153，800 �154．800 �150，800 �1舶′800 �148．800 �188，800 �1山′800 �180．800 ��210．800 �72′000 

リツツカールトン（部屋指定なし） ���NX4柵Z �4 �1帆800 �け9′800 �182．800 ��182．800 �181．800 �180′800 �189′800 �18印00 �193，800 �194．800 �20d′800 �208，800 ��252．800 �99．000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金に ��ま空港税は含みません。香港の空港諸税（大人：2100円子供■不要）と福岡空港施設使用料（大人945円子供472円）ま ������������日本出発前 �‾お申し込み店にてお支払い下士い 
※上記旅行代金には燃油サーチャージを含みます。※延泊はお受l �������　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　即JL　　　　　　l＿÷ ナできません。 


