
　【利用例 その１】　空港送迎手配／上海・虹橋空港利用　５名様
      ・中国出張で、虹橋空港（上海）行きのフライトを利用予定のＹさん５名様。

      　取引先の都合で商談アポイントまでの時間があまりない時など。⇒安心・確実な専用車を日本出発前に予約！

C0045

      ・ベトナム出張予定のTさん６名様。英語はできますがベトナム語は？？ タクシー２台での移動も大変そう．．．⇒専用車チャーター！

　　　《利用例》　9：00 市内ホテル出発→9：30 企業Ａ訪問→12：00 レストランで昼食→13:30 商業施設Ｂ視察→15：00市内観光→17：00ホテル帰着

C5066

【アジア】主要各都市の車手配料金（2020年4月-9月）　※空港お出迎え／空港お見送りは片道料金です。

国名 都市名 定員 車種 料金／１台 商品コード

５名様 ワゴン \14,700～ C0045

５名様 ワゴン \18,500～ C0057

５名様 ワゴン \14,700～ C0046

５名様 ワゴン \18,500～ C0058

５名様 ワゴン \33,700～ C0053

５名様 ワゴン  \41,000～ C1106

   ワゴン/一例

２名様 セダン \14,700～ C0031

２名様 セダン \14,700～ C0032

２名様 セダン \34,400～ C0037

２名様 セダン \38,100～ C0041

５名様 ワゴン \17,600～ C0033

５名様 ワゴン \17,600～ C0034

　　　　　　　　　セダン/一例

５名様 ワゴン \5,800～ C0021

５名様 ワゴン \7,600～ C1639

５名様 ワゴン \5,800～ C0022

５名様 ワゴン \7,600～ C1640

５名様 ワゴン \11,800～ C0024

５名様 ワゴン \18,300～ C0028

ワゴン/一例

２名様 車種指定不可 \12,600～ C4800

２名様 車種指定不可 \12,600～ C4801

３名様 車種指定不可 \32,800～ C4805

２名様 セダン \17,200～ C4822

２名様 セダン \17,200～ C4823

２名様 セダン \13,300～ C4824

２名様 セダン \13,300～ C4825

３名様 セダン \47,700～ C0151

６名様 ミニバン \12,000～ C4818

6名様 ミニバン \12,000～ C4819

6名様 ミニバン \8,200～ C4820

6名様 ミニバン \8,200～ C4821

                           セダン/一例

日本語ガイド追加料金　\19,900

■【香港】日本語ガイドを追加手配した場合、定員が1名減ります。※詳しくはお問い合わせください。

韓国 ソウル

仁川空港お出迎え（フライト6：00～22：00）

日本語ガイド付き

仁川空港お見送り（フライト10：00～02：00）

金浦空港お出迎え（フライト6：00～22：00）

仁川空港お出迎え（フライト6：00～22：00）

■中国の車＋ガイド手配はお任せください！ 上記都市ほか、広州、杭州、蘇州、瀋陽、天津、成都、桂林、厦門（アモイ）、無錫、青島、マカオなどの料金もあります！

日本語ガイド追加料金　\4,000空港お出迎え（経済開発区)

郊外貸切４時間以内

空港お出迎え（市内中心地） 日本語ガイド追加料金　\7,500

金浦空港お見送り（フライト9：30～01：30）

日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

金浦空港お見送り（フライト9：30～01：30）

大連

市内貸切４時間以内

日本語ガイド追加料金　\7,500

浦東空港お出迎え　

日本語ガイド付き虹橋空港お見送り　

市内貸切８時間以内

日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

香港

空港お出迎え 日本語ガイド付き

空港お見送り

市内貸切４時間以内

空港お見送り 日本語ガイド追加料金　\4,000

      虹橋空港お出迎え→上海市内/片道送迎 (日本語ガイド)＝１台\14,700（１名様あたり約\2,940）

　【利用例 その２】　専用車チャーター／ハノイ8時間以内  ６名様

日本語ガイド追加料金　\4,000

中国

空港お出迎え　

上海

空港お見送り（市内中心地）

虹橋空港お出迎え

北京

内容 言語サポート

日本語ガイド付き市内貸切８時間以内　

日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

浦東空港お見送り　

日本語ガイド付き空港お出迎え　

市内貸切１２時間以内

日本語ガイド付き郊外貸切８時間以内　

日本語ガイド追加料金　\4,000

金浦空港お出迎え（フライト6：00～22：00）

空港お見送り　

空港お見送り（経済開発区）　

市内貸切4時間以内

仁川空港お見送り（フライト10：00～02：00）

　　　　　　　　 ★航空券・ホテルがお決まりのお客様、お忘れはございませんか？　車手配もご出発前にどうぞ！★

空港送迎手配 専用車チャーター
　　　　　　　　　　　　　　　※下記は市内主要ホテル利用時の通常料金です（2020年4月現在）。訪問先、利用目的、利用時間帯等によって追加料金が発生する場合がございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　掲載の都市・車種以外にも商品は豊富にございますので、詳しくは弊社WEBサイトをご覧ください（http://www2.jhc.jp/resv/agt/）

      日本語ガイド付き・商用チャータープラン (ハノイ8時間以内) ＝１台\28,000（１名様あたり約\4,670）

　ワゴン/一例

　　　　　ミニバン/一例

日本語ガイド付き



【アジア】主要各都市の車手配料金（2020年4月-9月）　※空港お出迎え／空港お見送りは片道料金です。

国名 都市名 定員 車種 料金／１台 商品コード

２名様 セダン \7,000～ C2344

７名様 バン \8,800～ C2348

７名様 バン \8,800～ C2349

２名様 セダン \7,400～ C2354

２名様 セダン \7,400～ C2355

９名様 ワゴン \17,200～ C2550

２名様 セダン \14,000～ C2364

セダン/一例 バン/一例 C2348・C2349 ワゴン/一例　C2550

６名様 車種指定不可 \7,600～ C0289

２名様 セダン \5,400～ C4073

２名様 セダン \5,400～ C4074

６名様 車種指定不可 \7,600～ C4013

６名様 車種指定不可 \15,400～ C0294

２名様 車種指定不可 \7,400～ C4241

２名様 車種指定不可 \7,400～ C4243

６名様 車種指定不可 \8,900～ C3929

６名様 車種指定不可 \8,900～ C4189

６名様 車種指定不可 \10,300～ C0285

２名様 セダン \8,300～ C0186

２名様 セダン \19,100～ C1833

２名様 車種指定不可 \4,200～ C4142

２名様 セダン  \16,000～ C0116

　　　車種指定不可/一例

　　　C4142

２名様 ベンツ200 \8,200～ C0201

３名様 ベンツ200 \31,800～ C0203

７名様 ワゴン \9,400～ C1095

７名様 ワゴン \9,400～ C1096

　　　ベンツ/一例                    ワゴン/一例

２名様 セダン \10,000～ C0237

６名様 ワゴン \11,300～ C0247

２名様 セダン \7,600～ C1858

２名様 セダン \24,500～ C4892

　　　　　　セダン/一例                                        ワゴン/一例

ご予約・お問合わせは・・・

タイ

ハノイ市内ホテル→空港お見送り

日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

ノイバイ空港→ハノイ市内【国際線利用】　

ドンムアン空港お出迎え(S.P LIMOUSINE & SERVICE)

スワンナプーム空港→パタヤまたはシラチャ(S.P LIMOUSINE & SERVICE)

スワンナプーム空港お出迎え（S.P LIMOUSINE&SERVICE)

スワンナプーム空港お出迎え(S.P LIMOUSINE & SERVICE)

フィリピン

空港お出迎え【国際線利用】

市内貸切8時間以内 日本語ガイド付き

空港お見送り（日本語ガイドなし）

インド

空港お出迎え

シンガポール シンガポール

台北

マニラ
空港お見送り 日本語ガイド追加料金　\3,300

日本語ガイド追加料金　\14,000貸切5時間以内（メトロ・マニラ内）

桃園国際空港お出迎え　

日本語ガイド追加料金　\14,600

日本語ガイド追加料金　\10,000

市内貸切４時間以内　

■掲載国、都市以外にも豊富にお取り扱いしております。詳細はお問い合わせください。　

台湾

日本語ガイド追加料金　\12,600

桃園国際空港お出迎え　

空港お出迎え（日本語ガイドなし）

貸切4時間以内（日本語ガイドなし）

松山空港お出迎え　

ニューデリー

空港お出迎え

日本語ガイド付き

スワンナプーム空港お見送り(S.P LIMOUSINE & SERVICE)

 C2344・C2364・C2354・C2355

バンコク

郊外貸切5時間以内 日本語ガイド追加料金　\12,300

日本語ガイド付き

市内ホテル→空港

          車種指定不可/一例

          C4013・C0294

市内貸切８時間以内　 日本語ガイド付き

ドンムアン空港お見送り(S.P LIMOUSINE & SERVICE)

空港→市内ホテル

空港お出迎え（日本語ガイドなし）

日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

日本語ガイド付き

ベトナム

ハノイ

空港お見送り 日本語ガイド付き

ホーチミン

          C3929・C4189・C0285

日本語ガイド付き空港お見送り

日本語ガイド付き

内容 言語サポート

　　　　　　　セダン/一例

　　　　　　　C4073・C4074

　　　　　　　C4241・C4243

市内貸切4時間以内

掲載商品は旅行素材のみを販売するもので企画旅行ではありません。

特別補償責任、旅程管理責任、旅程保証責任は負いかねますので予めご了承ください。

尚、チャーターご利用時のガイドは業務通訳／専門通訳は承れません。

料金は予告なく変更となる可能性がございます。ご予約時に必ずご確認ください。

新淡水ゴルフクラブ

お１人様（平日）

：￥26,900～
幸福ゴルフクラブ

お１人様（平日）：￥22,400～
世界各都市のゴルフ場予約手配承ります！

【台北】
1ラウンドプレー代と

市内ホテルからの

往復送迎付き！

ゴルフ場手配


