
※写真は全てイメージです。

歩く度 徒歩観光がどの程度含まれているかを3段階の歩く度数で表しています。（行程表内）

歩く度  1日の徒歩観光時間が2時間未満
 歩く度  1日の徒歩観光時間が2時間～3時間30分未満
歩く度  1日の徒歩観光時間が3時間30分以上

徒歩観光は、出来る限り連続で歩き続けることがないよう休憩などを適宜入れて行程を組んで
おります。しかしながら、歩く度３は、1日の観光において、ほぼ徒歩観光となりますことをご認
識お願いいたします。

宿泊ホテル

上海べ
る遊

4日間

客室一例

ザ・ロンジモント上海クラウンプラザ上海

上海中心地の延安西路（江蘇路交差口）に位置。シック
で落ち着いた雰囲気の室内は全室約42㎡以上の広さ。
無料ハイスピードインターネット（有線及び無線）と42
インチのプラズマ・テレビやビジネス用デスクを完備。

割安価格が魅力のデラックスホテル。淮海路、徐家
匯、虹橋のほぼ中間という動きやすい立地。レストラ
ン、ジム、プール、ビジネスセンターなど各種施設も完
備しています。

地下鉄11号線
「江蘇路」駅から

徒歩約15分

上海ディズニーリゾートまで

地下鉄１1号線で乗換えなし／
約４7分

地下鉄11号線
「交通大学」駅から

徒歩約７分

上海ディズニーリゾートまで

地下鉄１１号線で乗換えなし／
約４4分

デラックスクラスホテルデラックスクラスホテル

メリーホテル

スーペリアクラスホテル

中山公園と静安公園の中間に位置するスーペリアク
ラスホテル。最寄りの地下鉄駅からは11号線を使って
ディズニーリゾートや南京路、浦東などの他、空港まで
もアクセスが出来て便利です。

地下鉄11号線
「江蘇路」駅から

徒歩約10分

上海ディズニーリゾートまで

地下鉄１1号線で乗換えなし／
約４7分

上海随一の
繁華街 南
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灘
欧風建築が並ぶ
ビュースポット

本国のディズニーワールドに次ぐ規模を誇る
巨大テーマパーク。「ミッキーアベニュー」や
「トレジャーコーブ」など上海オリジナルの
テーマランドを含めた6つのエリアがあります。
また「エンチャンテッド・ストーリーブック・
キャッスル」と名付けられたお城は、高さ
60mとディズ二ー史上最大！最新鋭の
アトラクションの数々をお楽しみください。

上海ディズニーリゾートまでの往復の送迎は付いて

おりません。地下鉄等の公共機関をご利用の上、ご

自身でご移動ください。

（市内中心から約45〜60分程度）

上海迪士尼楽園　Shanghai Disneyland®

上海市内1日観光3日目

上海ディズニーリゾート2日目

新旧の魅力あふれる

上海の人気スポットへご案内！

田
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豫
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園 商 城

上海博物館

計5回の
食事付ギャラリーや雑貨店等が

密集するお洒落な路地裏街

国宝級の文物も展示

2016年
6月オープン！

トゥモローランド

1DAYチケットをお渡しします！

ⒸDisney

客室一例

蘇州麺

1人前／イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

客室一例

1DAY

チケット付 上海ディズニーリゾートで遊ぼう！

松山空港利用促進協議会企画（事務局：愛媛県国際交流課）

上海ディズニーリゾートで遊ぼう！ 遊べる上海 4日間
歩く度 少し歩く 歩く かなり歩く ※詳細は、裏面をご参照ください。

日程 スケジュール・食事・宿泊地（●入場観光、◎下車観光）

1
松山空港（13：05）発  （直行）
上海（浦東）（13：50）着　着後、現地係員がホテルへご案内します。  上海泊

2

終日：自由行動

 上海ディズニーランド1DAYチケット付！ （ご利用は2日目になります。）
※ 上海ディズニーリゾートまでの往復の送迎は付いておりません。地下鉄乗車にも使える

　「イーカートン」（10元分）をお渡ししますので、お客様ご自身でご移動ください。

※入場時には本人確認の為、身分証（パスポート）原本が必要です。必ずご持参ください。　    上海泊

3

 上海市内1日観光  へご案内します。
中国三大博物館の１つ●上海博物館、欧風建築が並ぶ◎外灘、
賑やかな◎南京路へご案内します。
＜昼食＞あっさりした蘇州麺　
昼食後、レトロな◎豫園商城、●中国茶店（試飲付）、
お洒落な路地裏街◎泰康路田子坊散策へご案内します。

＜夕食＞上海料理 歩く度   上海泊

4
現地係員が空港へご案内します。（朝食は朝食BOXとなります）

上海（浦東）（09:15）発  （直行）
松山空港（12：10）着　着後、解散  

※ご旅行条件は裏面を参照ください。

￥59,800〜￥79,800
上海ディズニーリゾートで遊ぼう！ 遊べる上海 4日間／中国東方航空利用／大人お１人様／2・3名1室利用時／

松山発着／燃油サーチャージ含む ※海外空港諸税が別途必要です。
ⒸDisney

エンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスル

上海市内１日観光と5回の食事付

パンフレット有効期限 2017年5月20日〜7月30日

松山発／M-SHA5-2-1

中国東方航空
で行く！

2017年6月▶2017年9月



共通のご案内　※お申し込みの際、必ずお読みください。（その他詳細は『お申し込み前のご案内とご注意』をご確認ください。）

日本国籍の方のビザ（査証）について

● 中国：日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：15日以内の観光・商用・通過・
知人訪問が目的の場合。中国入国時に有効期限が6ヶ月以上必要。

現地危険情報･衛生情報

● 渡航先（国又は地域）によっては外務省危険情報など安全関係の情報が
出されている場合がありますので、外務省ホームページ

　（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認ください。
●渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染

症情報」ホームページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認ください。
●旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わる情報をメール等で受

け取れる外務省のシステム「たびレジ」への登録をおすすめします。
（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）

買い物についてのご注意

●買い物の際は、ご自身の責任で購入してください。

燃油サーチャージ

旅行代金には、燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、
一定の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）が含ま
れています。お申込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃
止又はかからなくなった際も旅行代金に変更はございません。また、為替レート
の変動による過不足についても追加徴収またはご返金はいたしません。

旅行代金に含まれない費用について

国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税、海外旅行保険・
日本国内における移動費・過剰手荷物料金・傷害、疾病に関する医療費・渡航
手続き関係諸費用（旅券取得費用/査証料/予防接種料金など）・オプショナ
ルツアー代金・お客様がコース内容以外に希望された手配（食事など）。

空港諸税等について

●旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空
券発券時に徴収することを義務付けられているもの（下記参照）は旅行
代金とは別にH.I.S.にて代行受領させていただきます。

●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる
場合があります。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後
日清算いたしません。

●下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております（10円
未満切り上げ）。請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算
となり、それ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。

○共通事項　※（ベッドなしお子様代金）ご旅行帰国日までの年齢が2歳以上12歳未満のお子様で、大人2名様以上と同伴同室で、ベッド・食事を利用さ

れない場合に限り、お子様最大2名様まで適用になります。　※（ベッドありお子様代金）ご旅行帰国日までの年齢が2歳以上12歳未満のお子様で、大

人1名様以上と同伴同室で、ベッド・食事を利用する、お子様最大1名様まで適用になります。　※（幼児代金）ご旅行帰国日までの年齢が2歳未満のお子

様で、大人2名様以上と同伴同室で、航空座席は使用されず、ご宿泊はベッドを使用されず、食事を必要とされない場合に適用になります。

■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（2017年5月10日現在）

国 名 税の名称 対 象 都 市 税 額（現地通貨） 日本円目安額 子 供 幼 児

中国 空港税 国際線出発 ＊ ＊ ＊ 90元 ￥1,700 不要 不要

■時間帯の目安

早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

04：00〜 06：00〜 08：00〜 12：00〜 13：00〜 16：00〜 18：00〜 23：00〜

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

スケジュール表内のマークの見方

 ／飛行機　  ／飛行機（機中泊）    ／列車　  ／専用車

  ／バス　  ／船

◯共通事項　※ベッドありお子様代金とは、ご旅行帰国日までの年齢が2歳以上12歳未満のお子様で、大人2名様

以上と同伴同室で、ベッド・食事を利用する、お子様最大2名様まで適用になります。　※ベッドなしお子様代金とは、

ご旅行帰国日までの年齢が2歳以上12歳未満のお子様で、大人2名様以上と同室同伴で、ベッド・食事を利用され

ない場合に限り、お子様最大2名様まで適用になります。　※幼児代金とは、ご旅行帰国日までの年齢が2歳未満の

お子様で、大人2名様以上と同伴同室で、航空座席は利用されず、食事を必要とされない場合に適用になります。た

だし、幼児が航空座席を使用する場合は、「お子様代金」が適用されます。

旅行条件書（要旨）　※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください

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。

4.その他

（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） 渡航先の「海外危険情報」をご確認ください。海外安全ホームページ　http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
（4） 渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」
　   ホームページ(http://www.forth.go.jp/)でご確認ください。

（5） 旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム「たびレジ」への登録を
   　おすすめします（https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/）

（注1）特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7　（注2）本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条三項
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。

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。

旅行代金の額

30万円以上

15万円以上30万円未満

15万円未満

申込金（お1人様）

60,000円以上旅行代金まで

30,000円以上旅行代金まで

20,000円以上旅行代金まで

40日前以降～31日前以前

30日前以降～3日前以前

2日前（前々日）～当日の旅行開始前

旅行開始後または無連絡不参加（注2）

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行代金の10％

旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

特定日に
開始する旅行（注1）

特定日以外に
開始する旅行

無料

●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下さい。

弊社のサービス・対応に関しましてお気付きの点、ご意見等ございましたら下記、お客様相談室までご連絡下さい。

（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室 TEL.０6-6133-0320 （平日10：00～18：30 土曜11：00～16：30 日・祝はお休みとさせて頂きます）

http://www.his-j.com/chu

〒530-8215
大阪市北区梅田3丁目4番5号　毎日インテシオ15階

観光庁長官登録旅行業第724号

〈ご旅行条件〉　◆日本発着時利用航空会社：中国東方航空　◆添乗員：なし（現地係員）　◆最少催行人数：2名

◆お申込・参加資格：お申込及び参加は2名様以上になります。1名様での参加はお受けできません。

◆減延泊：不可　◆食事条件：朝3・昼1・夕1（機内食除く）　◆利用ホテル：代金表参照 ※ホテルランク/グレード

は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。　◆お子様代金・幼児

代金：代金表参照（適用条件は下記共通事項をご覧ください。）　◆旅程管理上、往復の送迎・観光をはずしてのご

予約は承れません。　◆フライトスケジュールは2017年5月10日現在となります。航空会社の都合により予告なく

変更となる場合がございます。　◆別紙「お申込み前のご案内とご注意」を必ずお読みください。

※行程・観光の時間はあくまでも目安であり、最終的な確定時間は当日ガイドがご案内します。　※日程中の送迎、

観光及び食事はほかのグループのお客様と一緒になる場合があります。 ※悪天候や自然災害によりツアーの一部

をご案内できない場合もございます。この場合は変更補償金の支払い対象となりません。

上海支店＆ツアーデスクが

お客様を万全サポート！

無料で使えるインターネット

ソフトバンク、au、ドコモの携帯充電可能

無料ドリンク
コーナー

「南京東路」駅から徒歩約5分ほどにある
H.I.S.上海支店では24時間日本語サポートで
あなたの旅をバックアップします。

●月曜日～土曜日 
　09：30～18：00までOPEN

H.I.S.上海支店

 旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。 （詳細は下記「共通のご案内」参照）

※海外空港諸税が別途必要です。（詳細は下記「共通のご案内」参照）

上海ディズニーリゾートで遊ぼう！ 遊べる上海 4日間　基本プラン旅行代金（大人お1人様／2・3名1室） 単位：円

利用ホテル（部屋タイプ）
レイフォントダウンタウン

(スタンダードルーム)

メリーホテル
(部屋指定なし)

クラウンプラザ上海
(スーペリアルーム)

ザ・ロンジモント上海
(デラックスルーム)

ツアーコード MC-OSP0280 MC-OSP0281 MC-OSP0282 MC-OSP0283

 7月  21 59,800 64,800 66,800 69,800

 8月  18 62,800 67,800 69,800 72,800

 6月  30、  9月  1 64,800 69,800 71,800 74,800

 6月  23、  9月  8・22 69,800 74,800 76,800 79,800

1人部屋追加代金 25,000 32,000 35,000 40,000

ベッドありお子様代金・ベッドなしお子様代金：設定なし（大人と同額） ／ 幼児代金：一律 ¥15,000

（注1）お部屋を1人で利用される場合は1人部屋追加代金が必要です。他の方との相部屋はお受けできません。　


