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この夏
この夏の旅行をお
旅行をお得
をお得に！

「成田－
成田－バンコク間
バンコク間・航空券往復１０
航空券往復１０，
１０，０００円
０００円」で発売！
発売！
ビジネスエアーは『燃油サーチャージ設定なし！』
株式会社エイチ・アイ・エス （本社：東京都新宿区 代表取締役社長： 平林 朗 以下 H.I.S.）は、2011 年夏に、タイ・
バンコクにある旅行会社トラベルデザインエアーCO.LTD.と共同で、ビジネスエアーセンターCO.LTD.（以下、ビジネスエ
アー）のバンコク－成田間のフライトをチャーターすることを決定いたしました。
2011 年春に日本初就航し、ゴールデンウィークにご旅行いただいたお客様からは好評を得たビジネスエアーが今夏も
就航いたします。東日本大震災直後の 3 月 14 日（月）に初就航したビジネスエアーは、H.I.S.が震災支援を目的に実施し
た”Heart in the bottle”キャンペーンに賛同いただき 1 万本のミネラルウォーターをご提供いただくなどいち早く支援の
手を差し伸べてくださいました。今夏の就航期間は、2011 年 7 月 14 日（木）より 9 月 26 日（月）までの毎日運航を予定し
ており、今回国土交通省より認可がおりた 7 月 14 日（木）～7 月 31 日（日）のうち、7 月 14 日（木）～7 月 28 日（木）成田
出発座席数限定で「成田発バンコク行きの航空券、エコノミークラスを往復 10,000 円」にて発売いたします。
H.I.S.では、燃油サーチャージの値上がり（6 月以降の購入から 日本-タイ間 往復燃油サーチャージ 最大 26,000
円）が予定されている中、燃油サーチャージ設定のないビジネスエアー商品を販売することで、お客様によりお得なご旅
行をご提供するとともに、日本から海外旅行にお出掛けいただくことでこの夏の節電を提案してまいります。
海外航空券の他にも、春にお客様よりご好評をいただいたパッケージツアーに更なる特典を付加し、成田発着「観る・
食べる・遊ぶ 大満喫バンコク 5 日間」のコースを発売いたします。「早得 60」としてご出発日より 60 日前のご予約で
10,000 円割引、加えて「世界遺産・アユタヤなどタイの見所を巡る観光」、「癒しのスパ 60 分」又は「高層レストランのディ
ナー」から一つお選びいただけます。さらに H.I.S.バンコク支店でビジネスエアーの半券をご提示いただくとオプショナル
ツアーが 10％オフとなる特典もあり、この夏のご旅行をお得にお楽しみいただけるコースです。長めの夏休みをご検討さ
れているお客様にも最大現地 8 泊まで可能な延泊プランも設定いたしました。
この他にも、ビジネスエアーを利用したバンコクとタイビーチ、ブータン王国の商品も販売をしてまいります。
また H.I.S.トラベルワンダーランドバンコク支店を通じてタイのお客様への日本行き航空券・パッケージツアーの販売を
することで、タイより多くのお客様にご来日していただき元気な日本を海外の方々に見て、感じていただくと同時に、旅を
通じて日本を元気にする一助となりたいと考えております。
今後も世界のお客様に満足していただけるこだわりの旅を追求し、海外旅行の
さらなる需要喚起を図って参ります。
【ビジネスエアー ・ 成田－
成田－バンコク間
バンコク間チャーターフライト詳細
チャーターフライト詳細】
詳細】
期間 ： 2011 年 7 月 14 日（木）成田出発 ～ 9 月 26 日（月）成田出発 の毎日運行
路線 ： 成田国際空港 － バンコク・スワンナプーム国際空港
座席数 ： エコノミークラス 256 席、らくらくシート 12 席
フライトスケジュール（予定）
：往路／成田国際空港発 11:30、バンコク・スワンナプーム国際空港着 16:30
復路／バンコク・スワンナプーム国際空港発 01:20、成田国際空港着 09：20
※国土交通省認可申請予定

【ビジネスエアー】
ビジネスエアー】
2008 年バンコクにて設立された、チャーター運行専門の航空会社で日本初就航。
現在は、バンコク/ソウル（仁川）、プーケット/ソウル（仁川）、プーケット/プサンに、
デイリーでチャーター便を運航中。
保有機材は（B767-200ER ：1 機）、（B767-300ER：3 機）。日本人機長も在籍している。
ビジネスエアーHP：http://www.businessaircenter.com/
機内（イメージ）
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☆ビジネスエアー利用
ビジネスエアー利用 成田－
成田－バンコク線商品詳細
バンコク線商品詳細☆
線商品詳細☆
【航空券】
航空券】 発売開始 ： 2011 年 5 月 31 日（火）午前 10 時
商品受付店舗 ：東日本地区営業所及び
東日本地区営業所及びオンラインサイト
■航空券代金： 往復 10,000 円～ （設定日・限定数あり）
■出発日： 2011 年 7 月 14 日（木）～7 月 31 日（日）の成田空港出発
※ 往復航空券をご購入の際は、7 月中にタイ発日本着の旅程に限ります。
※ 8 月 1 日以降の出発日での販売は、国土交通省より認可がおり次第販売開始を予定しております。
詳細はこちらでご確認ください ⇒ http://e.his-j.com/shop/air/search.aspx?lcid=1001a

【パッケージツアー】
パッケージツアー】 『観る・食べる・
べる・遊ぶ 大満喫バンコク
大満喫バンコク 5 日間』
日間』
・ 午前便出発往復直行便、現地たっぷり滞在の 3 泊。H.I.S.厳選ホテル指定コース。
・ 到着日には元気をチャージ！タイスキクーポンプレゼント
・ 早得 60（60 日前のご予約）で、10,000 円引き。更に下記 3 つから選べます。
①世界遺産アユタヤ遺跡とバンパイン宮殿
②癒しのスパ（60 分）
③バンコク高層レストランでのビュッフェディナー
・ さらに、ビジネスエアー成田→バンコク間のご搭乗の半券をご提示いただくとＨ.Ｉ.Ｓ.バンコク支店での
お申し込みのオプショナルツアーが全て 10％OFF
■旅行代金： 69,800 円～ 178,000 円（大人お１人様、2 名 1 室利用時の旅行代金）
■出発日：2011 年 7 月 14 日（木）～9 月 22 日（木）の毎日
■日本発着時利用航空会社：ビジネスエアー（国土交通省認可申請中）
■食事：朝 3 昼 1 夕 1
■延泊可能。最大旅行日数 10 日まで。
■最少催行人数：1 名（1 人部屋追加代金が別途必要） ■添乗員：なし。現地係員
※燃油サーチャージの設定がないため、含まれていません。
※旅行代金には、成田空港施設使用料、空港保安用及び海外空港諸税は含みません。
詳細はこちらでご確認ください ⇒ http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/02A_10/TC-FBB5301-8B1/____1
他にも、
にも、ビジネスエアー利用
ビジネスエアー利用の
利用の特別限定コース
特別限定コースを
コースを 5 月 30 日（月）より東日本地区営業所
より東日本地区営業所にて
東日本地区営業所にて開催
にて開催の
開催の
スーパーバザールにて
にて販売
スーパーバザール
にて販売します
販売します。
します。コースの
コースの詳細は
詳細はホームページをご
ホームページをご覧下
をご覧下さい
覧下さい。
さい。
スーパーバザール特集ページ ⇒ http://www.his-j.com/tyo/fair/tour.htm

タイに
タイに７拠点の
拠点のＨ.Ｉ.Ｓ.現地支店が
現地支店が日本語で
日本語で２４時
２４時間安心サポート
間安心サポート！
サポート！
日系最大級ネットワークの現地支店が、24 時間日本語で安心旅サポート！
緊急時や、夜でも安心です。2011 年 4 月にはタイムズスクエア 11 階に「スクチャイラウンジ」
がオープン。ゆったりと現地での楽しみ方のご相談をしていただけます。
また、2010 年にはタイの当社旗艦店となる「トラベルワンダーランドバンコク支店」がオープン
し、バンコク発航空券の手配等、自由旅行のお手伝いもしております！
現地支店スタッフが笑顔でお待ちしています！！

本件に
本件に関するお客様
するお客様からのお
客様からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先
東日本地区の各営業所へ （営業所案内：http://www.his-j.com/branch/main.htm）
ホームページ ： http://www.his-j.com
本件に
本件に関する報道関係
する報道関係・
報道関係・旅行会社の
旅行会社の方からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先
株式会社 エイチ・アイ・エス 東日本地区 広報担当 ： 高司 奈奈
TEL：03-5908-2477（本電話番号は報道関係・旅行会社関係の方からのお問合せ専用とさせていただいております。）
FAX：03-5908-2187 営業時間 平日）10:00～18:30、 土日祝） 休み
E‐MAIL：t-eigyo01@his-world.co.jp （本ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは報道関係・旅行会社関係の方からのお問合せ専用とさせていただいております）
※その他、企業広報関連のお問い合わせは、経営企画室：三浦 TEL：03-5908-2070 FAX：03-5908-2423 までお願いいたします。

