コスメル島でダイビング＋カンクンでオプショナルツアー６日間
【アエロ･メヒコ航空利用／成田発着】

○○○○○ 様 (２名様)
月日

都

市

時間

交通機関

内

お見積り旅程表

作成日：2016 年 04 月 01 日
担当者：田淵（T.Tabuchi）
容

14:25(発) AM-０５７

■成田空港 第 1 ﾀｰﾐﾅﾙ･ﾋﾞﾙ､北ｳｨﾝｸﾞ.アエロメヒコ航空ｶｳﾝﾀｰで搭乗手続き後
空路 メキシコ･シティー へ 東京(成田)→ メキシコ･シティー [日付変更線通過]

ﾒｷｼｺ･ｼﾃｨｰ

13:20(着)

■午後、メキシコ･シティー 着後 午後 航空機を乗り換え、同じアエロメヒコ

カンクン

15:05(発) AM-４４５
17:19(着)

東京(成田)

食事: 朝食(-) 昼食(機内) 夕食(機内) ＜機内泊＞
00/00
①
( )

ﾌﾟﾗﾔ･ﾃﾞﾙ･ｶﾙﾒﾝ

コスメル島

00/00
②
( )

コスメル島
コスメル島

③

00/00 コスメル島
( ) ﾌﾟﾗﾔ･ﾃﾞﾙ･ｶﾙﾒﾝ
カンクン
カンクン

④

00/00
( ) カンクン
ﾒｷｼｺ･ｼﾃｨｰ

航空にて空路 カンクン へ

メキシコ･シティー → カンクン

■着後、日本語ガイドの出迎えを受け混乗車で陸路プラヤ･デル･カルメンの

桟橋へ(所要約 1 時間 10 分) 午後着後、定期船フェリーにて水路 コスメ
午後/午後 混乗車
ル島へ (所要約 45 分)
プラヤ･デル･カルメン → コスメル島
午後(出発) フェリー･
■
コスメル島着後、現地日本人ガイドの出迎えを受け､混乗車にてホテル
へ
ボート
夕刻(到着)
食事: 朝食(機内) 昼食(-) 夕食(-) ＜コスメル島泊＞
午前（出発） ダイブ･
ボート
午後(帰着)

■ホテルで各自朝食後 コスメル島でダイビング(２本ダイブ)
※ダイビング代金は全て現地払い
午後、自由行動

食事: 朝食(-) 昼食(-) 夕食(-) ＜コスメル島泊＞

■ホテルで各自朝食後､午前 コスメルでダイビング(２本ダイブ) ※現地払い
午前/午後 ダイブ･
ボート ■午後、一旦ホテルへ戻り、日本人ガイドの案内でタクシーにてホテルへ、後
午後(発) フェリー･
フェリーでプラヤ･デル･カルメンへ コスメル島→プラヤ･デル･カルメン
ボート ■夕刻 着後、混乗車にて日本人ガイドと共にカンクンのホテルへ
夕刻(着)
夕刻/夕刻 混乗車
食事: 朝食(-) 昼食(-) 夕食(-) ＜カンクン泊＞
午前（出発） ボ ー ト 又 は ■各自朝食の後、オプショナルで､①イスラ･ムヘーレス近海のジンベエスイ
ムツアー（午前中）
、又は ②トゥルム遺跡半日観光･ツアー（約６時間） へ
午後(帰着) 混乗車
■夕刻、日本語ガイドの案内で混乗車にてカンクン空港へ 後、アエロメヒコ
20：11(発) AM-５８６
航空にて空路 メキシコ･シティー へ カンクン → メキシコ･シティー
22：46(着)
食事: 朝食(-) 昼食(-) 夕食(-) ＜機内泊＞

⑤

00/00 ﾒｷｼｺ･ｼﾃｨｰ
( )

01：30(発) AM-０５８

⑥

00/00 東京(成田)
( )

06：20(着)

■深夜、アエロメヒコ航空にて空路 東京(成田) へ

メキシコ･シティー → 東京(成田)
[日付変更線通過]
食事: 朝食(-) 昼食(-) 夕食(-) ＜機内泊＞
■成田空港へ到着の後、通関を終え、解散

【利用航空会社】 アエロ･メヒコ航空(AM)
【各地での滞在泊数と滞在先】

※上記の旅行形態は受注型企画旅行です

※上記は基本行程です、延泊手配も承ります、お申し付けください

■コスメル島(２泊) COZUMEL ＆ RESORT クラス (食事は付いてません)
■カンクン(２泊) HOTEL REAL CANCUN クラス (食事は付いてません)

【含まれるもの】
●航空運賃(エコノミー･クラス)：東京(成田)／メキシコ･シティー／カンクン／メキシコ･シティー／東京(成田)
●カンクン及び、コスメル島での空港～ホテル間、及び 桟橋間 の各送迎代（専用車及び、混乗車/日本語ガイド付）
●ホテル宿泊代(２人部屋)：コスメル島（２泊分）
、カンクン（１泊分）
●プラヤ･デル･カルメン～コスメル島 間の往復フェリー乗船代、プラヤデル･カルメン～カンクンのホテル間片道及び、カン

クンのホテル～カンクン空港間の片道各送迎代(日本語ガイド付)
●旅程表に明記された現地手配料（コスメル島でのダイビング予約のみ、及び オプショナルで①～②のいずれか、別料金）
◆コスメル島でのダイビング代金のみは、現地ショップへ直接お支払い頂きます（料金に関しては別紙を参照願います）

【お見積り旅行代金／お 1 人様】※ 別紙料金表をご参照願います
※但し､上記料金の他に掛かる各国空港税の合計額＠￥９,９８０-はツアｰ代金と共に別途ご請求させて頂きます

【カンクンでのオプショナルツアー： US$料金はお申し込み時の日本円換算レートにてご請求をさせて頂きます／日本払い】
①

イスラムヘーレス/ジンベエ･スイム（午前中）＠US$200-

②トゥルム遺跡半日観光（約６時間／飲み物付）＠US$83-

【備考】
●時差について、この時期のコスメル・カンクンは日本のマイナス１４時間となります(夏時間)
●ダイビング終了時にはﾀﾞｲﾌﾞ･ｶﾞｲﾄﾞへのチップを必ずお支払い願います(平均的な 1 日相場／お 1 人様@US$15.00-以上が目安)

コスメル島でダイビング＋カンクンでのオプショナル ６日間
【アメリカン航空利用／成田発着】

〇〇〇〇〇 様 (２名様)
月日

都

市

時間

交通機関

お見積り旅程表

作成日：2016 年 04 月 01 日
担当者：田淵（T.Tabuchi）

内

容

10:40(発) AA-176

■成田空港 第２ﾀｰﾐﾅﾙ･ﾋﾞﾙ３F.アメリカン航空ｶｳﾝﾀｰで搭乗手続き後、空路
ダラス･フォトワース へ 東京(成田) → ダラス･フォトワース [日付変更線通過]

ﾀﾞﾗｽ･ﾌｫﾄﾜｰｽ

08:15(着)

■午前、ダラス･フォトワース空港 着後 午前 航空機を乗り換え、同じアメリカ

カンクン

10:39(発) AA-1001
13:28(着)

東京(成田)

食事: 朝食(-) 昼食(機内) 夕食(機内) ＜機内泊＞
00/00
①
( )

ﾌﾟﾗﾔ･ﾃﾞﾙ･ｶﾙﾒﾝ

コスメル島

②

00/00
( )

コスメル島

00/00 コスメル島
( ) ﾌﾟﾗﾔ･ﾃﾞﾙ･ｶﾙﾒﾝ
カンクン

■ホテルで各自朝食後、
午前 コスメルでダイビング(２本ダイブ) ※現地払い
午前/午後 ダイブ･
ボート ■午後、一旦ホテルへ戻り、日本人ガイドの案内でタクシーにてホテルへ、
午後(発) フェリー･
後 フェリーでプラヤ･デル･カルメンへ コスメル島→プラヤ･デル･カルメン
ボート ■夕刻 着後、混乗車にて日本人ガイドと共にカンクンのホテルへ
夕刻(着)
夕刻/夕刻 混乗車
食事: 朝食(-) 昼食(-) 夕食(-) ＜カンクン泊＞
午前（出発） 混乗車及び
午後(帰着) ボート

カンクン
00/00
⑤
( ) ﾀﾞﾗｽ･ﾌｫﾄﾜｰｽ

06：01(発) AA-1392

⑥

■着後、日本語ガイドの出迎えを受け混乗車で陸路プラヤ･デル･カルメンの

桟橋へ(所要約 1 時間 10 分) 午後着後、定期船フェリーにて水路 コスメ
午後/午後 混乗車
ル島へ (所要約 45 分)
カンクン → コスメル島
午後(出発) フェリー･
■
コスメル島着後、現地日本人ガイドの出迎えを受け､混乗車にてホテル
へ
ボート
夕刻(到着)
食事: 朝食(機内) 昼食(-) 夕食(-) ＜コスメル島泊＞
午前（出発） ダイブ･
■ホテルで各自朝食後 コスメル島でダイビング(２本ダイブ予定)
ボート
午後(帰着)
※ダイビング代金は全て現地払い
午後、自由行動

00/00
カンクン
( )

④

ダラス･フォトワース → カンクン

食事: 朝食(-) 昼食(-) 夕食(-) ＜コスメル島泊＞
コスメル島

③

ン航空にて空路 カンクン へ

00/00 東京(成田)
( )

08：55(着)
13：05(発) AA-061
16：30(着)

■各自朝食の後､カンクンでのオプショナルツアーで①～④をご用意していま

すので、お気軽にお申し付け願います
食事: 朝食(-) 昼食(-) 夕食(-) ＜カンクン泊＞
■早朝 混乗車にて日本語ガイドと共にカンクン空港 へ
■早朝、アメリカン航空にて空路 ダラス･フォトワース へ
カンクン →ダラス･フォトワース 午前 着後、航空機を乗り換え、同じアメリ
カン航空で空路 東京(成田)へ ダラス･フォトワース → 東京(成田)
食事: 朝食(-) 昼食(-) 夕食(-) ＜機内泊＞
■成田空港へ到着の後、通関を終え、解散

【利用航空会社】 アメリカン航空(AA)

※上記の旅行形態は受注型企画旅行です

【各地での滞在泊数と滞在先】
■コスメル島(２泊)
■カンクン(２泊)

※上記は基本行程です、延泊手配も承ります、お申し付けください
COZUMEL RESORT クラス (食事は付いてません)
HOTEL REAL CANCUN クラス (食事は付いてません)

【含まれるもの】
●航空運賃(エコノミー･クラス)：東京(成田)／ダラス･フォト･ワース／カンクン／ダラス･フォト･ワース／東京(成田)
●カンクン及び、コスメル島での空港～ホテル間、及び 桟橋間 の各送迎代（専用車及び、混乗車/日本語ガイド付）
●ホテル宿泊代(２人部屋)：コスメル島（２泊分）
、カンクン（２泊分）
●プラヤ･デル･カルメン～コスメル島 間の往復フェリー乗船代、プラヤデル･カルメン～カンクンのホテル間片道及び、カン

クンのホテル～カンクン空港間の片道各送迎代(各日本語ガイド付)
●旅程表に明記された現地手配料（コスメル島でのダイビング予約のみ、及び オプショナルで①～④のいずれか、別料金）
◆コスメル島でのダイビング代金のみは、現地ショップへ直接お支払い頂きます（料金に関しては別紙をご参照願います）

【お見積り旅行代金／お 1 人様】※ 別紙料金表をご参照願います
※但し､上記料金の他に各国空港税の合計額＠￥１３,９５０-はツアｰ代金と共に別途ご請求させて頂きます

【カンクンでのオプショナルツアー： US$料金はお申し込み時の日本円換算レートにてご請求をさせて頂きます／日本払い】
①
③

セノーテ･ダイビング（約８時間／昼食付）＠US$208- ②チチェンイツア遺跡&セノーテ(約 11 時間／昼食付) ＠US$120イスラ･ムヘーレス/ジンべエ･ツアー（午前中）＠US$200- ④トゥルム遺跡半日観光（約６時間／飲み物付）＠US$83-

【備考】
●時差について、この時期のコスメル・カンクンは日本のマイナス１４時間となります(夏時間)
●ダイビング終了時にはﾀﾞｲﾌﾞ･ｶﾞｲﾄﾞへのチップを必ずお支払い願います(平均的な 1 日相場／お 1 人様@US$15.00-以上が目安)

■メキシカン･カリブ （コスメル島とカンクン近郊のツアー／6 日間）■
アエロ・メヒコ航空 ご利用、コスメル島 ＆ カンクン ６日間の旅程
【東京発着】
コスメル島２泊、 カンクン１泊
2016. 4/1-10/31 までの期間

※ 出発曜日限定

出 発 日

旅行代金

出 発 日

旅行代金

￥195,000- 8/06-8/10
￥249,000- 8/11-8/21
￥246,000- 8/22-9/15, 9/21-9/30

4/01-26、5/04-7/15
4/27-5/03
7/16-8/05

出 発 日

￥291,000- 9/17-9/19
￥248,000- 10/01-10/31
￥197,000-

旅行代金
￥252,000￥195,000-

【ご利用航空会社】 アエロ･メヒコ航空

延泊承ります

◆㊟ 航空会社の特記項目：
◆上記料金の他に各国の空港税等が別途に＠￥９,９８０-かかりますが、 これらの費用はツアー代金と共に別途ご請求させて頂きます。
◆現在アエロ･メヒコ航空は毎日運航していません、2016 年 5 月 30 日までは毎週月･水･土･日曜の週 4 便、但し､6 月 01 日から

は毎週 5 便のフライト運航（月･水･木･土･日曜）となりますので、具体的なご出発日は下記の出発曜日をご参照願います。
■ツアー設定可能日(2016.6/01～10/31 の期間に関して)
６日間の行程：月曜・水曜 出発(毎週２便)
６日間の行程：月曜・水曜・土曜 出発(毎週３便)
７日間の行程：月曜・日曜 出発(毎週２便)
７日間の行程：月曜・木曜・日曜 出発(毎週３便)
８日間の行程：月曜・水曜・土曜・日曜 出発(毎週４便)
８日間の行程：月曜・水曜・木曜・土曜・日曜 出発(毎週５便)
９日間の行程：土曜・日曜 出発(毎週２便)
９日間の行程：水曜・土曜・日曜 出発(毎週３便)
◆日本国内線利用の追加運賃は下記の通リです
*大阪・名古屋 発 日本航空の場合………….12,000 円（往復）
*全日空の場合……….24,000 円（往復）
*福岡・札幌 発
日本航空の場合…………..20,000 円（往復）
*全日空の場合……….40,000 円（往復）
■ツアー設定可能日(2016.4/01～5/30 の期間に関して)

アメリカン航空 ご利用、コスル島 ＆ カンクン ６日間の旅程
コスメル島３泊、 カンクン１泊

※ 毎日出発

出 発 日

旅行代金

4/01-27、5/03-5/31
4/28､5/02､6/29-7/10
4/29
4/30､8/08-8/10

￥187,000￥222,000￥272,000￥252,000-

出 発 日

旅行代金

5/01
6/01-6/28､9/01-9/30
7/11-8/05､8/13-8/17
8/06､8/12

￥242,000￥191,000￥256,000￥286,000-

【東京発着】
2016. 4/1-10/31 までの期間

出 発 日
8/07
8/11
8/18-8/31
10/01-10/31

【ご利用航空会社】 アメリカン航空

旅行代金
￥276,000￥306,000￥226,000￥189,000延泊承ります

◆㊟ 航空会社の特記項目：
◆上記料金の他に各国の空港税等が別途に＠￥１３,９４０-かかりますが、 これらの費用はツアー代金と共に別途ご請求させて頂きます。
◆日本国内線利用の追加運賃は下記の通リです

*大阪・名古屋 発

日本航空ご利用の場合…………無料

*福岡・札幌 発

日本航空ご利用の場合………10,000 円（往復）

◆週末運賃：往路の日本発 土・日・月曜日は＠￥10,000-、 復路の米国発 金・土曜日は＠￥10,000-を各料金に加算願います。

共通事項
【ご利用ホテル】 コスメル島： COZUMEL & RESORT（クラス） カンクン： HOTEL REAL INN（クラス）
延泊料金 コスメル島：1 泊／お 1 人様＠￥６,０００-、カンクン：1 泊／お 1 人様＠￥７,０００お部屋は全てがスタンダード・ルームのタイプとなります。（原則２人部屋使用／お 1 人様部屋追加料金は上記延泊料金と同額です）
●コスメル島でのダイビング料金： お１人様＠US$85.-（２本ダイブ/１日）/この代金は米国ドルにて現地ショップへ直接お支払い頂きます
●その他の現地オプショナル・ツアー： US$料金はお申し込み時の日本円換算レートにてご請求をさせて頂きます／原則日本払い
＊セノーテダイビング（約 8 時間／昼食付）＠US$208＊チチェンイツア遺跡&セノーテ(約 11 時間／昼食付) ＠US$120＊イスラムヘーレス/ジンベエ･スイム（午前中）＠US$200- ＊トゥルム遺跡半日観光（約６時間／飲み物付）＠US$83◎上記いずれの場合も同行程にキューバ（ハバナ／原則２人部屋使用／２名様以上）２泊を予めオプショナルで付け加える事が可能です
ホテルはスタンダード・クラス(朝食２回付）＋航空運賃（カンクン～ハバナ間往復）＋各空港税込でお１人様＠￥７０,０００-でお受けします

※上記の各ご旅行代金は全てがご参考料金です、詳しくは担当者までお問い合わせを願います。
その他の詳細はお問い合わせください。

