
帰任パッケージ含まれるもの：

1. 香港から東京（成田/羽田）までのエコノミークラス片道航空券　<eチケットのみ>

2. ホテル1泊　朝食付き

3. ホテルから香港国際空港までのベンツでのリムジン代金（1室につき車1台、スーツケース3個まで積み込み可能、サービスアワー08:00～22:00） 

*６人乗りのMPV(多目的乗用車）へ追加料金をお支払いの上変更可能、料金についてスタッフとご確認下さい。

*ペニンシュラホテルはロールスロイスのご利用　*リーガル・エアポートホテルのご送迎はございません　

4. 成田、羽田国際空港からご自宅までのお荷物宅配クーポン券(大人のみ) 1個30㎏、3辺(縦・横・高さ)の和が160cm以下 ｘ 2枚

詳しくはURLにご覧くださいませ。 www.jalabc.com/smartre/

5. JALエグゼクティブクラスカウンターでのチェックインとプライオリティバゲージサービス(JL運航便のみ）

部屋タイプ
大人2名と同室のベッド

不要の子供

01-10-2021 04-10-2021

05-10-2021 19-11-2021

20-11-2021 23-12-2021

24-12-2021 26-12-2021

27-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 02-01-2022

03-01-2022 01-02-2022

02-02-2022 06-02-2022

07-02-2022 12-03-2022

13-03-2022 31-03-2022

01-10-2021 04-10-2021

05-10-2021 19-11-2021

20-11-2021 23-12-2021

24-12-2021 26-12-2021

27-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 02-01-2022

03-01-2022 01-02-2022

02-02-2022 06-02-2022

07-02-2022 12-03-2022

13-03-2021 31-03-2022

01-10-2021 04-10-2021

05-10-2021 19-11-2021

20-11-2021 23-12-2021

24-12-2021 26-12-2021

27-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 02-01-2022

03-01-2022 01-02-2022

02-02-2022 06-02-2022

07-02-2022 12-03-2022

13-03-2022 31-03-2022

01-10-2021 04-10-2021

05-10-2021 19-11-2021

20-11-2021 23-12-2021

24-12-2021 26-12-2021

27-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 02-01-2022

03-01-2022 01-02-2022

02-02-2022 06-02-2022

07-02-2022 12-03-2022

13-03-2022 31-03-2022

01-10-2021 08-10-2021

09-10-2021 13-11-2021

14-11-2021 22-12-2021

23-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 01-01-2022

02-01-2022 28-01-2022

29-01-2022 31-01-2022

01-02-2022 05-02-2022

06-02-2022 19-03-2022

20-03-2022 31-03-2022

$4,600 $4,890

$6,020 $6,390 $7,990 $4,770 $5,140

$6,020 $6,390 $7,990 $4,770 $5,140

$5,690 $5,890 $6,990 $4,440 $4,640

$8,110

$6,020 $6,390 $7,990 $4,770 $5,140

$5,690 $5,890 $6,990 $4,440 $4,640

ニューワールドミレニアム香港ホテル

スーペリアルーム

$5,690 $5,890 $6,990 $4,440 $4,640

$5,850 $6,140 $7,490 $4,600 $4,890

$5,690 $5,890 $6,990 $4,440 $4,640

$5,850 $6,140 $7,490

$13,800 $6,970 $8,110

$6,970 $8,110

$3,670

$8,010 $9,050 $13,170 $6,760 $7,800

$7,800 $8,740

$7,800 $8,740 $12,560 $6,550 $7,490

$8,010 $9,050 $13,170 $6,760 $7,800

$7,800 $8,740 $12,560 $6,550 $7,490

$8,220 $9,360 $13,800 $6,970

$8,660

グランドデラックス

ハーバービュー

（タワー）

~

$8,220 $9,360 $13,800

$12,560

$8,010 $9,050 $13,170

$7,310 $8,000 $11,080 $6,060 $6,750

$7,510 $8,300 $11,670 $6,260 $7,050

$6,760 $7,800

$9,180 $10,810 $16,700 $7,930 $9,560

$6,550 $7,490

$8,220 $9,360

$6,750

$7,620 $8,460 $12,000 $6,370 $7,210

$6,370 $7,210

$3,670

$7,510 $8,300 $11,670 $6,260 $7,050

$7,310 $8,000

$7,310 $8,000 $11,080 $6,060 $6,750

$7,620 $8,460 $12,000 $6,370 $7,210

$6,260 $7,050

$8,580 $9,910 $14,900 $7,330

$8,310 $11,700 $6,270 $7,060

$6,170 $6,920

$8,480 $9,760 $14,600 $7,230 $8,510

グランドデラックス

ルーム

（タワー）

~

$7,620 $8,460 $12,000

$11,080

$7,510 $8,300 $11,670

$7,230 $7,880 $10,830 $5,980 $6,630

$7,420 $8,170 $11,420 $6,170 $6,920

$6,060

$6,630

$7,520 $8,310 $11,700 $6,270 $7,060

$7,060

$3,670

$7,420 $8,170 $11,420 $6,170 $6,920

$7,230 $7,880 $10,830

デラックス

コードヤードルーム

（メインビルディング）

~

$7,520 $8,310 $11,700 $6,270

$5,980

$7,420 $8,170 $11,420

$7,230 $7,880 $10,830 $5,980 $6,630

$7,520

$7,790 $10,660 $5,920 $6,540

$7,370 $8,100 $11,270 $6,120 $6,850

$7,450 $8,210 $11,500 $6,200 $6,960

$7,170 $7,790 $10,660 $5,920 $6,540

$8,420 $9,660 $14,400 $7,170 $8,410

$7,170 $7,790 $10,660 $5,920 $6,540

ペニンシュラホテル

デラックス

（メインビルディング）

~

$7,450 $8,210 $11,500 $6,200 $6,960

$3,670

$7,370

東京 (エコノミークラス)

チェックイン
ドリブル

（大人）

ツイン

（大人）

シングル

（大人）

トリプル

（子供）

ツイン

（子供）

$7,450 $8,210 $11,500 $6,200 $6,960

$7,370 $8,100 $11,270 $6,120 $6,850

$8,100 $11,270 $6,120 $6,850

$7,170

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日
**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

$5,850 $6,140 $7,490 $4,600 $4,890

~ $3,530

生效日期：2021年10月5日 < P.1/12 >

http://www.jalabc.com/smartre/


帰任パッケージ含まれるもの：

1. 香港から東京（成田/羽田）までのエコノミークラス片道航空券　<eチケットのみ>

2. ホテル1泊　朝食付き

3. ホテルから香港国際空港までのベンツでのリムジン代金（1室につき車1台、スーツケース3個まで積み込み可能、サービスアワー08:00～22:00） 

*６人乗りのMPV(多目的乗用車）へ追加料金をお支払いの上変更可能、料金についてスタッフとご確認下さい。

*ペニンシュラホテルはロールスロイスのご利用　*リーガル・エアポートホテルのご送迎はございません　

4. 成田、羽田国際空港からご自宅までのお荷物宅配クーポン券(大人のみ) 1個30㎏、3辺(縦・横・高さ)の和が160cm以下 ｘ 2枚

詳しくはURLにご覧くださいませ。 www.jalabc.com/smartre/

5. JALエグゼクティブクラスカウンターでのチェックインとプライオリティバゲージサービス(JL運航便のみ）

部屋タイプ
大人2名と同室のベッド

不要の子供

東京 (エコノミークラス)

チェックイン
ドリブル

（大人）

ツイン

（大人）

シングル

（大人）

トリプル

（子供）

ツイン

（子供）

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日
**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

01-10-2021 21-10-2021

22-10-2021 21-11-2021

22-11-2021 29-12-2021

02-01-2022 14-01-2022

15-01-2022 25-01-2022

26-01-2022 06-02-2022

07-02-2022 28-02-2022

01-03-2022 31-03-2022 $6,040 $6,330 $7,790 $4,790 $5,080

$5,920 $6,150 $7,440 $4,670 $4,900

$6,190 $6,550 $8,240 $4,940 $5,300

$5,920 $6,150 $7,440 $4,670 $4,900

* (30DEC21 - 01JAN22を除く )

$6,040 $6,330 $7,790 $4,790 $5,080

カオル―ンシャングリ―ラ

$6,040 $6,330 $7,790 $4,790 $5,080

$6,190

$6,190 $6,550 $8,240 $4,940 $5,300

$6,550 $8,240 $4,940 $5,300

デラックスルーム
$3,610~

生效日期：2021年10月5日 < P.2/12 >

http://www.jalabc.com/smartre/


帰任パッケージ含まれるもの：

1. 香港から東京（成田/羽田）までのエコノミークラス片道航空券　<eチケットのみ>

2. ホテル1泊　朝食付き

3. ホテルから香港国際空港までのベンツでのリムジン代金（1室につき車1台、スーツケース3個まで積み込み可能、サービスアワー08:00～22:00） 

*６人乗りのMPV(多目的乗用車）へ追加料金をお支払いの上変更可能、料金についてスタッフとご確認下さい。

*ペニンシュラホテルはロールスロイスのご利用　*リーガル・エアポートホテルのご送迎はございません　

4. 成田、羽田国際空港からご自宅までのお荷物宅配クーポン券(大人のみ) 1個30㎏、3辺(縦・横・高さ)の和が160cm以下 ｘ 2枚

詳しくはURLにご覧くださいませ。 www.jalabc.com/smartre/

5. JALエグゼクティブクラスカウンターでのチェックインとプライオリティバゲージサービス(JL運航便のみ）

部屋タイプ
大人2名と同室のベッド

不要の子供

東京 (エコノミークラス)

チェックイン
ドリブル

（大人）

ツイン

（大人）

シングル

（大人）

トリプル

（子供）

ツイン

（子供）

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日
**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

01-10-2021 06-10-2021

07-10-2021 11-10-2021

12-10-2021 29-10-2021

30-10-2021 14-11-2021

15-11-2021 22-12-2021

23-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 01-01-2022

02-01-2022 31-01-2022

01-02-2022 05-02-2022

06-02-2022 28-02-2022

01-03-2022 31-03-2022

01-10-2021 12-10-2021

13-10-2021 16-11-2021

17-11-2021 29-12-2021

30-12-2021 31-12-2021

01-01-2022 01-01-2022

02-01-2022 11-02-2022

12-02-2022 15-02-2022

16-02-2022 31-03-2022

01-10-2021 04-10-2021

05-10-2021 11-10-2021

12-10-2021 14-10-2021

15-10-2021 18-10-2021

19-10-2021 21-10-2021

22-10-2021 25-10-2021

26-10-2021 28-10-2021

29-10-2021 31-10-2021

01-11-2021 22-12-2021

23-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 01-01-2022

02-01-2022 31-03-2022

01-10-2021 25-11-2021

26-11-2021 29-12-2021

30-12-2021 01-01-2022

02-01-2022 01-02-2022

02-02-2022 06-02-2022

07-02-2022 28-02-2022

01-03-2022 31-03-2022 $9,300 $5,360 $5,860

$6,480 $6,910 $8,900 $5,230 $5,660

$6,610 $7,110 $9,300 $5,360 $5,860

$6,480 $6,910 $8,900 $5,230 $5,660

$7,240 $8,060 $11,200 $5,990 $6,810

アイランドシャングリーラ香港

デラックスピークビュー

ルーム

$6,610 $7,110 $9,300 $5,360 $5,860

$6,380 $6,760 $8,600 $5,130 $5,510

$6,610 $7,110

$5,420 $5,580 $6,440 $4,170 $4,330

$5,550 $5,770 $6,830 $4,300 $4,520

$5,700 $5,990 $7,270 $4,450 $4,740

$5,550 $5,770 $6,830 $4,300 $4,520

$4,520

$5,700 $5,990 $7,270 $4,450 $4,740

$5,580 $6,440 $4,170 $4,330

$5,700 $5,990 $7,270 $4,450 $4,740

$5,550 $5,770 $6,830 $4,300 $4,520

$5,890 $6,990 $4,430 $4,640

ハーバープラザメトロポリス

スーペリアルーム

$5,550 $5,770 $6,830 $4,300 $4,520

$5,420

$5,610 $5,780 $6,770 $4,360 $4,530

$5,550 $5,770 $6,830 $4,300

$4,820

$5,610 $5,780 $6,770 $4,360 $4,530

ハーバーグランドカオルーン

スーペリアルーム
~

$5,680 $5,890 $6,990 $4,430 $4,640

$3,530

$5,800

$5,610 $5,780 $6,770 $4,360 $4,530

$5,680 $5,890 $6,990 $4,430 $4,640

$5,800 $6,070 $7,360 $4,550 $4,820

$5,680

スーペリアルーム

$5,900 $7,070 $4,650

$5,900 $7,070 $4,650

$5,710 $6,690 $4,460

$5,710 $6,690 $4,460

$6,130 $7,520 $4,880

$5,710 $6,690 $4,460

$5,710 $6,690

カオル―ンホテル

~ $3,660

$5,900 $7,070 $4,650

~ なし なし $3,480

$5,700 $5,990 $7,270 $4,450 $4,740

$5,420 $5,580 $6,440 $4,170 $4,330

~ $3,460

$4,460

$6,130 $7,520 $4,880

$5,900 $7,070 $4,650

$6,130 $7,520 $4,880

$6,070 $7,360 $4,550

生效日期：2021年10月5日 < P.3/12 >

http://www.jalabc.com/smartre/


帰任パッケージ含まれるもの：

1. 香港から東京（成田/羽田）までのエコノミークラス片道航空券　<eチケットのみ>

2. ホテル1泊　朝食付き

3. ホテルから香港国際空港までのベンツでのリムジン代金（1室につき車1台、スーツケース3個まで積み込み可能、サービスアワー08:00～22:00） 

*６人乗りのMPV(多目的乗用車）へ追加料金をお支払いの上変更可能、料金についてスタッフとご確認下さい。

*ペニンシュラホテルはロールスロイスのご利用　*リーガル・エアポートホテルのご送迎はございません　

4. 成田、羽田国際空港からご自宅までのお荷物宅配クーポン券(大人のみ) 1個30㎏、3辺(縦・横・高さ)の和が160cm以下 ｘ 2枚

詳しくはURLにご覧くださいませ。 www.jalabc.com/smartre/

5. JALエグゼクティブクラスカウンターでのチェックインとプライオリティバゲージサービス(JL運航便のみ）

部屋タイプ
大人2名と同室のベッド

不要の子供

東京 (エコノミークラス)

チェックイン
ドリブル

（大人）

ツイン

（大人）

シングル

（大人）

トリプル

（子供）

ツイン

（子供）

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日
**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

01-10-2021 02-10-2021

03-10-2021 03-10-2021

04-10-2021 07-10-2021

08-10-2021 10-10-2021

11-10-2021 13-10-2021

14-10-2021 17-10-2021

18-10-2021 21-10-2021

22-10-2021 24-10-2021

25-10-2021 28-10-2021

29-10-2021 31-10-2021

01-11-2021 04-11-2021

05-11-2021 07-11-2021

08-11-2021 11-11-2021

12-11-2021 14-11-2021

15-11-2021 18-11-2021

19-11-2021 21-11-2021

22-11-2021 25-11-2021

26-11-2021 28-11-2021

29-11-2021 02-12-2021

03-12-2021 05-12-2021

06-12-2021 09-12-2021

10-12-2021 12-12-2021

13-12-2021 16-12-2021

01-10-2021 07-11-2021

08-11-2021 12-11-2021

13-11-2021 05-12-2021

06-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 01-01-2022

02-01-2022 06-03-2022

07-03-2022 20-03-2022

21-03-2022 25-03-2022

26-03-2022 31-03-2022

01-10-2021 07-11-2021

08-11-2021 12-11-2021

13-11-2021 05-12-2021

06-12-2021 29-12-2021

30-12-2021 01-01-2022

02-01-2022 06-03-2022

07-03-2022 20-03-2022

21-03-2022 25-03-2022

26-03-2022 31-03-2022

01-10-2021 21-11-2021

22-11-2021 28-02-2022

01-03-2022 31-03-2022

01-10-2021 21-11-2021

22-11-2021 28-02-2022

01-03-2022 31-03-2022

$3,600$6,550 $8,240 $5,300

$6,750

Ｎ1デラックスルーム

（浴槽はリクエストベー

ス）

~

$6,750 $8,640

$8,640

なしなし

$5,500

$5,500

$6,650 $8,440 $5,400

$6,450 $8,040 $5,200なし なし

ザ・マレー香港

スーペリアルーム

（キングベッドのみ提供）

~ $3,600

$6,650 $8,440 $5,400

$7,020 $7,760 $10,580 $5,770 $6,510

$7,020 $7,760 $10,580 $5,770 $6,510

$7,770 $8,890 $12,830 $6,520 $7,640

$6,670 $7,240 $9,530 $5,420 $5,990

$5,770 $6,510

$6,670 $7,240 $9,530 $5,420 $5,990

$5,770 $6,510

デラックスピークビュー

ルーム

~

$3,690

$7,770 $8,890 $12,830 $6,520 $7,640

$7,020 $7,760

$7,290

$6,840 $7,490 $10,030 $5,590 $6,240

$6,540 $7,040 $9,130 $5,290 $5,790

$6,840 $7,490 $10,030 $5,590 $6,240

デラックスハーバービュー

ルーム

~

$7,020 $7,760 $10,580

$10,580

$7,770 $8,890 $12,830 $6,520 $7,640

$6,840 $7,490 $10,030 $5,590 $6,240

$3,690

$7,540

$6,540 $7,040 $9,130 $5,290 $5,790

$7,540 $8,540 $12,130 $6,290 $7,290

$8,540 $12,130 $6,290 $7,290

$6,840 $7,490 $10,030 $5,590 $6,240

$7,540 $8,540 $12,130 $6,290

$5,460

$6,410 $6,810 $8,690 $5,160 $5,560

$6,410 $6,810 $8,690 $5,160 $5,560

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

フォーシーズンホテル香港

$8,690 $5,160 $5,560

$6,410 $6,810 $8,690 $5,160 $5,560

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

$6,410 $6,810

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

マンダリンオリエンタル香港

シティービュールーム

$6,440 $6,860 $8,790 $5,190 $5,610

$6,410 $6,810 $8,690 $5,160 $5,560

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

$6,410 $6,810 $8,690 $5,160 $5,560

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090

$6,370 $6,760 $8,590 $5,120 $5,510

$8,690 $5,160 $5,560

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

$6,410 $6,810 $8,690 $5,160 $5,560

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

$6,410 $6,810

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

~ $3,670

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

$6,410 $6,810 $8,690 $5,160 $5,560

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

$6,410 $6,810 $8,690 $5,160 $5,560

$6,340 $6,710 $8,490 $5,090 $5,460

生效日期：2021年10月5日 < P.4/12 >

http://www.jalabc.com/smartre/


部屋タイプ トリプル ツイン シングル

01-10-2021 04-10-2021 $7,060 $5,700 $5,340

05-10-2021 19-11-2021 $6,830 $5,470 $5,110

20-11-2021 23-12-2021 $6,220 $4,860 $4,500

24-12-2021 26-12-2021 $7,060 $5,700 $5,340

27-12-2021 29-12-2021 $6,830 $5,470 $5,110

30-12-2021 02-01-2022 $9,960 $8,600 $8,240

03-01-2022 01-02-2022 $6,220 $4,860 $4,500

02-02-2022 06-02-2022 $7,060 $5,700 $5,340

07-02-2022 12-03-2022 $6,220 $4,860 $4,500

13-03-2022 31-03-2022 $6,830 $5,470 $5,110

01-10-2021 04-10-2021 $7,260 $5,900 $5,540

05-10-2021 19-11-2021 $6,980 $5,620 $5,260

20-11-2021 23-12-2021 $6,390 $5,030 $4,670

24-12-2021 26-12-2021 $7,260 $5,900 $5,540

27-12-2021 29-12-2021 $6,980 $5,620 $5,260

30-12-2021 02-01-2022 $10,160 $8,800 $8,440

03-01-2022 01-02-2022 $6,390 $5,030 $4,670

02-02-2022 06-02-2022 $7,260 $5,900 $5,540

07-02-2022 12-03-2022 $6,390 $5,030 $4,670

13-03-2021 31-03-2022 $6,980 $5,620 $5,260

01-10-2021 04-10-2021 $7,560 $6,200 $5,840

05-10-2021 19-11-2021 $7,230 $5,870 $5,510

20-11-2021 23-12-2021 $6,640 $5,280 $4,920

24-12-2021 26-12-2021 $7,560 $6,200 $5,840

27-12-2021 29-12-2021 $7,230 $5,870 $5,510

30-12-2021 02-01-2022 $10,460 $9,100 $8,740

03-01-2022 01-02-2022 $6,640 $5,280 $4,920

02-02-2022 06-02-2022 $7,560 $6,200 $5,840

07-02-2022 12-03-2022 $6,640 $5,280 $4,920

13-03-2022 31-03-2022 $7,230 $5,870 $5,510

01-10-2021 04-10-2021 $9,360 $8,000 $7,640

05-10-2021 19-11-2021 $8,730 $7,370 $7,010

20-11-2021 23-12-2021 $8,120 $6,760 $6,400

24-12-2021 26-12-2021 $9,360 $8,000 $7,640

27-12-2021 29-12-2021 $8,730 $7,370 $7,010

30-12-2021 02-01-2022 $12,260 $10,900 $10,540

03-01-2022 01-02-2022 $8,120 $6,760 $6,400

02-02-2022 06-02-2022 $9,360 $8,000 $7,640

07-02-2022 12-03-2022 $8,120 $6,760 $6,400

13-03-2022 31-03-2022 $8,730 $7,370 $7,010

01-10-2021 08-10-2021 $2,960 $2,240 $2,020

09-10-2021 13-11-2021 $3,960 $3,240 $3,020

14-11-2021 22-12-2021 $2,960 $2,240 $2,020

23-12-2021 29-12-2021 $3,460 $2,740 $2,520

30-12-2021 01-01-2022 $3,960 $3,240 $3,020

02-01-2022 28-01-2022 $3,460 $2,740 $2,520

29-01-2022 31-01-2022 $2,960 $2,240 $2,020

01-02-2022 05-02-2022 $3,960 $3,240 $3,020

06-02-2022 19-03-2022 $2,960 $2,240 $2,020

20-03-2022 31-03-2022 $3,460 $2,740 $2,520

01-10-2021 21-10-2021 $4,020 $3,120 $2,820

22-10-2021 21-11-2021 $4,470 $3,570 $3,270

22-11-2021 29-12-2021 $4,020 $3,120 $2,820

02-01-2022 14-01-2022 $4,470 $3,570 $3,270

15-01-2022 25-01-2022 $3,670 $2,770 $2,470

26-01-2022 06-02-2022 $4,470 $3,570 $3,270

07-02-2022 28-02-2022 $3,670 $2,770 $2,470

01-03-2022 31-03-2022 $4,020 $3,120 $2,820

カオル―ンシャングリ―ラ

デラックスルーム

* (30DEC21 - 01JAN22を除く )

～

スーペリアルーム

グランドデラックス

ハーバービュー

（タワー）

～

ニューワールドミレニアム香港ホテル

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日

**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

延泊追加料金/１泊１部屋（朝食付）

チェックイン

ペニンシュラホテル

～

デラックス

（メインビルディング）

～

デラックス

コードヤードルーム

（メインビルディング）

～

グランドデラックス

ルーム

（タワー）

～

生效日期：2021年10月5日 < P.5/12 >



部屋タイプ トリプル ツイン シングル

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日

**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

延泊追加料金/１泊１部屋（朝食付）

チェックイン

01-10-2021 06-10-2021 $2,270 $2,100

07-10-2021 11-10-2021 $1,890 $1,720

12-10-2021 29-10-2021 $2,720 $2,550

30-10-2021 14-11-2021 $2,270 $2,100

15-11-2021 22-12-2021 $1,890 $1,720

23-12-2021 29-12-2021 $2,270 $2,100

30-12-2021 01-01-2022 $2,720 $2,550

02-01-2022 31-01-2022 $1,890 $1,720

01-02-2022 05-02-2022 $2,720 $2,550

06-02-2022 28-02-2022 $1,890 $1,720

01-03-2022 31-03-2022 $2,270 $2,100

～ なし

カオル―ンホテル

スーペリアルーム

生效日期：2021年10月5日 < P.6/12 >



部屋タイプ トリプル ツイン シングル

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日

**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

延泊追加料金/１泊１部屋（朝食付）

チェックイン

01-10-2021 12-10-2021 $2,940 $2,240 $2,020

13-10-2021 16-11-2021 $3,310 $2,610 $2,390

17-11-2021 29-12-2021 $2,720 $2,020 $1,800

30-12-2021 31-12-2021 $3,310 $2,610 $2,390

01-01-2022 01-01-2022 $2,940 $2,240 $2,020

02-01-2022 11-02-2022 $2,720 $2,020 $1,800

12-02-2022 15-02-2022 $2,940 $2,240 $2,020

16-02-2022 31-03-2022 $2,720 $2,020 $1,800

01-10-2021 04-10-2021 $2,550 $2,010 $1,860

05-10-2021 11-10-2021 $2,160 $1,620 $1,470

12-10-2021 14-10-2021 $2,990 $2,450 $2,300

15-10-2021 18-10-2021 $2,550 $2,010 $1,860

19-10-2021 21-10-2021 $2,990 $2,450 $2,300

22-10-2021 25-10-2021 $2,550 $2,010 $1,860

26-10-2021 28-10-2021 $2,990 $2,450 $2,300

29-10-2021 31-10-2021 $2,550 $2,010 $1,860

01-11-2021 22-12-2021 $2,160 $1,620 $1,470

23-12-2021 29-12-2021 $2,550 $2,010 $1,860

30-12-2021 01-01-2022 $2,990 $2,450 $2,300

02-01-2022 31-03-2022 $2,160 $1,620 $1,470

01-10-2021 25-11-2021 $5,650 $4,600 $4,250

26-11-2021 29-12-2021 $5,250 $4,200 $3,850

30-12-2021 01-01-2022 $7,550 $6,500 $6,150

02-01-2022 01-02-2022 $5,250 $4,200 $3,850

02-02-2022 06-02-2022 $5,650 $4,600 $4,250

07-02-2022 28-02-2022 $4,950 $3,900 $3,550

01-03-2022 31-03-2022 $5,650 $4,600 $4,250

01-10-2021 02-10-2021 $5,140 $4,100 $3,740

03-10-2021 03-10-2021 $4,940 $3,900 $3,540

04-10-2021 07-10-2021 $4,840 $3,800 $3,440

08-10-2021 10-10-2021 $5,040 $4,000 $3,640

11-10-2021 13-10-2021 $4,840 $3,800 $3,440

14-10-2021 17-10-2021 $5,040 $4,000 $3,640

18-10-2021 21-10-2021 $4,840 $3,800 $3,440

22-10-2021 24-10-2021 $5,040 $4,000 $3,640

25-10-2021 28-10-2021 $4,840 $3,800 $3,440

29-10-2021 31-10-2021 $5,040 $4,000 $3,640

01-11-2021 04-11-2021 $4,840 $3,800 $3,440

05-11-2021 07-11-2021 $5,040 $4,000 $3,640

08-11-2021 11-11-2021 $4,840 $3,800 $3,440

12-11-2021 14-11-2021 $5,040 $4,000 $3,640

15-11-2021 18-11-2021 $4,840 $3,800 $3,440

19-11-2021 21-11-2021 $5,040 $4,000 $3,640

22-11-2021 25-11-2021 $4,840 $3,800 $3,440

26-11-2021 28-11-2021 $5,040 $4,000 $3,640

29-11-2021 02-12-2021 $4,840 $3,800 $3,440

03-12-2021 05-12-2021 $5,040 $4,000 $3,640

06-12-2021 09-12-2021 $4,840 $3,800 $3,440

10-12-2021 12-12-2021 $5,040 $4,000 $3,640

13-12-2021 16-12-2021 $4,840 $3,800 $3,440

マンダリンオリエンタル香港

ハーバープラザメトロポリス

シティービュールーム

～

アイランドシャングリーラ香港

デラックスピークビュー

ルーム

スーペリアルーム

ハーバーグランドカオルーン

スーペリアルーム
～

～

～

生效日期：2021年10月5日 < P.7/12 >



部屋タイプ トリプル ツイン シングル

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日

**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

延泊追加料金/１泊１部屋（朝食付）

チェックイン

01-10-2021 07-11-2021 $6,340 $5,360 $4,980

08-11-2021 12-11-2021 $8,440 $7,460 $7,080

13-11-2021 05-12-2021 $6,340 $5,360 $4,980

06-12-2021 29-12-2021 $5,440 $4,460 $4,080

30-12-2021 01-01-2022 $8,440 $7,460 $7,080

02-01-2022 06-03-2022 $5,440 $4,460 $4,080

07-03-2022 20-03-2022 $6,340 $5,360 $4,980

21-03-2022 25-03-2022 $8,440 $7,460 $7,080

26-03-2022 31-03-2022 $6,340 $5,360 $4,980

01-10-2021 07-11-2021 $6,890 $5,910 $5,530

08-11-2021 12-11-2021 $9,140 $8,160 $7,780

13-11-2021 05-12-2021 $6,890 $5,910 $5,530

06-12-2021 29-12-2021 $5,840 $4,860 $4,480

30-12-2021 01-01-2022 $9,140 $8,160 $7,780

02-01-2022 06-03-2022 $5,840 $4,860 $4,480

07-03-2022 20-03-2022 $6,890 $5,910 $5,530

21-03-2022 25-03-2022 $9,140 $8,160 $7,780

26-03-2022 31-03-2022 $6,890 $5,910 $5,530

01-10-2021 21-11-2021 $3,680 $3,390

22-11-2021 28-02-2022 $3,280 $2,990

01-03-2022 31-03-2022 $3,680 $3,390

01-10-2021 21-11-2021 $3,880 $3,590

22-11-2021 28-02-2022 $3,480 $3,190

01-03-2022 31-03-2022 $3,880 $3,590

デラックスハーバービュー

ルーム

～

Ｎ1デラックスルーム

（浴槽はリクエストベー

ス）

～

ザ・マレー香港

スーペリアルーム

（キングベッドのみ提供）

～ なし

なし

フォーシーズンホテル香港

デラックスピークビュー

ルーム

～

生效日期：2021年10月5日 < P.8/12 >



部屋タイプ 料金 部屋タイプ 料金

01-10-2021 04-10-2021 $3,900 01-10-2021 04-10-2021 $4,000

05-10-2021 19-11-2021 $3,790 05-10-2021 19-11-2021 $3,860

20-11-2021 23-12-2021 $3,480 20-11-2021 23-12-2021 $3,570

24-12-2021 26-12-2021 $3,900 24-12-2021 26-12-2021 $4,000

27-12-2021 29-12-2021 $3,790 27-12-2021 29-12-2021 $3,860

30-12-2021 02-01-2022 $5,350 30-12-2021 02-01-2022 $5,450

03-01-2022 01-02-2022 $3,480 03-01-2022 01-02-2022 $3,570

02-02-2022 06-02-2022 $3,900 02-02-2022 06-02-2022 $4,000

07-02-2022 12-03-2022 $3,480 07-02-2022 12-03-2022 $3,570

13-03-2022 31-03-2022 $3,790 13-03-2021 31-03-2022 $3,860

01-10-2021 04-10-2021 $4,150 01-10-2021 04-10-2021 $5,050

05-10-2021 19-11-2021 $3,990 05-10-2021 19-11-2021 $4,740

20-11-2021 23-12-2021 $3,690 20-11-2021 23-12-2021 $4,430

24-12-2021 26-12-2021 $4,150 24-12-2021 26-12-2021 $5,050

27-12-2021 29-12-2021 $3,990 27-12-2021 29-12-2021 $4,740

30-12-2021 02-01-2022 $5,600 30-12-2021 02-01-2022 $6,500

03-01-2022 01-02-2022 $3,690 03-01-2022 01-02-2022 $4,430

02-02-2022 06-02-2022 $4,150 02-02-2022 06-02-2022 $5,050

07-02-2022 12-03-2022 $3,690 07-02-2022 12-03-2022 $4,430

13-03-2022 31-03-2022 $3,990 13-03-2022 31-03-2022 $4,740

部屋タイプ 料金 部屋タイプ 料金

01-10-2021 08-10-2021 $1,580 01-10-2021 21-10-2021 $2,020

09-10-2021 13-11-2021 $2,080 22-10-2021 21-11-2021 $2,240

14-11-2021 22-12-2021 $1,580 22-11-2021 29-12-2021 $2,020

23-12-2021 29-12-2021 $1,830 02-01-2022 14-01-2022 $2,240

30-12-2021 01-01-2022 $2,080 15-01-2022 25-01-2022 $1,840

02-01-2022 28-01-2022 $1,830 26-01-2022 06-02-2022 $2,240

29-01-2022 31-01-2022 $1,580 07-02-2022 28-02-2022 $1,840

01-02-2022 05-02-2022 $2,080 01-03-2022 31-03-2022 $2,020

06-02-2022 19-03-2022 $1,580

20-03-2022 31-03-2022 $1,830

* (30DEC21 - 01JAN22を除く )

部屋タイプ 料金 部屋タイプ 料金

01-10-2021 06-10-2021 $1,590 01-10-2021 12-10-2021 $1,580

07-10-2021 11-10-2021 $1,400 13-10-2021 16-11-2021 $1,760

12-10-2021 29-10-2021 $1,820 17-11-2021 29-12-2021 $1,470

30-10-2021 14-11-2021 $1,590 30-12-2021 31-12-2021 $1,760

15-11-2021 22-12-2021 $1,400 01-01-2022 01-01-2022 $1,580

23-12-2021 29-12-2021 $1,590 02-01-2022 11-02-2022 $1,470

30-12-2021 01-01-2022 $1,820 12-02-2022 15-02-2022 $1,580

02-01-2022 31-01-2022 $1,400 16-02-2022 31-03-2022 $1,470

01-02-2022 05-02-2022 $1,820

06-02-2022 28-02-2022 $1,400

01-03-2022 31-03-2022 $1,590

部屋タイプ 料金 部屋タイプ 料金

01-10-2021 04-10-2021 $1,460 01-10-2021 25-11-2021 $2,800

05-10-2021 11-10-2021 $1,270 26-11-2021 29-12-2021 $2,600

12-10-2021 14-10-2021 $1,680 30-12-2021 01-01-2022 $3,750

15-10-2021 18-10-2021 $1,460 02-01-2022 01-02-2022 $2,600

19-10-2021 21-10-2021 $1,680 02-02-2022 06-02-2022 $2,800

22-10-2021 25-10-2021 $1,460 07-02-2022 28-02-2022 $2,450

26-10-2021 28-10-2021 $1,680 01-03-2022 31-03-2022 $2,800

29-10-2021 31-10-2021 $1,460

01-11-2021 22-12-2021 $1,270

23-12-2021 29-12-2021 $1,460

30-12-2021 01-01-2022 $1,680

02-01-2022 31-03-2022 $1,270

アイランドシャングリーラ香港

チェックイン

デラックスピークビュー

ルーム

～

ハーバープラザメトロポリス

チェックイン

スーペリアルーム

スーペリアルーム スーペリアルーム

～

カオル―ンホテル ハーバーグランドカオルーン

チェックイン チェックイン

チェックイン

デラックスルーム
～

～ ～

デラックス

（メインビルディング）

～
デラックス

コードヤードルーム

（メインビルディング）

～

カオル―ンシャングリ―ラ

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日

**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

お見送りプラン（お一人様）：宿泊＋香港国際空港行きリムジン＋朝食付

< 帰任パッケージご利用時同行者が香港のホテルに同宿し、リムジンで一緒に空港まで行かれる場合、かつ2名一室同宿時の追加料金です。 >

ペニンシュラホテル

チェックイン チェックイン

～

ニューワールドミレニアム香港ホテル

チェックイン

スーペリアルーム

グランドデラックス

ルーム

（タワー）

～
グランドデラックス

ハーバービュー

（タワー）

～

生效日期：2021年10月5日 < P.9/12 >



JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日

**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

お見送りプラン（お一人様）：宿泊＋香港国際空港行きリムジン＋朝食付

< 帰任パッケージご利用時同行者が香港のホテルに同宿し、リムジンで一緒に空港まで行かれる場合、かつ2名一室同宿時の追加料金です。 >

部屋タイプ 料金

01-10-2021 02-10-2021 $2,550

03-10-2021 03-10-2021 $2,450

04-10-2021 07-10-2021 $2,400

08-10-2021 10-10-2021 $2,500

11-10-2021 13-10-2021 $2,400

14-10-2021 17-10-2021 $2,500

18-10-2021 21-10-2021 $2,400

22-10-2021 24-10-2021 $2,500

25-10-2021 28-10-2021 $2,400

29-10-2021 31-10-2021 $2,500

01-11-2021 04-11-2021 $2,400

05-11-2021 07-11-2021 $2,500

08-11-2021 11-11-2021 $2,400

12-11-2021 14-11-2021 $2,500

15-11-2021 18-11-2021 $2,400

19-11-2021 21-11-2021 $2,500

22-11-2021 25-11-2021 $2,400

26-11-2021 28-11-2021 $2,500

29-11-2021 02-12-2021 $2,400

03-12-2021 05-12-2021 $2,500

06-12-2021 09-12-2021 $2,400

10-12-2021 12-12-2021 $2,500

13-12-2021 16-12-2021 $2,400

部屋タイプ 料金 部屋タイプ 料金

01-10-2021 07-11-2021 $3,180 01-10-2021 07-11-2021 $3,450

08-11-2021 12-11-2021 $4,230 08-11-2021 12-11-2021 $4,580

13-11-2021 05-12-2021 $3,180 13-11-2021 05-12-2021 $3,450

06-12-2021 29-12-2021 $2,730 06-12-2021 29-12-2021 $2,930

30-12-2021 01-01-2022 $4,230 30-12-2021 01-01-2022 $4,580

02-01-2022 06-03-2022 $2,730 02-01-2022 06-03-2022 $2,930

07-03-2022 20-03-2022 $3,180 07-03-2022 20-03-2022 $3,450

21-03-2022 25-03-2022 $4,230 21-03-2022 25-03-2022 $4,580

26-03-2022 31-03-2022 $3,180 26-03-2022 31-03-2022 $3,450

部屋タイプ 料金 部屋タイプ 料金

01-10-2021 21-11-2021 $2,340 01-10-2021 21-11-2021 $2,440

22-11-2021 28-02-2022 $2,140 22-11-2021 28-02-2022 $2,240

01-03-2022 31-03-2022 $2,340 01-03-2022 31-03-2022 $2,440

ザ・マレー香港

チェックイン チェックイン

スーペリアルーム

（キングベッドのみ提

供）

～

デラックスピークビュー

ルーム

～ デラックスハーバービュー

ルーム

～

Ｎ1デラックスルーム

（浴槽はリクエストベース）

～

フォーシーズンホテル香港

チェックイン チェックイン

マンダリンオリエンタル香港

チェックイン

シティービュールーム
～
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到着地

$840 (大人） $4,330 (子供）

$630 (子供）

$1,530 (大人）

$1,150 (子供） $4,720 (子供）

JL : 日本航空の運航便

日本国内線追加ご希望の場合はお問い合わせください。

＊＊Xクラスは11月4日までご搭乗に適用//Iクラスは11月5日からご搭乗に適用

無料手荷物許容量（お一人様）：

地域/空港 エコノミークラス -- 2個 まで（それぞれが23kg以内）

北海道 ビジネスクラス -- 3個まで (それぞれが32kg以内)

北東北 <それぞれの手荷物の3辺（縦・横・高さ）の和が203cm以内>

南東北

関東・甲信越 * 詳しくは航空会社ホームページをご覧ください

中部・北陸 ＊ 一区間のみ追加可能

関西 ＊ エコノミークラス利用（国内線）

中国

四国

九州

沖縄

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日

**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**

到着地

成田JL
 /

羽田JL

$670 (大人）

成田JL
 /

羽田JL

エコノミー
プレミアムエコノミ

ー（羽田）
ビジネス

H

$2,230 (子供）

$6,230 (大人）

D

$2,940 (大人）

なし K

出発日：

01Oct-16Dec 21 , 01Jan-21Jan 22 , 07Feb-31Mar 22 

$5,700 (大人）

出発日：

R

B

17Dec-31Dec 21 , 22Jan-06Feb 22

プレミアムエコノミー

（羽田）
ビジネス

K

$500 (子供）

$5,700 (大人）

+$350

+$130

+$80

+$60

+$40

+$350

+$60

+$90

+$80

+$60

+$40

+$60

+$40

+$40

+$320

+$160

+$40

$2,070 (大人）

$1,550 (子供）

$2,670 (大人）

$2,000 (子供）

お荷物宅配追加料金（地域別）（2個）

$4,330 (子供）

$6,230 (大人）

$4,720 (子供）

$1,250 (子供）

R

X/I **

D

+$40

JAL帰任パッケージ

追加料金及び予約クラス

エコノミー

+$40

+$60

なし

なし

+$30

成田・羽田 関西 名古屋

+$80

+$30

なし

B

$1,630 (大人）

+$40

+$40

+$80 +$80

X/I **

H
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旅行条件：

1.予約金について

お申し込みの際にHKD2000をお支払いください。

2.航空券について

a) 発券後の予約変更は一切お受けできません。

b) JL運行便（東京）：　エコノミー"K / H / B" 　/    プレミアムエコノミーR   /     ビジネス"X / I"** & "D"

c) JMBマイレージ積算… 国際線：エコノミー"K / H" 70%, "B" 100％ , プレミアムエコノミー "R" 100％, ビジネス"X / I"** & "D" 125％

（**Ｘクラスは2021年11月4日ご搭乗分までが対象/Iクラスは2021年11月5日ご搭乗分からが対象）

d) 燃料サーチャージ、空港諸税と空港施設使用料は含まれておりません。

3.変更について（宿泊券、航空券の発行前）

　 ホテル宿泊日7日前までは手数料HKD200（お一人様）にて変更可能ですが、それ以降のご変更はできません。

4.空港までの送迎について

a) ホテルから空港まで直行します。

b) ご集合時間から15分以降、30分毎にHKD300の待機料金が掛かります。

c) リムジンを見つけられない場合は日本語ホットライン（852）92814749にご連絡ください。

5.天候による追加料金について

a) 台風シグナル８の場合は、HKD450の手数料が掛かります。

b) ブラックレイン＜大雨警報同等、雨量70mm以上＞の場合は、HKD450の手数料が掛かります。

6.取り消し手数料について（宿泊券、航空券の発行前）

 －宿泊日7日前まで  - お一人様　HK$2,000

－宿泊当日  - 旅行費用の全額

－無連絡のキャンセル  - 旅行費用の全額

7.宿泊券及び航空券発券後の変更、取り消し、払い戻しは一切お受けできませんのでご了承ください。

8.車にはベビーシートのご用意はございません。

9.料金、条件等は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

JAL Satellite Travel Co., Ltd. (L/N : 350291)

電話番号：（852）34291205 ファックス番号：（852）25259877

Unit 501B, 5/F., Eastmark, No.21 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong.

メールアドレス -- japandesk@jalselect.com.hk

JAL帰任パッケージ

出発日：2021年10月1日～2022年3月31日

**このパッケージ商品は日本国旅券を所持している方のみご利用いただけます。**
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