ライオンズクラブ

国際大会第57回東南アジア大会
【海南島】
ヒルトン海口ホテル 宿泊！！

ヒルトン海口

ホテル内BAR
BLU Bar

5つ星ホテルで眺望の良いお部屋をご用意しました！
11月16日（金） ヒルトン海口ホテルにて
19時（予定）より３３３E地区ガバナーを囲む晩餐会を開催
♦ホテルのみでのご予約可能（ヒルトン海口）♦
1名1室 ３万円（1泊） / 2名1室 3万2千円（1泊）
朝食付き！
※日程が合わない方は、飛行機のみ・ホテルのみのご予約も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
オーシャン・ﾋﾞｭｰ

海南国際会議
コンベンションセンター

ホテルから車で約25分！！

CHA Lobby
Lounge

2018.11.14 Wed. ～ 11.19 Mon. 6days

成田発着

A
コース

大会参加：海南４泊６日
（※全ての行事にご参加いただけます）

日 月日
次 （曜）

地

名

現地時間

東京（成田）発

15:30

2018年
1 11/14
（水） 中国（香港）着

19:55

交通機関

成田空港第１ターミナル北ウィング

行程

食事

成田空港から香港空港へ
HX609

夕:×
入国審査後、ホテルへ（乗継便利用）

2

11/15
（木）

HX107
中国（海口）着

12:55

到着後:現地ガイドの出迎えを受けホテルへ
（ホテルチェックインは15:00以降となります）

※成田空港施設量（2,610円）及び、海外空港諸税（概算8,160円）、
燃油サーチャージ （目安9,500円）が別途必要となります。
（いずれも2018年8月1日現在の額です）

ホテルのみでのご予約の場合：1名1室 30,000円（1泊）/ 2名1室 32,000円（1泊）
※朝食付き

香港空港から海口空港へ

11:30

（お一人様）162,000円
（ヒルトン海口宿泊コース・ツインルーム2名様1室利用）

お一人様追加代金：65,000円（4泊分）
ビジネスクラス利用追加代金：※お問い合わせ下さい。

〈香港泊〉
中国（香港）発

２０１８年１１月１４日（水）～ １１月１９日（月）４泊６日

朝:○
昼:×
夕:×

朝食４回、昼食０回、夕食１回
香港航空（エコノミークラス利用）

〈海口泊〉
午前

11/16
3
（金）

海南

午前中は自由行動

14:00～17:00

開会式：海南国際展示センター
〈海口泊〉

同行いたしません。現地係員がご案内いたします。
朝:○
昼:×
夕:×

ヒルトン海口ホテル（※ウォシュレット完備）

会場まで約2０分

15名
4

11/17
（土）

オプショナルツアー
〈海口泊〉

海南

海南

朝:○
昼:×
夕:×

10:00～12:00

閉会式：海南国際展示センター
5

11/18
中国（海口）発
（日）

22:00

中国（香港）着

23:20

中国（香港）発
6

HX158

夕食後に海口空港へ

香港空港から成田空港へ〈機内泊〉

1:55

11/19
（月）

HX606
東京（成田）着

満席と成り次第、募集終了となります。
※お席に限りがあるため、お早めにご連絡下さい。

7:05

通関後解散、お疲れ様でした。

ご注意：この行程は2018年7月25日現在の運行予定スケジュールを基準としております。
利用航空会社 HX：香港航空

朝:○
昼:×
夕:○

〈 ホテル情報 〉
ヒルトン海口ホテル

【施設案内】
眺望：オーシャンビュールーム
床から天井までの窓

平均45平方メートル
36階から48階までのお部屋

レインシャワー/バスタブ付き

Wi-Fi 無料

ホテルからショッピングモールまで
徒歩５分

朝食付き

レストラン（中華レストランなど）
ホテル55階にラウンジBARあり

CSPA
フィットネスセンター

プール
レクリエーションセンター

●ホテルから海南国際会議コンベンションセンターまで車で20分
※イメージ写真となっております。

B
コース

成田発着

２０１８年１１月１5日（木）～ １１月１９日（月）３泊５日

2018.11.15 Thu. ～ 11.19 Mon. 5days

大会参加：海南３泊５日

成田空港第１ターミナル北ウィング

（※全ての行事にご参加いただけます）

日 月日（曜）
次

地

名

東京（成田）発

1

現地時間

交通機関

15:30

2018年
11/15
（木）

行程

食事

※成田空港施設量（2,610円）及び、海外空港諸税（概算8,160円）、
燃油サーチャージ （目安9,500円）が別途必要となります。
（いずれも2018年8月1日現在の額です）
お一人様追加代金：48,000円（３泊分）
ビジネスクラス利用追加代金：※お問い合わせ下さい。

成田空港から香港空港へ

HX609

（お一人様）142,000円
（ヒルトン海口宿泊コース・ツインルーム2名様1室利用）

入国審査後、ホテルへ（乗継便利用） 夕:×

ホテルのみでのご予約の場合：1名1室 30,000円（1泊）/ 2名1室 32,000円（1泊）
※朝食付き

朝食３回、昼食１回、夕食１回
中国（香港）着

20:05

中国（香港）発

6:45

〈香港泊〉

香港航空（エコノミークラス利用）
同行いたしません。現地係員がご案内いたします。

香港空港から海口空港へ
中国（海口）着
2

8:35

11/16
（金）

朝:○
昼:○
夕:×

HX155
海南

14:00~17:00

開会式:海南国際展示センター

11/17
（土）

海南

海南

4

5

11/18
（日）

11/19
（月）

オプショナルツアー〈海口泊〉

10:00~12:00

中国（海口）発

22:00

中国（香港）着

23:20

中国（香港）発

1:55

東京（成田）着

7:05

朝:○
昼:×
夕:×

閉会式：海南国際展示センター
HX158

夕食後に海口空港へ

香港空港から成田空港
〈機内泊〉
HX606
通関後解散、お疲れ様でした。

ご注意：この行程は2018年7月25日現在の運行予定スケジュールを基準としております。
利用航空会社 HX：香港航空

会場まで約2０分

15名

〈海口泊〉

3

ヒルトン海口ホテル（※ウォシュレット完備）

満席となり次第、募集終了となります。
※お席に限りがあるため、お早めにご連絡下さい。

〈 ホテル情報 〉
朝:○
昼:×
夕:○

ヒルトン海口ホテル

【施設案内】
眺望：オーシャンビュールーム
床から天井までの窓

平均45平方メートル
36階から48階までのお部屋

レインシャワー/バスタブ付き

Wi-Fi 無料

ホテルからショッピングモールまで
徒歩５分

朝食付き

レストラン（中華レストランなど）
ホテル55階にラウンジBARあり

CSPA
フィットネスセンター

プール
レクリエーションセンター

●ホテルから海南国際会議コンベンションセンターまで車で20分
※イメージ写真となっております。

【2018年】
主要公式行事予定
日程
時間
プログラム
11月10日
ライオンズ カーニバル（平和ポスターなどの展示、
（土）
09：00－21：00 奉仕プログラム、トーチリレー、サッカー、バドミントン、
～
11月14日
自転車レース、ハイキングなど）
（水）
08：00－17：00
13：00－14：00

海南

登録受付

海南国際会議
コンペンションセンター

記者会見

本部ホテル

グローバルアクションチーム
リーダー会議（該当者のみ）

本部ホテル

決議委員会の予備会議

本部ホテル

議長・地区ガバナーの友好交流イベント

海南国際会議
コンペンションセンター

17：30－21：00

歓迎晩餐会

本部ホテル

21：00－22：00

コーカス会議

本部ホテル

08：00－12：00

登録受付

海南国際会議
コンペンションセンター

08：00－09：00

第一回議長と地区ガバナーの会議

本部ホテル

09：00－10：00

国際会長と地区ガバナーの会議

本部ホテル

09：00－12：00

ライオンズ文化芸術体験

海南国際会議
コンペンションセンター

11月1６日
（金）
09：00－12：00

フードフェスティバル・ライオンズカーニバル

海南国際会議
コンペンションセンター

10：00－12：00

GAT（グローバルアクションチーム）セミナー

本部ホテル

11：30－13：15

主席代表昼食会

本部ホテル

14：00－17：00

開会式

海南国際会議
コンペンションセンター

18：30－20：00

中国招待ディナー

本部ホテル

08：00－12：00

登録受付

海南国際会議
コンペンションセンター

08：00－09：30

第二回議長と地区ガバナーの会議

本部ホテル

10：00－11：30

国際第一副会長と第一吹く地区ガバナーの会議

本部ホテル

10：00－17：00

ライオンズ文化芸術体験

海南国際会議
コンペンションセンター

10：00－17：00

フードフェスティバル・ライオンズカーニバル

海南国際会議
コンペンションセンター

コミュニティ奉仕事業の参加又は障害者
扶助創業就業モデルプログラムの見学

海口

14：00－17：00
11月15日
15：00－16：00
（木）
16：00－17：30

11月１７日 10：00－17：00
（土）
12：00－13：00

主席代表団昼食会

本部ホテル

13：00－14：00

決議委員会会議

本部ホテル

14：00－16：00

「一帯一路」公益慈善フォーラム

本部ホテル

15：30－16：30

レオ･セミナー

本部ホテル

16：00－17：30

ニューヴォイス･フォーラム

本部ホテル

16：30－18：30

LCIFキャンペーン100セミナーとレセプション

本部ホテル

17：00－18：30

各国レセプション

本部ホテル

18：30－21：30

国際会長晩餐会

本部ホテル

08：30－09：30

第三回議長と地区ガバナーの会議

本部ホテル

閉会式

海南国際会議
コンペンションセンター

首席代表団昼食会

本部ホテル

11月18日
10：00－12：00
（日）
12：00－14：00

ウィントラベル旅行条件書（要約）

会場

■募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ウィントラベル（以下、「当社」といいま
す。）が旅行企画・募集・実施するものであり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約（以下、「旅行契約」といいます。）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）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書
面及び当社旅行約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行契約のお申込及び契約成立時期
①所定の申込書に所定の事項を記入し、お１人様30,000円のお申
込金を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金お支払の際、
差引かせて頂きます。
②電話、郵便、ﾌｧｸｼﾐﾘその他の通信手段でお申込みの場合、当社が
予約の承諾の旨通知した翌日から起算して7日以内に申込書の提出
と申込金の支払をしていただきます。
③旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時
に成立する
ものとします。
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって21日目にあたる日よ
り前（お申込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）お支払
ください。
■取消料
旅行成立後、お客様の都合で旅行を解除するときは、次の金額を取消
料として申し受けます。（お一人様）

・旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって30日に
あたる日以降３日前にあたる日まで
・旅行開始日の前々日及び前日
・旅行開始日当日
・旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した、航空運賃、送迎バス、ガイド料金、入場
料、食事料金、宿泊料金及びそれに伴う税・サービス料。※こ
れらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則
として払戻しいたしません。

■特別補償
当社は、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来
の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害
について、旅行業約款特別補償規定の定める金額の範囲において、
一定の補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：2,500万円
・入院見舞金：4～40万円
・通院見舞金：2～10万円
・携行金損害補償金：お客様１名様につき15万円
（但し、補償対象品１個又は１対あたり10万円を限度とします。）
■海外旅行保険の加入について
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費・移送
費等がかかることがあります。又、事故の場合、加害者への
損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。
これらの治療費、移送費、又死亡・後遺障害等を担保するた
め、お客様自身で十分な額の海外旅行保険に加入することを
お勧めします。海外旅行保険については、当社にお問合せく
ださい。

■個人情報の取扱について
①当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載され
た個人情報についてお客様との間の連絡の為に利用させて
いただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において運
送・宿泊機関等の提供するｻｰﾋﾞｽの手配及びそれらのｻｰﾋﾞｽ
の受領のために手続きに必要な範囲内で利用させていただ
きます。
②当社は、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当
社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供すること
があります。この場合、お客様の氏名、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ番号及び搭
乗される航空機便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的
方法等で送付することによって提供いたします。なお、こ
れらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、当社に
出発前までにお申し出ください。
■旅行の中止
旅行日程に明示した、航空運賃、送迎バス、ガイド料金、添
乗員料金、入場料、食事料金、宿泊料金及びそれに伴う税・
サービス料。※これらの費用は、お客様の都合により一部利
用されなくても原則として払戻しいたしません。

■旅行条件、旅行代金の基準
■旅行費用に含まれないもの（一部例示）
この旅行条件は2018年7月25日を基準としています。又旅行
＊超過手荷物料金
＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付、代金は2018年7月25日現在の有効な運賃・規則を基準として
その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金 算出しています。大幅な為替変動の場合には、追加もしくは
減額する場合があります。
＊渡航手続関係費用
お申込の際には株式会社ウィントラベル旅行条件書（全文）
＊希望者を対象としたオプショナルツアー料金
をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込ください。
＊お客様のご希望によりお１人部屋を使用する際の追加代金
＊日本国内における、ご自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費 綜合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う旅行
会社・営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に
・宿泊費
関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、遠慮なく下
＊旅行日程中の日本国外の空港諸税及び、燃油サーチャージ、国内空港
記の取扱管理者におたずねください。
施設使用料、 旅客保安サービス料など

旅行企画・実施

株式会社ウィントラベル

観光庁長官登録旅行業第1965号
旅行業公正取引協議会会員
総合旅行業務取扱管理者 加藤勉
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3--5-2
ルート人形町ビル5F

お申込・お問い合わせは
☎０３－５６４０－７００７
FAX:０３－５６４０－１２７７
営業時間/月～金 9:30-17:30
土・日・祭日（休み）

