
　　　

2017年2017年2017年2017年2/23～3/312/23～3/312/23～3/312/23～3/31 関空発関空発関空発関空発

1名様より出発保証1名様より出発保証1名様より出発保証1名様より出発保証

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています ※国内空港施設使用料等および海外空港諸税が必要となります

＜注1＞現地出発時間は翌日の未明となりますが、便宜上「機中」としています。

※ 航空機発着時刻・便名は2016年12月1日現在の情報です。航空会社の都合により、フライトスケジュールが変更となる場合があります。また、臨時便を利用する場合があります。

ご利用便発着時刻・便名については、ご出発前にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。

※ 相部屋はお受けできません。おひとりで１部屋ご利用の場合は追加代金が必要となります。

※ 空港～ホテル間の送迎や観光は他のお客様とご一緒になる場合があります。また、送迎時に市内ホテルを順次回ることになりますので、送迎車の中でお待ちいただく場合があります。

※ 市内半日観光プラン（M1）の追加代金は、日本申込の場合のみの適用となります。現地での変更はお受けできません。また、ご参加単位同一のものをお選びください。

※ 日程からの別行動、別手配、オプショナルツアーの事前申し込み、各種プラン、減延泊はお受けできません。

※ 無料のWi-Fiをご利用されるにあたっては、お客様ご自身でパソコン、携帯電話等の設定が必要となります。誤設定により料金が発生した場合は、当社は一切責任を負いません。

※ 大型荷物の持ち込みについては裏面をご覧ください。

※ ベトナムへの入国には、パスポート残存有効期間が現地出国時6ヵ月以上、入国時に出国用航空券の所持が必要です。また、前回のベトナム出国日からの期間が30日以内に

入国する場合は査証が必要（日本取得）です。（2016年12月1日現在の情報です）

ご注意ご注意ご注意ご注意

ホテル紹介・グレード一覧については裏面をご覧くださいホテル紹介・グレード一覧については裏面をご覧くださいホテル紹介・グレード一覧については裏面をご覧くださいホテル紹介・グレード一覧については裏面をご覧ください 裏面のご注意もあわせてご覧ください裏面のご注意もあわせてご覧ください裏面のご注意もあわせてご覧ください裏面のご注意もあわせてご覧ください

10：30：関空　　�

14：00：ホーチミン着

着後、空港でガイドと合流、ホテルへご案内します

昼 機 夕 ×

■基本（M0）■基本（M0）■基本（M0）■基本（M0）：1日：自由行動

■ホーチミン市内半日観光（M1）ホーチミン市内半日観光（M1）ホーチミン市内半日観光（M1）ホーチミン市内半日観光（M1）：ホーチミン市内半日観光

（予定時間/08：30～11：30）へご案内します（詳細は右記参照）

朝 ○ 昼 × 夕 ×

1日：自由行動

朝 ○ 昼 × 夕 ×

出発まで自由行動

（ホテルのチェックアウトは12：00となります）

出発の時間に合わせて、ガイドが空港へご案内

朝 ○ 昼 × 夕 ×

00：25：ホーチミン　�

07：00：関空着

朝 機

日次日次日次日次

1111

3333 4444

3333

2222

4444 5555

直 行 便直 行 便直 行 便直 行 便

機中＜注1＞

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

ホーチミン

ホーチミン

直 行 便直 行 便直 行 便直 行 便

ホーチミン

●発着地：関空　（関空以外からご参加の場合、国内線特別代金プランの設定はありません）

●利用ホテル（いずれも部屋指定なし）：ドンコイ地区Cグレードホテル、Bグレードホテル、

   Aグレードホテル、ルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴン、シェラトン サイゴン ホテル＆タワーズ

●食事： ４日間：朝２回・昼０回・夕０回　　 ５日間：朝３回・昼０回・夕０回　　

●日本発着時利用航空会社：ベトナム航空（VN）

●添乗員：同行しません 現地係員がご案内します

●最少催行人員：１名

●渡航手続き：下記「ご注意」欄にてご確認ください

幼児代金幼児代金幼児代金幼児代金 19,000円19,000円19,000円19,000円

　　　ホーチミン市内半日観光　　　ホーチミン市内半日観光　　　ホーチミン市内半日観光　　　ホーチミン市内半日観光

■ホーチミン市内半日観光の予定時間：　2日目の08：30～11：30■ホーチミン市内半日観光の予定時間：　2日目の08：30～11：30■ホーチミン市内半日観光の予定時間：　2日目の08：30～11：30■ホーチミン市内半日観光の予定時間：　2日目の08：30～11：30

●政府の行事などで統一会堂が見学できない場合は、天后宮（ティエンハウ廟/入場）にご案内します。

● ベンタイン市場が閉店の場合は、ドンコイ通り周辺散策（下車）へご案内します。

M1プランのM1プランのM1プランのM1プランの

ご注意ご注意ご注意ご注意

プラン追加代金プラン追加代金プラン追加代金プラン追加代金

（お1人様/おとな・こども同額）（お1人様/おとな・こども同額）（お1人様/おとな・こども同額）（お1人様/おとな・こども同額）

2,000円2,000円2,000円2,000円

08080808：：：：30303030頃頃頃頃

ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル

出発出発出発出発

ＭＭＭＭ 1111

09090909：：：：00000000

統一会堂統一会堂統一会堂統一会堂

（入場（入場（入場（入場////約約約約45454545分）分）分）分）

10101010：：：：00000000

サイゴン大教会サイゴン大教会サイゴン大教会サイゴン大教会

（下車（下車（下車（下車////約約約約10101010分）分）分）分）

10101010：：：：10101010

中央郵便局中央郵便局中央郵便局中央郵便局

（下車（下車（下車（下車////約約約約10101010分）分）分）分）

10101010：：：：30303030

人民委員会庁舎人民委員会庁舎人民委員会庁舎人民委員会庁舎

（下車（下車（下車（下車////約約約約10101010分）分）分）分）

10101010：：：：50505050

ベンタイン市場ベンタイン市場ベンタイン市場ベンタイン市場

（下車（下車（下車（下車////約約約約30303030分）分）分）分）

11111111：：：：30303030頃頃頃頃

ご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテルご宿泊ホテル

到着到着到着到着

■ホーチミン４・５　旅行代金■ホーチミン４・５　旅行代金■ホーチミン４・５　旅行代金■ホーチミン４・５　旅行代金

■出発日：2017年2月23日～3月31日の毎週木・金・土曜日出発　（但し、3/16～18出発、■出発日：2017年2月23日～3月31日の毎週木・金・土曜日出発　（但し、3/16～18出発、■出発日：2017年2月23日～3月31日の毎週木・金・土曜日出発　（但し、3/16～18出発、■出発日：2017年2月23日～3月31日の毎週木・金・土曜日出発　（但し、3/16～18出発、

　さらにルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴン利用の3/2～4、9～11出発、シェラトン サイゴン ホテル＆タワーズ利用の3/3・4出発を除く）　さらにルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴン利用の3/2～4、9～11出発、シェラトン サイゴン ホテル＆タワーズ利用の3/3・4出発を除く）　さらにルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴン利用の3/2～4、9～11出発、シェラトン サイゴン ホテル＆タワーズ利用の3/3・4出発を除く）　さらにルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴン利用の3/2～4、9～11出発、シェラトン サイゴン ホテル＆タワーズ利用の3/3・4出発を除く）

※旅行代金に空港税等は含まれておりません。（裏面参照） （2名1室利用/おとな・こども同額/単位：円）（2名1室利用/おとな・こども同額/単位：円）（2名1室利用/おとな・こども同額/単位：円）（2名1室利用/おとな・こども同額/単位：円）

市内半日観光市内半日観光市内半日観光市内半日観光

ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ 航空航空航空航空 ﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙ 追加代金追加代金追加代金追加代金

4444 7KNE47KNE47KNE47KNE4 VNSVNSVNSVNS CCCCCCCC 52,80052,80052,80052,800 8,0008,0008,0008,000

5555 7KNE57KNE57KNE57KNE5 VNSVNSVNSVNS CCCCCCCC 56,80056,80056,80056,800 12,00012,00012,00012,000

4444 7KNE47KNE47KNE47KNE4 VNSVNSVNSVNS BBBBBBBB 56,80056,80056,80056,800 12,00012,00012,00012,000

5555 7KNE57KNE57KNE57KNE5 VNSVNSVNSVNS BBBBBBBB 62,80062,80062,80062,800 18,00018,00018,00018,000

4444 7KNE47KNE47KNE47KNE4 VNSVNSVNSVNS AAAAAAAA 61,80061,80061,80061,800 16,00016,00016,00016,000

5555 7KNE57KNE57KNE57KNE5 VNSVNSVNSVNS AAAAAAAA 69,80069,80069,80069,800 24,00024,00024,00024,000

4444 7KNE47KNE47KNE47KNE4 VNSVNSVNSVNS ARARARAR 62,80062,80062,80062,800 18,00018,00018,00018,000

5555 7KNE57KNE57KNE57KNE5 VNSVNSVNSVNS ARARARAR 71,80071,80071,80071,800 27,00027,00027,00027,000

4444 7KNE47KNE47KNE47KNE4 VNSVNSVNSVNS LSLSLSLS 65,80065,80065,80065,800 20,00020,00020,00020,000

5555 7KNE57KNE57KNE57KNE5 VNSVNSVNSVNS LSLSLSLS 75,80075,80075,80075,800 30,00030,00030,00030,000

2,0002,0002,0002,000

　　　ドンコイ地区　　　ドンコイ地区　　　ドンコイ地区　　　ドンコイ地区

　　Cグレードホテル　　Cグレードホテル　　Cグレードホテル　　Cグレードホテル

BグレードホテルBグレードホテルBグレードホテルBグレードホテル

AグレードホテルAグレードホテルAグレードホテルAグレードホテル

シェラトン サイゴンシェラトン サイゴンシェラトン サイゴンシェラトン サイゴン

ホテル＆タワーズホテル＆タワーズホテル＆タワーズホテル＆タワーズ

ルネッサンス リバールネッサンス リバールネッサンス リバールネッサンス リバー

サイド ホテル サイゴンサイド ホテル サイゴンサイド ホテル サイゴンサイド ホテル サイゴン

１人部屋１人部屋１人部屋１人部屋

追加代金追加代金追加代金追加代金

利用ホテル利用ホテル利用ホテル利用ホテル

日日日日

数数数数

コースNO.コースNO.コースNO.コースNO.

旅行代金/（基本）旅行代金/（基本）旅行代金/（基本）旅行代金/（基本）
ＭＭＭＭ1111

※※※※燃油サ－チャ－ジを含む（裏面参照）燃油サ－チャ－ジを含む（裏面参照）燃油サ－チャ－ジを含む（裏面参照）燃油サ－チャ－ジを含む（裏面参照）



受託販売：受託販売：受託販売：受託販売：

   旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第１６９１号

〒１４１－００２１　東京都品川区上大崎２-２４-９

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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

■ご旅行条件（要約）／（2015．10）■ご旅行条件（要約）／（2015．10）■ご旅行条件（要約）／（2015．10）■ご旅行条件（要約）／（2015．10）

■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2016年12月1日を基準としています。

又、この旅行代金は2016年12月1日現在有効なものとして公示されている運賃・規則、また

は2016年12月1日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

大阪発大阪発大阪発大阪発 旅のアウトレット旅のアウトレット旅のアウトレット旅のアウトレット 検索検索検索検索

ご注意ご注意ご注意ご注意

※グレードの分類は、グレードが高い順に「A→B→C→D」となります。

A～Dのホテルグレードは、当該都市（地域）内での評価となります。

そのため、同グレードのホテルでも他の都市（地域）と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。

※ホテルの名称は、ホテル側の都合により変更となる場合があります。

お部屋のベッドタイプについてお部屋のベッドタイプについてお部屋のベッドタイプについてお部屋のベッドタイプについて

※2人用のお部屋にはシングルベッドが2台の「ツインベッドルーム」

とキングまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベッド

ルーム」の2種類があります。できる限り「ツインベッドルーム」をご

用意いたしますが、場合によっては「ダブルベッドルーム」に2台目

のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただくことがあります。

但し、ハネムーナーやご夫婦等のカップルでご参加の際は、「ダブ

ルベッドルーム」で大型ベッド1台のみのご利用となる場合がありま

す。また、「ツインベッドルーム」の場合、2つのベッドが離れていな

い部屋や、2つのベッドサイズ、種類が異なる部屋が含まれます。

■ マークの見方

�：飛行機　　○：食事あり　　X：食事なし　　機：機内食

■ 時間帯のめやす

未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

00：00 04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 24：00

■■■■募募募募集集集集型型型型 企企企企画画画画旅旅旅旅行行行行契契契契約約約約：この旅行は（株）ＪＴＢワールドバケーションズ（以下「当社」と

いいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加される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。また、旅行条件は、

下記によるほか、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業約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行の お申し込み及び契約成立時期：■旅行の お申し込み及び契約成立時期：■旅行の お申し込み及び契約成立時期：■旅行の お申し込み及び契約成立時期：当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」

といいます。）にて当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申

し込みください。申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵

便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通知し

た翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。旅行

契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

■申込金：■申込金：■申込金：■申込金：

■旅行代金の お支払い：■旅行代金の お支払い：■旅行代金の お支払い：■旅行代金の お支払い：旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１

日目にあたる日より前に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支

払いください。また、お客様が当社が発行する又は提携カード会社のカード会員である場

合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあ

ります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日とい

たします。

■「通信契約」を希望さ れるお客様との 旅行条件：「通信契約」を希望さ れるお客様との 旅行条件：「通信契約」を希望さ れるお客様との 旅行条件：「通信契約」を希望さ れるお客様との 旅行条件：当社提携クレジットカード会社の

カード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支

払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申し込みを受ける場合があり

ます。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできるカー

ドの種類も受託旅行業者により異なります。）

●契約成立は、当社らが郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（電話、ｅ-mail

等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込

時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。

旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解

除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合

は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して７日以

内をカード利用日として払い戻します。）

旅行代金 申込金(お1人様）

５０万円以上 １０万円以上旅行代金まで

３０万円以上５０万円未満 ５万円以上旅行代金まで

１５万円以上３０万円未満 ３万円以上旅行代金まで

１０万円以上１５万円未満 ２万円以上旅行代金まで

１０万円未満 旅行代金の２０％以上旅行代金まで

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえお申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。

管理コード：8679190

■取消料：■取消料：■取消料：■取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消

料として申し受けます。（お１人様）

注）日程中に３泊以上のクルーズを含み（日本発着時に船舶を利用するコースを除く）、各

コースページに取消料を明示しているコースは、各コースページに明示している金額を取消

料として申し受けます。

■海外危険情報について：■海外危険情報について：■海外危険情報について：■海外危険情報について： 渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡

航に関する情報が発出されている場合があります。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを

登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシ

ステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

契約解除の日

４/２７～５/６、７/２０～８/３１

１２/２０～１/７に開始する旅行

左記以外の日に開始する旅行

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって４０日目にあたる日

以降～３１日目にあたる日まで

旅行代金の１０％

（１０万円を上限）

無料

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって３０日目にあたる日

以降～１５日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって１４日目にあたる日

以降～３日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円

旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・５万円

旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・３万円

旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・２万円

旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

お客様へ 海外旅行のお申し込みには、正しい旅券情報（お名前のローマ字つづり、性別など）が必要です。

■燃油サーチャージについて■燃油サーチャージについて■燃油サーチャージについて■燃油サーチャージについて

●旅行代金に、燃油サーチャージのある航空会社の燃油

サーチャージは含まれています。燃油サーチャージが増

額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃

止を含む減額分の払い戻しはありません。※燃油サー

チャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に

対処するために、一定の期間、一定の条件下に限って航

空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空

券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用

航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全

てに課せられます。

■ホーチミン/ホテルグレード一覧■ホーチミン/ホテルグレード一覧■ホーチミン/ホテルグレード一覧■ホーチミン/ホテルグレード一覧

ドンコイ地区Cグレードドンコイ地区Cグレードドンコイ地区Cグレードドンコイ地区Cグレード

BグレードBグレードBグレードBグレード

AグレードAグレードAグレードAグレード

※ホテルの希望や指定はお受けできません。※（★）客室のバスはシャワーのみとなりますが、お部屋に

よってはバスタブ付きの客室となる場合があります。※（▲）はトリプル（3名１室）利用は、お受けできませ

ん。

●アジアン●オスカー（▲）●サイゴンホテル●フンセン●ボンセン（▲）●ボンセン・アネックス●ホーセン

（★）●リバーサイド●オーラック2ホテル●シルバーランドイン

●ロイヤルホテルサイゴン●グランド●コンチネンタル●パレス（▲）●レックス（▲）●ラマナ●ウィンザー

プラザ●ノーザンホテル（▲）●アクアリホテル（▲）●パラゴンサイゴンホテル

●サイゴンプリンスホテル●ルネッサンス リバーサイドホテル サイゴン●ニューワールドホテルサイゴン

●マジェスティック（▲）

ゴルフバッグ等の大型荷物の持ち込みについてゴルフバッグ等の大型荷物の持ち込みについてゴルフバッグ等の大型荷物の持ち込みについてゴルフバッグ等の大型荷物の持ち込みについて

●ゴルフバッグ・サーフボード等の大型荷物をお持ちになる際は、航空会社により超過手数料が必

要となる場合があります。また、現地では空港～ホテル間に別途下記運搬料が必要となります。必

ずご出発の7日前までに事前にご連絡ください。現地にてお支払いください。なお、お1人様2個以上

スーツケースをお持ちになる場合も2個目より運搬料が必要となります。

＜ベトナム＞各都市ごとに25USドル（往 復 /おひとつ）＜ベトナム＞各都市ごとに25USドル（往 復 /おひとつ）＜ベトナム＞各都市ごとに25USドル（往 復 /おひとつ）＜ベトナム＞各都市ごとに25USドル（往 復 /おひとつ）

■空港税等について■空港税等について■空港税等について■空港税等について

●渡航先の国々（または地域）によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等の支払いが義務づけられています。

●旅行代金には空港税などは含まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時に徴収する事を義務付けられているもの、

また、日本の各空港施設使用料については、お申し込みの販売店に旅行代金とあわせて日本円でお支払いください。

また、この他に現地にて下表税額欄記載の通貨にてお支払いいただく空港税等もあります。（2016年12月1日現在の下記参照）

●複数の国や都市を訪問する旅程では空港税等はその都度必要となります。また同じ旅程であっても使用する航空機便の経由する

空港や国や都市の巡り方によってその合計が異なることがあります。

●お申し込みの販売店にてお支払いいただく空港税等の日本円換算額はご出発35日前に確定させていただき、換算レートは水～土曜日発は

5週間前の月曜日午前中の終値、日～火曜日発は6週間前の月曜日午前中の終値（いずれも三菱東京ＵＦＪ銀行売渡レート）によります。　

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。

●空港税等の新設または税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。

　　　　　　　　　■ 航 空券 発券 時に徴 収することを義 務付けられている空港税 等一 覧（販 売店 でお支 払 いいただくもの）　　　　　　　　　■ 航 空券 発券 時に徴 収することを義 務付けられている空港税 等一 覧（販 売店 でお支 払 いいただくもの）　　　　　　　　　■ 航 空券 発券 時に徴 収することを義 務付けられている空港税 等一 覧（販 売店 でお支 払 いいただくもの）　　　　　　　　　■ 航 空券 発券 時に徴 収することを義 務付けられている空港税 等一 覧（販 売店 でお支 払 いいただくもの）

（　　　）内はこども料金、特に記載のない場合は、おとな・こども同額、幼児は不要

国名 税の名称 対象 税額 日本円目安額

日本 関西国際空港施設使用料 国際線出発 2,730円（1,370円） -

日本

関西国際空港旅客保安

　　　　サ－ビス料

国際線出発 310円 -

ベトナム 空港施設使用料 国際線出発（ホーチミン） 20USドル（10USドル） 2,260円

旅客手荷物保安料 国際線出発 1.5USドル（0.75USドル） 170円

合計額　約 5,470円

2016年12月1日現在 三菱東京UFJ銀行売渡ﾚｰﾄによります。（10円未満切り上げ）

1USドル＝約 113円

※上記日本円換算目安額は

Ａグレ－ドＡグレ－ドＡグレ－ドＡグレ－ド ルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴンルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴンルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴンルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴン

Ｌグレ－ドＬグレ－ドＬグレ－ドＬグレ－ド シェラトン サイゴン ホテル＆タワーズシェラトン サイゴン ホテル＆タワーズシェラトン サイゴン ホテル＆タワーズシェラトン サイゴン ホテル＆タワーズ

ドンコイ通りの中心に建ち、市内の主要観光スポットやショッピン

グへ行くにも便利なホテルです。

【ホテル紹介】【ホテル紹介】【ホテル紹介】【ホテル紹介】

おしゃれな雑貨店が多いドンコイ通りまで歩いてすぐのロケーショ

ン。

※ダブルベッドルームとなる場合があります

無線無線無線無線LANLANLANLAN（（（（WiWiWiWi----FiFiFiFi）ロビー無料）ロビー無料）ロビー無料）ロビー無料

無線無線無線無線LANLANLANLAN（（（（WiWiWiWi----FiFiFiFi）ロビー）ロビー）ロビー）ロビー////客室無料客室無料客室無料客室無料


