旅行代金：
（2 名 1 室利用/おひとり様/ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ利用/税込）
燃油特別付加運賃（1,000 円）別途
日程
1 日目
３/16
（金）
3/22
（木）

スケジュール【2018 年 3 月 16・22 日出発限定 4 日間】
鹿児島空港より香港航空（HX671 便）にて空路、香港へ
鹿児島（18：00）－香港（21：00）
入国後、ツアー専用車にて香港市内へ。
香港市内到着後、ツアー混載車にてホテルチェックイン

食事

夜：－
香港（泊）

終日＞自由行動
ショッピングや散策・オプショナルツアーにて香港の休日を
お楽しみ下さい。昼食・夕食は各自お取りください。
2 日目
３/17
（土）
3/23
（金）

ご希望の方は無料にて香港市内観光へご案内致します。
朝：－
昼：－
香港市内観光（飲茶の昼食付）
夜：－
香港市内を一望できる「ビクトリアピーク」
、市民の憩いの海岸
レパルスベイ、スタンレーマーケット、地元の人々で賑わうお寺
「黄大仙」の見学とショッピング（2 件／免税店・宝石店）へ
ご案内致します。
香港（泊）

3 日目
３/18
（日）
3/24
(土)

終日＞自由行動
ショッピングや散策・オプショナルツアーにて香港の休日を
朝：－
昼：－
お楽しみ下さい。
夜：－
昼食・夕食は各自お取りください。
香港（泊）

4 日目
３/19
（月）
3/25
（日）

朝＞ホテルチェックアウト後、空港へ
午前＞香港航空（HX670 便）にて帰国の途へ
香港（11：15）－鹿児島（15：10）

南国交通トラベル おすすめツアーポイント！
・春休みにお得な旅行代金にて香港へご案内！
・鹿児島空港発着 香港航空利用らくらく
直行便プラン
・九龍半島のロケーションの良いホテルをご用意。
・ショッピングや散策が楽しめるフリータイム
■ 出発日：2018 年 3 月 16・22 日出発限定
■ 利用航空会社／香港航空（エコノミークラス）
■ 食事：朝：0 回・昼：0 回・夕：0 回
※但し香港観光お申し込みの方は昼 1 回
■ 最少催行人員／6 名
■ 添乗員／同行致しません。現地係員がご案内致
します。

朝：－
昼：機

着後＞鹿児島空港到着後、入国・税関審査。～おつかれさまでした～

◎表記時間は現地時間です。フライトスケジュールは交通機関の都合で変更になる場合があります。

◎基本旅行代金 単位：円（大人お一人様/２名１室利用/燃油特別付加運賃別/税込/子供料金 3,000 円引き）

旅行代金

ホテル名

一人部屋

朝食代（1 回）

（部屋指定なし）

3 月 16 日発

3 月 22 日発

追加代金

パンダホテル

59,800 円

55,800 円

16,000 円

1,500 円

カオルーンホテル

69,800 円

63,800 円

27,000 円

2,500 円

ザ・キンバリーホテル

71,800 円

65,800 円

29,000 円

2,500 円

【旅行代金以外に必要な経費】 燃油特別付加運賃：1,000 円、現地空港利用料・建設税：3,750 円
（2018 年 1 月 5 日現在）
（注）料金は変更になる場合がございます 。

企画・実施：

合計：4,750 円

【ホテルのご案内】
パンダホテル（スタンダードクラス）※九龍半島中部
尖沙咀から地下鉄で北に 30 分、
チュンワン地区に位置するホテ
ル。客室はソフトな雰囲気で暖か
みがある。1 階から地下 3 階まで
はショッピングモールになってお
り、ショップやレストランなども
入っており便利なホテル。リーズ
ナブルに過ごしたい方にお勧め！

カオルーンホテル（スーペリア）※九龍半島

尖沙咀の中心部
尖沙咀の中心部の絶好なロケ
ーションのホテルで DFS もハー
バーシティも徒歩圏内にあり
どこに行くにも、何をするにも
便利なのが魅力のホテルです。
客室の内装やレストランを数
年前にリニューアルし、地下に
アーケードがあり非常に便利
です。

ザ・キンバリーホテル（スーペリア）※九龍半島

尖沙咀の中心部
九龍地区の中心部、MTR 尖沙咀駅
から約 500m のところに位置する
ホテル。シックなブラウンの近
代的な建物で客室はシンプルで
誰でも親しみやすい雰囲気。ネ
イザン通りへも近く買物や観光
に便利が魅力の人気ホテル。

お客様との契約事項につきましては、本旅行条件（募集型企画旅行契約）及び別途お渡しする最終
日程にて当社の旅行業約款の定めるところによります。
（取引条件書面及び契約書書面の一部は必ず
お受け取り下さい。
● お申込金：お申し込み時にお一人様当たり 3 万円添えてお申込み下さい。お申込金は旅行費用に
充当されます。電話によるお申込みの場合は、申込みの翌日から起算して３日以内にお申込金とお申
込書をご提出下さい。この期間にお申込書とお申込金の提出がない場合は、予約がなかったものとし
て取り扱われる場合がございます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）エコノミークラス航空運賃（2）宿泊料金・税・サービス料（２名部屋に２名様の宿泊を基準と
します。）（3）送迎バス・観光バス・ガイド料金（4）旅程に明示した食事料金・税・サービス料
● 旅行代金に含まれないもの（その一部を明示します）
（１）香港空港使用料・建設税（２）航空保険料（３）燃油特別付加運賃（４）超過手荷物料金
（５）渡航手続費用・手続代行料金（4,320 円）（６）海外旅行傷害保険（７）個人的費用
●添乗員：同行いたしません。現地係員がご案内致します。

企画・実施：

観光庁長官登録旅行業第 118 号
（社）日本旅行業協会正会員
〒890-0053
鹿児島市中央町 18-1 南国センタービル 3 階
TEL：099-254-8111 FAX：099-255-4831
総合旅行業務取扱管理者：西園 大晃
●申し込み・お問い合わせ

A：特定日（4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7）に旅行を開始する旅行
B：特定日以外に旅行を開始する旅行
取消料（お一人様）
旅行契約の解除日
Ａ：特定日
Ｂ：特定日以外
旅行開始の前日より起算してさかのぼって 40 日目にあたる
旅行代金の
無 料
10％
日以降から 31 日目にあたる日まで
旅行開始の前日より起算してさかのぼって 30 日目にあたる
旅行代金の 20％
日以降から 10 日目あたる日まで
旅行開始の前日より起算してさかのぼって 9 日目にあたる日
旅行代金の 50％
以降から 3 日目にあたる日まで
旅行開始の前々日より
旅行代金の 80％
旅行開始日当日（搭乗手続き開始前まで）
旅行開始後の解除、
旅行代金の 100％
又は連絡無し不参加の場合
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での責任者です。この旅行の契約に関し
て担当者からの説明に不明な点があればご遠慮なく記載の取扱管理者へ
お問い合わせ下さい。

南国交通トラベルサービス
観光庁長官登録旅行業第 118 号
〒890-0053
鹿児島市中央町 18-1 南国センタービル 3 階
TEL：099-254-8111 FAX：099-255-4831
総合旅行業務取扱管理者：西園 大晃

