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蔓熟議迄毒　御棚引紬竜■正競泳轟、七本＿糾絃新病．彰ノ熟抱囲激か蕗憩二纏緩慮・隠 ���������碧蘭 �蘭摩　　　　　　　　　＿■‾㍉＿』翳－＿　　　　　　　　　　　．務瑠囲臨Eご 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：10，000円引き、幼l ���������代金（航空座帝、ベッドを利用しない2歳未満のお子様）＝一律20，000円 ��������朝食付き 追加代金 （咽あたり） �1人部屋 追加代金 �延泊代金 愴事なし） � 

ホテル �コースコード �日数 �A �8 �C �D �E �F ��G �害〕 � � � � �M ����≡l 

キンバリーホテル （部屋指定なし） �NX3HAK �3 �〝′800 �〝．800 �81．800 �81，8∞ �81′800 �8 �00 �87′800 �92′800 �94′800 �99．800 �102′800 �118′800 �l鳩800 �2．500 �30ノ000 �－ �日曜 5′000 

NX4HAK �4 �88．800 �88．800 �90′800 �90．800 �90．800 �95． �00 �102．800 �101．800 �103′800 �108′800 �111′800 �131．800 �154′800 ��45′000 �15．000 

ザカオルーンホテル （部屋指定なし） �NX3HAR �3 �80′800 �87′800 �8°．800 �94．800 �8°．800 �9 �800 �91．800 �105．800 �109′800 �103′800 �117．800 �120．800 �1叫800 �2′500 �32．000 �－ 

NX4HAR �4 �92．800 �99．800 �98．800 �10も800 �98．800 �10 �00 �107′800 �117．800 �125．800 �115．800 �133′800 �138′800 �178′800 ��48′000 �18．000 

ランガムプレイス （部屋指定なし） �NX3HAG �3 �87．800 �98．800 �94′800 �98′800 �95．800 �100． �00 �98．800 �107．800 �112′800 �111．800 �120．800 �127．800 �183′800 �3．000 �38′000 �－ 

NX4HAG �4 �104′800 �113．800 �111．800 �113．800 �112′800 �117． �00 �117′800 �124′800 �129′800 �128．800 �137′800 �1叫800 �180．800 ��57′000 �19．000 

ザ・エクセルシオール香港 （部屋指定なし） �NX3HAE �3 �90′800 �99，800 �98′800 �100′800 �84′800 �95′ �00 �9°．800 �111．800 �11°．800 �115，800 �124．800 �125′800 �167．8∞ �3′500 �38．000 �－ 

NX4HAE �4 �柑3．800 �117′800 �111′800 �1柑′800 �102，800 �10 �800 �114．800 �129．800 �134．800 �128，800 �142′800 �1戯′800 �柑5′800 ��叫000 �18，000 

シェラトンホテル＆タワーズ （部屋指定なし） �NX3HAS �3 �87′800 �88．800 �105′800 �9°′800 �9°′800 �100′ �00 �103′800 �107′800 �124．800 �122′800 �132．800 �132．800 �175′800 �3′500 �Jd．000 �－ 

NX4HA； �4 �103′000 �104′800 �127′800 �112′800 �112′800 �11°，800 ��125′800 �123′800 �1叫800 �144，800 �154′800 �154′800 �197－800 ��86′000 �22′000 

ランガムホテル■香港 （グランドルーム） �NX3HAL �3 �92′800 �93．800 �叩′800 �101．800 �107′800 �105′ �00 �103，800 �112′800 �123．8叩 �118．800 �131′800 �131．800 �174′800 �3′500 �叫．000 �－ 

N削HAL �4 �110．800 �115．800 �1け′800 �119．800 �129′800 �123． �00 �125′800 �130．800 �145．800 �134800 �153．800 �153．800 �19°．800 ��66′000 �22，000 

ハイアットリージェンシー尖沙祖 （デラックスルーム） �NX3HAH �3 �92．800 �93．800 �109．800 �103．800 �94′800 �107． �00 �107′800 �114．800 �120′800 �128．800 �128′800 �136．800 �171′800 �3．500 �48′000 �－ 

NX4HAH �4 �111，8∞ �112′800 �133．800 �122′800 �113′800 �12°′ �00 �131．800 �133．800 �139．800 �150′800 �147．800 �1叫800 �190′800 ��72′000 �24′000 

インターコンチネンタル （スーペリアプラザビュールーム） �NX3HAl �3 �108′800 �107′800 �107．800 �108′80■0 �123′800 �119′ �00 �119．800 �119′800 �141′800 �123′8∞ �149′800 �146．800 �192′800 �5′300 �58′000 �－ 

N則HA �4 �134′800 �132′800 �133′800 �134′80■0 �152′800 �14 �00 �145′800 �145．800 �170′800 �149′800 �178′800 �172．800 �221′8∞ ��87′000 �29′000 

アイランドシャングリラ （デラックスピークビュー） �NX3HAX �3 �114′800 �12°′800 �12°′800 �114800 �12°，800 �130′ �00 �123′800 �125′800 �145′800 �142．800 �153′800 �149′800 �196′800 �5′300 �62′000 �ー 

M4HAX �4 �1掲800 �157．800 �157′800 �145′800 �157．800 �18 �00 �154，800 �158′800 �178′800 �173′800 �184．800 �180．800 �227′800 ��93′000 �31．000 

マンダリン・オリエンタル （スーペリアルーム） �NX3HA州 �3 �130．800 �130，800 �130′800 �130′800 �130′800 �13 �00 �12°′800 �1帆800 �139．800 �1鵬．800 �り7′800 �153．800 �190，800 �5．300 �出′000 �ー 

NX4HA舶 �4 �143．800 �1°3．800 �1°3．800 �柑3．800 �1°3．800 �柑7．8∞ ��159′800 �174′800 �172′800 �179．800 �180′800 �柑8．800 �223′800 ��99′000 �33′000 

ザ・リッツカールトン （デラックスルーム） �NX3日AZ �3 �121．800 �129．800 �129．800 �129．800 �129．800 �13 �00 �125．800 �137．800 �1鵬．800 �145．800 �159′800 �152′800 �202．800 �4′800 �朗′000 �－ 

HX4HAZ �4 �154．800 �1°2′800 �1°2．800 �1化800 �1°2′800 �1°6′ �00 �158′800 �170′800 �179′800 �178′800 �192′800 �185′800 �235′800 ��99′000 �33′000 

ザ・ベニンシュラ （メインウイング／デラックスルトム）‡ �HX3HAP �3 �124′800 �121′80・0 �132′800 �132′800 �132′800 �138′800 ��128′800 �1叫800 �l叫800 �148′800 �177′800 �155′800 �220′8∞ �」′800 �80′000 �ー 

NX4HAP �4 �1珊800い55．800 ��1°d′800 �1紙800 �18°．800 �170．800 ��162．800 �175′800 �204′800 �182．800 �217′800 �189′800 �280′㈹0 ��120′000 �40′000 

ご掛ご注書　撞圭諾既望 ��空港税は含みません。香港の空港諸税（大人：2．100円、子供：不要）と福岡空濯施設使用料（大人945円、子供472円）は日本出発前にお申し込み店にてお支払い下さい。 燃油サーチャージを含みます0※延泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく場合の1名様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要です。（泉大旅行日数11日間まで延泊可） 

■出発日カレンダー＝チャイナエアライン利用日蓮cHmAAIRLINES

2013年10月　　　　　　　2013年11月 2013年12月

※1／31～2／2は旧正月です。

こミ＝≦訝矛差′；′‾；滋養銅像掛荘冠脇畠豪・、を一票∴畢燕頬張英ア車鵜′重鱗 �������t蕗 ������������‰・彰多幸・＝ 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　子供代金 �������0・000円引き、幼児代金（航空座臥≡ツドを利用しない2歳未満のお子様）＝一律20，000円 ����������閉会付き 追加代金 （帽あたり） �1人部屋 追加代金 �廷泊代金 （食事なし） � 

ホ丁ル �コースコード �日数 �A �8 �C �D ��E �F �G �≡■三野や≡ � � � �t■■■■■■■■■■ �M ����≡】 

キンバリーホテル （部屋指定なし） �HはHAK �3 �75′800 �75′800 �78′800 �79．800 ��79，800 �80．800 �82′800 �88′800 �88′800 �94′800 �94800 �112，800 �129′800 �2′500 �30′000 �ー �日曜 5，000 10／14 1り4 12／23 1／2～5 1／13 3／23 描箔 12．000 

M4日AK �4 �84800 �84．800 �87，800 � �8．800 �88．800 �89．800 �91′800 �103．800 �97．800 �103．800 �103′800 �121．800 �138′800 ��45′000 �15′000 

ザカオルーンホテル （部屋指定なし） �M3HAR �3 �78．800 �85．800 �81．800 � �4．800 �92．800 �85．800 �87．800 �92．800 �102．800 �107．800 �107．800 �125．800 �142．800 �2′500 �32．000 �－ 

剛4HAR �4 �90．800 �97，800 �93．8∞ �98′800 ��104′800 �97′800 �99′800 �108′800 �118′800 �123′800 �123′800 �1封′880 �158′800 ��48．000 �16′000 

ランガムプレイス （部屋指定なし） �Nl3HAG �3 �85′800 �93．800 �87′800 �93．800 ��94′800 �93′800 �98′800 �100．800 �106′800 �110．800 �110′800 �128．800 �り5′800 �3．000 �38′000 �－ 

Nl4HAG �4 �102′800 �110．800 �104′800 �110．800 ��111′800 �110′800 �＝3′800 �119′800 �123′800 �127′800 �127′800 �145′800 �柑2．800 ��57′000 �19′000 

ザ・エクセルシオール香港 （部屋指定なし） �NI3HAE �3 �88′800 �97．800 �84′800 �82′800 ��98′800 �97．800 �91′800 �97′800 �111．800 �115．800 �115．800 �133′800 �150．800 �3，500 �3‘′000 �¶ 

M4HA【 �4 �101′800 �115．800 �97′800 �100．800 ��11°，800 �110′800 �104′800 �115．800 �129．800 �133′800 �133，800 �151．8∞ �1叫800 ��54′000 �相．000 

シエラトン・ホテル＆タワーズ （部屋指定なし） �M3HAS �3 �85′800 �86．800 �89′800 �94，800 ��94．800 �104．800 �97′800 �104．800 �119．800 �123．800 �124′800 �141′800 �158．800 �3．500 �44′000 �－ 

Nl4HAS �4 �101′800 �102′800 �105′800 �110．800 ��110．800 �128′800 �113．800 �128．800 �141′800 �145．800 �148′800 �1°3．800 �180′800 ��8°′000 �22′000 

ランガムホテル・香港 （グランドルーム） �M3HAL �3 �90．800 �91．8∞ �94′880 �105．800 ��99，800 �99．800 �102，800 �105．800 �121．800 �122′8∞ �124．800 �141′800 �158′800 �3′500 �44．0（）0 �－ 

M4HAL �4 �108．800 �113．800 �112′800 �127．800 ��117．800 �117．800 �120′800 �127．800 �143．800 �1叫800 �1鵬，800 �1°3′800 �180′800 ��8°．000 �22′000 

ハイアットリージェンシー尖沙岨 （デラックスルーム） �M3HAH �3 �90′800 �91′800 �94′800 �92．800 ��101．800 �109′800 �104．8∞ �109．800 �115．800 �119．800 �120′800 �137′800 �154．800 �3′500 �48．000 �¶ 

NHHAH �4 �109．800 �110．800 �113′800 �111′800 ��120．800 �133′800 �123．800 �133′800 �134．800 �138，800 �139′800 �156′800 �173′800 ��72′000 �24．000 

インターコンチネンタル （スーペリアプラザビュールーム） �M3HAl �3 �10°′800 �105′800 �108．800 �121′800 ��106′800 �107′800 �11°．800 �121′800 �138，800 �138′800 �140′800 �157′800 �175′800 �5′300 �58′000 �－ 

M4HAl �4 �132′800 �130′800 �133′800 �150′800 ��132′800 �133．800 �1帆800 �147′800 �1‘5．800 �187．800 �1°9′800 �18°．800 �2048∞ ��87．000 �29．000 

アイランドシャングリラ （デラックスピークビュー） �Nl3HAX �3 �112′800 �124′800 �114′800 �125′800 ��112′800 �125′800 �128′800 �125′800 �1勅800 �142．800 �144′800 �161．800 �179′800 �5′300 �42．000 �－ 

N14HAX �4 �143′800 �155′800 �145′800 �158′800 ��143′800 �158′800 �159，800 �15占．800 �171′800 �173′800 �175′800 �192．800 �210．800 ��93，000 �31′000 

マンダリン・オリエンタル （スーペリアルーム） �Nl3日AM �3 �128′800 �128．800 �119′800 �129，800 ��128．800 �129′800 �132′800 �129．800 �132′800 �135′800 �137′800 �154．800 �172′800 �5′300 �64′000 �ー 

M4HA川 �4 �1引′800 �1引′800 �152′800 �182．800 ��1引′800 �182．800 �165′800 �1°2．800 �185．800 �1°8．800 �170．800 �187．800 �205′800 ��99．000 �33′00・0 

ザ・リッツカールトン （デラックスルーム） �州3HAZ �3 �120′800 �127′800 �122′800 �128′800 ��127′800 �129′800 �131′800 �129．800 �1札800 �147．800 �151′800 �1砧．800 �1餌′800 �4．800 �68，000 �－ 

M4HAZ �4 �153′800 �160．800 �155′800 �1引．800 ��180′800 �182′800 �1叫．800 �1°2′800 �174′800 �柑0．800 �184′800 �199′8∞ �217′800 ��99′000 �33．000 

ザ・ベニンシユラ （メインウイング／デラックスルーム） �NほHAP �3 �122′800 �119．800 �124．800 �131′800 ��130′800 �132．800 �134．800 �132．800 �157．800 �1°3．800 �189．800 �184．800 �202．800 �4′800 �80′000 �－ 

Nl4HAP �4 �156′800 �153．800 �158′800 �1°5．800 ��1山′800 �1°‘′800 �188，800 �188．800 �197′800 �203′800 �209′800 �224．800 �242′800 ��120，000 �40′000 

ご鰍ご注意　緩圭書芸篭竺崖 ��ま空港税は含みません。香港の空港諸税（大人：2，100円、子供：不要）と福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）は日本出発前にお申し込み店にてお支払い下さい。 燃油サーチャージを含みます。※延泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく場合の1名機あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要です。（轟大旅行日数11日間まで延泊可） 

●ホテル施設・宿泊サービス・特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年7月10日撰在のものです。
●上記ホテルの各種スポーツアクティビティ・スパなどは情報提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●よ表紙の烏ご案内とご注意口欄を必ずお読み下古い。 胸と已汐一賀6



スケジュール

フリープラン 観光村プラン

＝0珊福岡発ケ（台北経由）す114珊香港着。
着後、香港に入国してフェリーターミナルへご案内
高速船にて、マカオへ。着後、ホテルへご案内。

マカオ泊□傍□ 匠亘マカオ料理　　　　　　マカオ泊□回田

圏ホテルにて
匝司自由行動
1午後又は夕刻予定l

高速船にて香港へ。

香港泊奥［コロ

圏ホテルにて
匿司世界遺産マカオ観光へ（※1）

○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、○娼閣廟、○カ
ジノ体験（※2）、○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∴エッグ到レトを試畠

匡司ポルトガル料理のブッフエ
※クラスワイン（お子様はソフトドリンク）1杯付き

l午後又は夕刻予定l高速船にて香港へ。

匠蚕北京ダック等の北京料理
［亘］シンフォニーオブライツ鑑賞（※3）香港泊重囲皿

園司ホテルにて

匿司自由行動

香港泊匪□□

圏ホテルにて
匿司香港観光とショッピング〆も

○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

匿到飲茶料理
園「潮州城」にて潮州料理広東料理

（香港料理大賞金賞受賞メニュー付き）
［：蚕］オープントップハスでネイヴンロードをドライブ

と女人街散策へ（※4）　　　香港泊画風m

園画ホテルにて
出発まで自由行動
匡園空港へ。
115＝15予定r香港発す（台北経由）ケ

120：55予定l福岡着。解散。　　厘口碑

園司ホテルにて
l朝または午軋空港へ。

111：20予定】香港発ケ（直行便）

115：25予定l福岡着。解散。

画函［コ

日本発郡等の 利用航空会社 �◆キャセイパシフィック航空　◆復路は香港ドラコン航空も選べます。 

食事 �〈フリープラン〉朝食3回、昼食0回、夕食0回 
〈観光付プラン〉朝食3回、昼食2回、夕食3回 

利用ホテル �〈マカオ〉ザ・ヴェネチアン・マカオ 
〈香　港〉ホテルが選べます。 

◇スーペリアクラス◇ハイアットリージェンシー尖沙岨◇リッツカールトン香港 

遠少催行人員 �各フラン毎に2名 �添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します。 

※航空機、現地事情によりスケジュール↓′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。

（※1）世界遺産の観光地は予告なく遺産の修復が行われご覧頂けない場合もあります。
（※2）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、

サンダルでの入場はできません。
（※3）シンフォニーオプ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力㌔

その際の返金はありません。台風シグナルが発令された場合は中止となります。
（※4）オープントップバスは、悪天候やメンテナンスの際に屋根付きのバスでのご案内や

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、予めこ了承下さい。

※ホテルのご希望・指定

はお受けできません。
尖沙唱のKHに立地。
客室もスタイリッシュ

世界一高層の　ラグジュ
アリーホテルにステイ

軒＝啓ヵ．諒手許お・二・引雛雁渦翫折瑠針か諒恕縄闇　一三を針塩酔鴫ノ′予示、、り鍋風雪・：姦橡 ����������軍費妄ぎ ��夕顔蟄瑚硝　酢わ ���ノ し軋労務 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：10，000円弓 ����������き、幼 ��代金（航空座席、へ ���ノドを利用しない2歳未満のお子様）＝20，000 ������円 �1人部屋 追加代金 � 

香港のホテル ��コースコード �日数 �A　仁＋B ��C　　‾ �D　ヰ　E ��F ��G �� �L⊥」■■■■ �� � � � � � 

スーペリアクラス ��NX4川GB �4 �118．800 �116′800 �120′800 �120′800 �124′800 �128．800 ��126′800 ��129′800 �134．800 ��135．800 ��139′800 �154′800 �196′8 �00 �50′000 �日田 仁，闇 F5′000 

ハイアットリージェンシー尖沙岨 ��NX4州GH �4 �134．800 �134′800 �135．800 �150．800 �148．800 �148′800 ��149．800 ��151．800 �149．800 ��157．800 ��189′800 �177′800 �218，8 �00 �70′000 

リツツカールトン　　　NX4仙GZ ���4 �1引′800 �189．800 �170．800 �170′800 �173．800 �178．800 ��189′800 ��178．800 �184′800 ��185．800 ��189．800 �202′800248′8 ��00 �90′000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金には空港税 ���ま含みません。香港の空港諸税（大人：2．100円、子供：不要）と福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）は日本出発前にお申し込み店にてお支払い下さい。 欺また、上記旅行代金には燃油サーチャージを含みます。※延泊はお受けできません。 



巫逗6ヨ臨㊨（J崖を）洩cA，HAYFh。．F．。長血NAA，RL．NES

3 日 間 �4 i∃ 間 �スケジュール 

キャセイパシフィック航空　　　　　　チャイナエアライン　　1 

1 �1 �匝蜃］福岡発ケ（台北経由）ケ �匝王亘重要福岡発ケ（台北乗継）ケ 

匝亘亘直］香港着。着後、香港へ入国 �圧亘亘亘重訂マカオ着。 

せずご自身で■■高速船 にてマカオへ。（約1時間） �着後、ホテルへご案内。 

マカオ着後、ホテルへご案内。 　マカオ泊□函□ �マカオ泊□㊧□ 

2 �2 �匿司自由行動。 

★マカオ観光付きブラン（昼食付）　　　　　≡l 

匡司　世界遺産マカオ観光へ。 
○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、○嬬闇廟、○マカオタワー（タワー展望台へは入場しません） 

を観光。「遠申、エッグタルト � 

匿重訂恥陣蹴鞠崇のブップエ 
※クラスワ／結べ遣手岩はジフ �津は漂わ膵紋挺 

／ 匡圏カジノ体験へご案内。観光後、ホテルへ。 

マカオ泊［コロロ 

3 �匿司自由行凱　　　　　　　　　　　マカオ泊ロロロ 

3 �4 �キャセイハソフイツク航空 �チャイナエアヮイン　　　一一■ 

匡司フェリーターミナルへご案内。 �匡司空港へご案内。 
マカオ発■■高速舶にて 香港着。香港へは入国しません。 巨亘］亘画香港発ケ（台北経由）ケ �正直画マカオ発ケ（台北乗継け 匝亘亘童画福岡着。解乱 

匝亘亘画福岡着0解乱　□□固 �［コ［コ画 

日本発着時の 利用航空会社 �◆キャセイパシフィック航空　◆チャイナエアライン 

出発日 �毎日出発 �利用ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 

食事 �匡重囲朝食0回・昼食0回・夕食0回 

最少催行人員 �2名 �添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します。 

ご案内
ご注意

※航空機、現地事情によりスケジュール・レストラン等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。

★チャイナエアライン利用の場合
※台北－マカオ間のフライトはマカオ航空または復興航空を利用します。

★キャセイパシフィック航空利用の場合
嵩マカオ入国までは、ご自身で手続きをしていただきます。

香港国際空港→空港内フェリー乗継カウンターにてこ自身でチェックイン（注）→
フェリーターミナルまで移動→フェリーでマカオへ→着後、ガイドと共にホテルへ

※お帰りは上記ルートの逆となります。

（注）香港国際空港は経由地としての扱いの為、一度入国審査をして香港に入ると戻る
ことはできません。入園審査場には行かず、乗継カウンターで手続きを行い直接　フ
ェリーターミナルへ移動してください。

※ご予約の際にパスポートデータが必要です（フェリー予約に必要）。
※香港－マカオ間のフェリーに現地係員は同行しません。
※フェリーの時間によっては、香港国際空港で2～4時間程お待ち頂くことがありま

す。フェリーの時間は最終日程表でご案内いたします。
※帰路、香漕国際空港到着後、香港の空港税の払い戻しを受けることができます。手
続きはお客様白身でお願いします。払い戻しの手続きを行われない場合は、返金は
ありませんのでご了承下さい。

キャセイパシフィック航空陣定

早鞠お申込みキャンペーン
40日前までにご予約完了の場宰

旅行代金よ。5．000円引き！

甘適用除列眉

【右記出発日】10月11－12日、11月1－2日、

12月20～21日、12月28－1月3日、

1月10－11日、3月20～21日出発

㌫ビジネスクラス席は対象外です。

※子供・幼児は対象外です。※出発の40日前の時

点でキャンセル持ちの場合、及び40日前をきって
名前の訂正、変更、出発臥ホテル、目数の変更等
が生じた場合は割引対象外となります。首；早割適

用できる席には数に限りがありますので、対象の
席が満席の場合等は割引適用外となります。

マカオ華彪

ソ誓言穿Ⅲ旧城壁●；妄言三方雲主隻跡フェリーターミナル

ポンチ16　　　●ドミニコ教会

・セナド広場ゲラン詣3品∵アンズ’ワづ

山エンベラ∫ンズ・マカオ
グランドエンベラ＿訪島ランドリ脚

Ⅲウインマカオ
鳩響廟　　　　冨MGM謡芸

融和門一　　　　冤　オリエンタ析カオ

西濃大橋マカオ・タワー

写★捷供（★）マカオ級光局

胚ホテ船
●は世界遺産です

★マカオ料理（イメージ）　　　　　　★マカオグランプリ博物蔑

タイノ音感

タイバスクエアロⅢグランドビュー

8

●　　　　ペストウェスタンタイパ
マカオ・ジョッキー・クラブ

（競馬土手）
。、十二＿－！・・オークラ・マカオ

ヴェネ謂ご遥草加

フォ‾シ‾ズン譜私署㌍

フェリーターミナル
（北安）

ネ
マカオ国際空港

グランドハイアットマカオ

【コ

●シティオブドリームズ

コンラツド・マカオ・

ロコタイセントラル

Ⅲ雪妄言壬三㍍許か
旺シエ引、ン1コタイセントラル

●ホテル施設・宿泊サービス・特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年7月10日現在のものです。

●上記ホテルの各種スポーツアクティビティ・スパなどは情報提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●ホ表紙の“ご案内とご注意”欄を必ずお読み下さい。
彪感膠隼摘


