有効期限

2018年4月6日（金）〜 6月10日（日）まで

2018年6月29日（金）出発

水中写真家 鍵井靖章さんといく

フォトクリニック＆コンテスト付き
サイパン4日間

インスタや
SNS映えの
空前絶後の1枚を
撮ろう！

©Yasuaki Kagii
サイパンラウラウビーチ
（イメージ）

TOUR POINT
滞在中に撮った写真をもとに鍵井さんのトーク＆解説で学ぶ

フォトクリニック付フォトコンテスト開催！
コンデジから一眼デジタルまでツアー参加ＯＫ！
楽しく写真を撮りながら鍵井さんを囲む。カメラレンタルも数台ご用意ございます。
詳しくはスタッフまで。

S2クラブ利用

5ダイブ付き！
（2日目）
：2ボート+1ビーチダイブ （3日目）
：2ビーチダイブ

一人旅でも大丈夫

夕食はみんなでたのしもう！

鍵井靖章 Yasuaki Kagii
1971年、
兵庫県生まれ。水中写真家。
世界中の海をフィールドとし、
様々な事象の撮影に
取り組む。また、
自然のリズムに寄り添い、
生き物にできるだけストレスを与えないような撮影
スタイルを心がける。2011年3月11日の東日本大震災
以降は、
岩手県の海を定期的に記録している。
TV、
ラジオなどのメディア出演、
写真集などの著作、
受賞歴など多数。

2日目の夜は懇親会、3日目の夜は打ち上げ付き。
3日目にドレスコードを設定。ドレスコードは全身白でお願いします！

はじめての海外旅行でも安心

H.I.S.スタッフが同行！
H.I.S.ダイビング担当スタッフが成田空港から同行。
ユナイテッド航空利用のグアム乗継ぎもサポートいたします。

スケジュール
成田（11：00）発

宿泊ホテル
フィエスタリゾート ＆ スパ サイパン

グアム(15:40〜15:50)着

※同行スタッフとグアムでお乗り継ぎ。

6/29
(金)

グアム(16：45〜20:30)発

サイパンの繁華街、ガラパン地区の
中心にあり、買い物やお食事が
徒歩圏内で済ませられる好立地です。
ホテル内には
H.I.S.サイパン支店もあります。

サイパン（17：35〜21:20）着

着後現地係員がホテルまでご案内致します。

サイパン泊

2ボート+1ビーチダイブ【ダイビング運行業者：S2クラブサイパン】
※レンタル器材が含まれておりません。
（フル器材代：7500円/1日あたり）

6/30
(土)

※各種レンタル取り揃えております。カメラ・ダイビングコンピューターなど
（但し数に限りがございます。ご希望の方はご予約時にご確認下さい。)

夕方： 懇親会（ドリンク代別） 鍵井さんを囲みましょう！

★市内中心まで徒歩5分〜10分
★サイパン国際空港から車で約20分

【昼/夕】
サイパン泊

今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は
かからなくなった際も旅行代金の変更はございません。
国内空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要です。

燃油サーチャージ含む

鍵井さんのトーク＆解説で学ぶフォトクリニック付フォトコンテスト
夕方：打ち上げパーティー（ドリンク代別）

※3日目にドレスコードを設定します。
ドレスコード日は全員、
全身白でご参加をお願いします。

7/2
(月)

30 ,000円

一人部屋利用追加代金（相部屋不可）
早期申込み割引

グアム(09:30)着

4月30日までの予約で

5 ,000円引き

【旅行条件】
■日本発着時利用航空会社：ユナイテッド航空
（エコノミークラス）
■添乗員：同行
（1名）
■最少催行人数：15名■食事：朝0回、昼2回、夕2回
（機内食除く）
■減延泊不可
■利用ホテル：フィエスタリゾート＆スパ サイパン
（部屋指定なし）

※同行スタッフとグアムでお乗り継ぎ。

グアム(11:55〜13：05)発

189 ,000円

サイパン4日間／大人お１人様／2・3名１室利用時

【昼/夕】
サイパン泊

現地係員とともに空港へ。
サイパン（08:40）
発

©マリアナ政府観光局/MVA
ホテル外観
（イメージ）

旅行代金 2018年6月29日（金）出発

2ビーチダイブ【ダイビング運行業者：S2クラブサイパン】

※減圧の関係上、
帰国日前日のダイビングは必ず午前中までのエキジット
（ダイビング
終了）
となります。

7/1
(日)

Fiesta Resort & Spa Saipan

成田（14:55〜16:00）着

注意事項 ※参加条件に関してはオープンウォーター Cカード取得済みの健康な方に限ります。※リフレッシュダイブは事前に日本にてお済ませの上、ご出発下さい。※子供割引：なし※送迎、ダイ
ビング船は他のお客様と混乗となります。※空港及びホテルでのチェックイン、チェックアウトはお客様ご自身で行っていただきます。※旅行代金は大人2〜3名1室利用時のお客様お1人
あたりの旅行代金となります。※3名1室のご利用はベッドの台数の確約ができません。※フライトスケジュールは2018年3月29日現在のものとなります。航空会社の諸事情などにより、予告なく
変更となる場合がございます。※航空機の座席はエコノミークラスを利用いたします。航空機内における座席指定はお受けできません。※日程表記載以外の便の利用や時間が変更になる場合がござい
ます。必ず最終日程表で確定便、時刻をご確認ください。※当日の天候により欠航する場合もございます。運送期間の欠航、運休により延泊されたり他の交通機関を利用された費用につきましてはお
客様のご負担となります。※こちらのツアーは満席などの理由により募集期間内でも販売を終了させて頂くこともございます。※パスポートの残存有効期限の不足、および査証（ビザ）の不備等には
十分ご注意下さい。※サイパン・グアム入国に際し、あらかじめESTA（アメリカ電子渡航認証）の取得があるとスムーズな入国ができる場合がございます。今回のツアー参加時には事前にご取得をお
願い致します。※本ツアーに関するすべてのイベントの模様は写真・映像資料・商品として使用する場合がございます。また、テレビ、雑誌などのメディア取材、WEBサイト、ツアーパンフレット等
に掲載される場合がございます。この場合の肖像権の使用につきましてはイベントの内容を包含するものとして、すべて主催者（イベント企画）に帰属します。予め肖像権の放棄をご了承ください。

共通のご案内 ※お申込みの際、必ずお読みください（詳しくは、Ciao パンフレット最新号にてご確認ください）
日本国籍の方のビザ（査証）について
燃油サーチャージについて
・北マリアナ諸島日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：日本出発日にパ ・旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後の航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又はかからな
スポートの有効期限が帰国日まで。かつ、観光目的で90日以内の滞在。 くなった際も旅行代金の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分については追加徴収または返金はい
・日本国籍以外の方は、上記とは異なります。ご自身にて自国及び渡航 たしません。尚、成田空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。
先の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせのうえ、必要な手続き
空港諸税等について
をお済ませください。
・旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税のうち、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は
現地安全情報・衛生情報
旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。
。また航空券発券
・渡航先（国又は地域）によって外務省安全情報など安全関係の情報が ・日本円目安額は、2018年2月9日現在のIATA公示レートを参考に算出しています（10円未満は切り上げ）
出 さ れ る 場 合 が あ り ま す の で、外 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ 時に徴収される航空諸税額が予告なく増減・新設された場合、徴収額を変更する場合がありますが、レートの変動による過不
足が生じても追加徴収・返金は致しません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを頂いた時点での換算となります。
（http://www.anzen.mofa.go.jp）などでご確認下さい。
・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
■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
（2018年2月9日現在）
感染症情報」ホームページ（http://www.forth.go.jp/）ご確認下さい。
国名

お買い物についてのご注意
・お買い物に祭しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

日本

■時間帯の目安

マリアナ
諸島

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〜

税・料の名称

成田国際空港施設使用料
成田空港旅客保安サービス料
入国審査料
航空保険料
空港施設使用料

税・料額（現地通貨）

大人：¥2,090 子供：¥1,050
¥520（大人・子供同額）
$7.00
$5.60
$4.50

対象

日本円目安額

子供

幼児

国際線出発
国際線出発
国際線到着
国際線到着
国際線到着

¥790
¥640
¥510

対象
対象
対象
対象
対象

不要
不要
対象
対象
不要

旅行条件書（要旨）※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。
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。
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

申込金（お1人様）

30万円以上
15万円以上 30万円未満
15万円未満

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

３ 取消料
４ お客様の確認事項
現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要
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 （１）
否などをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、
旅行契約を解除出来ます。
ビザをご用意ください。
特定日：4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7
渡航先の
「海外安全情報「
」海外感染症情報 」
のご確認、
および
「たびレ
旅行契約の取消日
特定日に
特定日以外に （２）
旅行開始日の前日から起算して
開始する旅行
開始する旅行
ジ」
のご登録をお願いします。
海外安全ホームページ http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
無料
旅行代金の10％
40日前〜31日前
感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/
旅行代金の20％
30日前以降〜3日前以前
たびレジ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
2日前〜旅行開始日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100％

【オプショナルツアー取消料】
催行日前日から起算して3日前（土・日・祝除く）
より100%

５ 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）
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）

●お申し込み・お問い合わせ

東京
横浜

スポーツイベントセクション
03-5360-4681
045- 410 -1571

詳しくはホームページをご覧ください。

http: //www.sports-his.com

＜営業時間＞月〜金曜／ 11:00 〜 19:30 土曜／ 11:00 〜 18:30 日曜・祝日／ 11:00 〜 18:00
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル1F 総合旅行業務取扱管理者 生岡 陽
＜営業時間＞月〜土曜・ 日曜・祝日／ 11:00 〜 19:00
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11F

総合旅行業務取扱管理者

森 雅弘

●旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第724号

〒163-6029 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 オークタワー 29階

弊社のサービス・対応に関しましてお気付きの点、ご意見等がございましたら、お客様相談室にご連絡下さい。【お客様相談室】03-5908-2505（平日/10：00〜18：30 土曜/11：00〜16：30）※日・祝はお休みとさせていただきます。

