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友旅ニューヨーク
楽しい時も、辛い時も一緒に過ごした
家族みたいに大切な存在です。

2017.02～2017.04
出発掲載

羽田発 USA021-A

2016年12月27日
～2017年1月31日

パンフレット有効期限

楽しい時も、辛い時も一緒に過ごした

背景画像：夜のニューアムステルダム劇場

出世払い
旅行代金

・支払月までの手数料はH.I.S.が負担！
・お支払いは最大7ヶ月後でOK！
・詳しくは各営業所スタッフまで！

大学
4年生
必見

電話/来店受付
12/27㊋ 電話

受付11:00
来店
受付12:00

来店受付の場合、すでに売切れの場合が
ございます。予めご了承下さい。（注）

第2弾  2017年1月3日（火）～1月 31日（火）

－日付限定・特別プラン－

通常見学できない
ミュージカル劇場のバックステージ

へご案内！

2/18、3/4・18、4/29の日付限定で通常見学できないミュージカル劇場のバックステー
ジへご案内！ミュージカルを鑑賞するだけでは体験できない劇場の裏側が見学できます！
1903年に建てられ、ブロードウェイの中で最も古く歴史のある劇場の一つでもあるニュー
アムステルダム劇場。内装も素晴らしく、豪華で雰囲気があります。過去には「ライオン・キ
ング」、「メリー・ポピンズ」、そして現在は「アラジン」と日本人にも親しみが深いミュージカ
ルを上演した劇場の裏側をお楽しみください。

バックステージツアーの後は、人気ミュージカルを鑑賞しよう！（別途代金）
＜演目一例＞アラジン　「アラビアンナイト」の物語を元に、不思議なランプを手にした若者が、愛す
る人を守るため冒険に挑む姿を描いたディズニー映画をブロードウェイ化！ブロードウェイのために
作られた音楽にも注目してお楽しみ下さい。
●ニューアムステルダム劇場　●コード：MTALA　●$190～　●年齢制限：4歳以上　●月曜休演
●開演時間：火・木…19：00～、水…13：00～/19：00～、金…20：00～、土…14：00～/20：00～、日…13：00～/18：30～
●運行事業者：H.I.S. International Tours Inc.　●取消料：お申込みと同時に100％の取消料が
発生します。

＜注意事項＞※ミュージカル劇団の都合により、見学できる場所・スケジュールは予告なく変更と
なる場合があります。予めご了承ください。※英語のツアーに参加いただきますが、日本語ガイド
が同行させて頂きます。所要時間は約1時間かかります。※集合時間は、9：45（3/18は8：45）に
なります。集合時間までにお越し頂けない場合、ツアーにご参加出来ない場合があります。集合場
所のニューアムステルダム劇場まではお客様ご自身でお越しください。 ID確認のため、パスポー
トをご持参ください。  ※ツアーでは楽屋には入りません。
※バックステージツアーにはミュージカル観賞（ミュージカル チケット代金）は含まれておりませ
ん。ミュージカル観賞をご希望の方は別途ミュージカル チケットの購入が必要となります。

おすすめポイント
●個人では決して体験できない特別なツアー
●H.I.S.のお客様には日本語ガイド付！
●実際に使われた「ライオンキング」の被り物、
　「メリーポピンズ」の衣装などを実際に身に着けて写真撮影！
●運が良ければあればステージの上に乗って
　ブロードウェイデビューも！？
　（公演の準備により上がっていただけない場合もございます）

タイムズスクエアが目の前という好立地。ホテ
ルは近代的な造りで、フロントから45階までの
吹き抜けスペースは圧巻。最上階にはマンハッ
タンの美しい夜景を臨む360度回転式のレスト
ラン「THE VIEW」もあります。
※18歳未満同士の宿泊不可

53rd Stと54th Stの間、6th Aveに位置し、5番
街、セントラルパーク、ブロードウェイとどこへ
も徒歩圏内で立地抜群。レストランやショップ
も充実。客室は広くシックで落ち着いた雰囲気。
※３名１室利用、18歳未満同士の宿泊不可

3/31までに出発のお客様限定！朝食付＆
ホテル内でのWi-Fi無料！（1部屋2名様まで）

ラグジュアリークラスホテル（注1） デラックスクラスホテル（注1）
ニューヨーク・マリオット・マーキース

タイムズスクエア目の前！立地抜群利用ホテル一例
さらに！

ご宿泊
は

ニューアムステルダム劇場のバックステージ（舞台裏見学）ツアー

バックステージツアー（イメージ）

バックステージツアー（イメージ）

客室一例 客室一例

バックステージツアー（イメージ）

利用ホテル一例 ホテル内にツアーラウンジがあり安心

ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン



日本国籍の方のビザ（査証）について

現地安全情報・衛生情報

お買い物についてのご注意

・�渡航先（国又は地域）によっては外務省安全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）�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感染症情報」ホームペー
ジ��（http://www.forth.go.jp/）�でご確認下さい。

・�お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

■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〜

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。

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)

４�お客様の確認事項
（１）�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、ビザをご用意ください。
（２）�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/
� 感染症情報ホームページ�http：//www.forth.go.jp/
� たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

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（お一人様）
30 万円以上 60,000 円�以上旅行代金まで

15 万円以上�30 万円未満 30,000 円�以上旅行代金まで
15 万円未満 20,000 円�以上旅行代金まで

旅行契約の取消日��
旅行開始日の前日から起算して

特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

40日前〜31日前 旅行代金の10％ 無料
30日前以降〜3日前以前 旅行代金の20％
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％

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。�����
特定日：4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7

【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%

・アメリカ合衆国へ渡航される日本国籍の方の場合、帰国日まで有効期間を有するパスポー
トが必要となります。また以下の条件を全て満たす場合であればビザ（査証）は不要となりま
す。
（ア）観光目的で90日以内の滞在の場合、（イ）アメリカ隣接国以外への往復航空券を入国時
に所持し、提示できる事、（ウ）Eパスポート（IC旅券）を所持している事、（エ）その他「米国査
証免除プログラム」の条件を満たしている事�
（注）2009年1月12日以降、日本国籍の方はアメリカ入国の際にESTA（アメリカ電子渡航
認証システム）の登録が必要となります。詳しくはhttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/をご
確認ください。エイチ・アイ・エス東日本ビザセンター（03-6863-3790）にてESTAの代行
登録【コード：ＶＵＳ】を受け付けております。※2016年1月21日、米国はビザ免除プログラ
ムの改訂及びテロリスト渡航防止法の施行を開始しました。詳細につきましては、米国大使館
ホームページをご参照いただくとともに、情報の推移にご注意ください。
■代行申請代金：6,000円（1名様あたり／消費税込み）※代行登録にはパスポートが必要で
す。※その他詳細はＣｉａｏパンフレット最新号にてご確認ください。※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、必要な手続きをお済ませください。

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。

共通のご案内 　※お申し込みの際、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）
燃油サーチャージについて

セキュアフライトプログラムについて

空港諸税等について
・�表示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は旅行代金と合わせて日本円にてお
支払い下さい。
・�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致しません。
・�日本円目安額は日本円徴収額は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。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

・�旅行代金に燃油サーチャージはかかりません。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージが適応され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。

●米国運輸保安局の求めにより、米国発着便をご利用のお客様はパスポート記載のお名前、
生年月日、性別、レドレスナンバー（該当される方のみ）を航空会社へ報告する必要がありま
す。ご予約時に正確な情報を担当にお申し出下さい。

観光庁長官登録旅行業第 724号 JATA正会員 
〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29階

旅行企画・実施

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づきの点、ご意見等ございましたら
下記、お客様相談室までご連絡ください。

（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.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頂きます）

※フライトスケジュールは2016年12月8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ありますので予めご了承下さい。 ◆日本発着時
利用航空会社：全日空　◆食事：なし（機内食除く）　◆添乗員：なし 現地係員　◆最少
催行人数：1名（※但し、1人部屋は別途追加代金が必要。相部屋不可。）　◆減延泊不可
◆利用ホテル：エコノミークラスホテル：ペンシルバニア等、スタンダードクラスホテ
ル：ホリディインミッドタウン57THストリート等。ホテル指定時は旅行代金表参照 
※エコノミークラスホテル・スタンダードクラスホテルの詳細はCiaoパンフレット「ア
メリカ」最新号にてご確認の上お申込み下さい。　◆子供割引：なし　◆幼児旅行代
金（２歳未満のお子様で航空機座席・ベッドを利用しない場合）：51,000円（燃油サー
チャージは必要ありません。国内空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別
途必要です。）　※その他詳細は、Ciaoパンフレット「アメリカ」最新号に準じます。但
し、特別商品の為、パンフレット掲載の早期割引・特典等は対象外となります。ご不明
点は各営業所スタッフまでお問い合わせ下さい。※現地連絡先・電話番号は最終日程表
にてご案内致します。※掲載商品のお申し込み有効期限は2016年12月27日～2017
年1月31日となります。掲載商品は適用期間内でも満席になり次第販売終了となりま
す。また、適用期間内に満席にならない場合は、適用期間終了後も継続をして販売をす
ることがあります。※出発日により、ご出発の40日前までに全額入金が必要となる場
合がございますので、ご了承ください。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。

友旅ニューヨーク 5・6・7日間

1 1 1

羽田（10：20）発 a（直行）
空路、日付変更線を通過してニューヨークへ。

 日付変更線通過 
ニューヨーク（09：30～10：05）着。
着後、係員がホテルへご案内致します。混乗送迎となります。
チェックイン時間はホテルによって異なります。お客様ご自身
にてチェックイン手続きをお願いします。  【ニューヨーク泊】

2
・
3

2
〜
4

2
〜
5

終日：自由行動。
滞在中1回、ミユージカルのバックステージツアーへご案内

 【ニューヨーク泊】

4 5 6

チェックアウトは午前中となります。
お客様ご自身にて空港へ。（空港までの交通費はお客様負担）
お1人様+8,000円で復路送迎可能！（1名参加時は倍額必要）

※混乗送迎となります。【コード：TRDAJ#】
ニューヨーク（16：55～18：05）発 a
空路、日付変更線を通過して帰国の途へ 【機中泊】

 日付変更線通過 
5 6 7 羽田（21：00）着　着後、解散となります。

（注1）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。　（注）掲載の商品はオンライン受付もございます。　※掲載商品はH.I.S.東日本店舗での販売となります。
ご予約はお1人様(1グループ)につき1店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご予約はご遠慮下さい。

■旅行代金表　友旅ニューヨーク 5・6・7日間（大人お1人様/2・3名1室（ヒルトン指定時2名1室）利用時）単位：万円

利用ホテル エコノミー
クラスホテル 

スタンダード
クラスホテル 

ニューヨークヒルトン・
ミッドタウン

マリオット・
マーキース

部屋カテゴリー 部屋指定なし 部屋指定なし 部屋指定なし 部屋指定なし

ホテルからの
嬉しいおもてなし - 滞在中、ホテル内

でのWi-Fi無料

1部屋２名様まで
滞在中、ホテル内での
Wi-Fi無料＆朝食付

（～3/31出発限定）
-

1部屋あたりの収容人数 2・3名1室利用可 2・3名1室利用可 3名1室利用不可 2・3名1室利用可
年齢制限 18歳未満同士の宿泊不可
旅行日数 5日間 6日間 7日間 5日間 6日間 7日間 5日間 6日間 7日間 5日間 6日間 7日間

ツアーコード
（TC-PNT0021-FE2__) E5 E6 E7 S5 S6 S7 N5 N6 N7 M5 M6 M7

2/14 - - 15.2 - - 16.2 - - 20.9 - - 21.6
2/15 - 13.6 15.2 - 14.6 16.2 - 17.9 20.9 - 17.9 21.6
2/16 15.9 16.6 18.2 16.6 17.4 19.2 18.9 20.9 23.2 18.4 22.9 26.2
2/17 11.9 12.6 14.2 12.6 13.4 15.2 15.4 16.9 20.2 16.9 20.9 26.2
2/28 - - 16.2 - - 18.2 - - 23.2 - - 23.6
3/1 - 20.4 21.6 - 21.9 24.6 - 24.9 28.6 - 23.9 29.2

3/2・3 17.9 19.4 20.6 19.4 20.6 23.6 20.6 23.4 26.2 20.4 22.4 24.6
3/14 - - 18.4 - - 20.4 - - 23.4 - - 23.9
3/15 - 16.4 18.4 - 18.4 20.4 - 20.9 23.4 - 20.9 23.4

3/16・17 13.9 14.9 16.9 14.9 16.9 18.9 16.4 19.4 21.9 16.9 19.4 20.9
4/25 - - 37.2 - - 40.2 - - 42.2 - - 42.2
4/26 - 35.9 37.2 - 38.9 40.2 - 39.9 41.2 - 42.9 42.2
4/27 32.9 35.9 37.4 35.9 38.9 40.4 36.9 39.9 41.4 38.9 41.9 42.4
4/28 29.9 32.9 34.4 32.9 35.9 37.4 33.9 36.9 39.4 35.9 37.9 39.4

1人部屋追加代金
＜上段：2月出発、
下段：3・4月出発＞

4.0 5.0 6.5 5.0 7.0 8.0 7.0 9.5 11.5 7.5 11.5
14.6

6.0 7.0 8.5 7.0 9.0 11.0 8.6 10.5 12.5 9.0 12.0

■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（現地通貨はUSドル）�� （2016年12月8日現在）
国名 税・料の名称 �税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本
羽田国際空港施設使用料 大人：¥2,570　子供：¥1,280 国際線出発 - 対象 不要
羽田国際空港施設使用料 大人：¥1,000　子供：¥600 国際線から国際線への同乗乗継 - 対象 不要

羽田空港旅客保安サービス料 ¥100�（大人・子供同額） 国際線出発 - 対象 不要

アメリカ
合衆国

国際通行料 $17.70 国際線出発 ¥2,070 対象 対象
国際通行料 $17.70 国際線到着 ¥2,070 対象 対象

動植物検疫使用料 $5.00 国際線到着 ¥590 対象 対象
入国審査料 $7.00 国際線到着 ¥820 対象 対象
税関審査料 $5.50 国際線到着 ¥650 対象 対象
国際通行料 $16.30 アメリカからの国際線出発/到着旅客に適応 ¥1,910 対象 対象

米国連邦セグメント使用料 $3.80 国内線旅客 ¥450 対象 対象

空港施設使用料 $3.00 国際線到着〈ジョン・Ｆ・ケネディ空港、ニュー
アーク空港〉 ¥360 対象 無料

空港施設使用料 $4.50
国際線到着〈アトランタ、ワシントン（ダレス空港
/ナショナル空港）、ダラス、ロサンゼルス、デト
ロイト、ミネアポリス、シカゴ（オヘア空港）、シ
アトル、サンフランシスコ、ヒューストン〉

¥530 対象 無料

米国民間航空保険料 $5.60 国際・国内線搭乗ごと（乗継・経由も対象） ¥660 対象 対象

旅行代金には燃油サーチャージはかかりません。今後、航空会社の申請により燃油サー
チャージが適応されて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
及び海外空港諸税が別途必要となります。

旅行代金は燃油サーチャージかかりません


