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今しかできない、今だからできるワクワク・ドキドキする旅に出よう

H.I.S.の学生旅行は１００個割！！！！
昨年、多くの学生さんにご利用いただきました『出世払い』も実施
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.）東日本地区では、
冬休み・春休みを利用した学生旅行シーズンに向けて、新たに学生の方限定の特別企画、商品、特典を発表いたします。
学生旅行のピークにあたる 2 月中旬～後半はアジア各国の旧正月と重なることから昨今の訪日旅行の需要拡大を鑑みると
混雑が予想され学生旅行に関しても早期検討の必要があります。そのため、例年 11 月前後に学生旅行の特典などを発表し
ておりましたが、今年は昨年より 2 ヶ月早くパンフレットを発行いたしました。
また、学生＝若い方＝Web 予約と思われがちですが、実は約 7～8 割の学生さんは店舗にご来店いただき、その場で打ち合
わせをしながらご予約をいただくケースが多いのが例年の傾向です。そこでご予約時からワクワク・ドキドキとみんなで楽しめるよう
な施策となる様 『100 個の割引き』を設定しました。旅の申し子割（名前に「旅」が入る人）初体験割（海外旅行が初め
て！）、ピタリ割、（5 人以上の予約で全員で 100 歳）ソーダ割（苗字が SODA さん）など適応条件の難易度に応じて 6
段階のレベルを設け 500 円割引から最大 99％割引までご用意しました。割引は、指定の写真を撮影し写真加工アプリ
「instagram」に#hisgakusei のハッシュタグをつけて投稿いただくことで適用となります。100 個割は 2015 年 3 月末日ま
で、ご旅行をお申し込みの際にその都度ご利用いただくことが可能となります。
“ただ観光をする”のではなく、旅行先で何ができるか。何を得られるかなどを考えた上でご予約される学生さんも増えております。
旅のプロフェッショナルであるツアーの企画担当者が、“ガイドブックにはないような情報”や、“世界なんでもランキング”として、「行
ってみたら期待以上！見ておきたい世界遺産」「おすすめしたい B 級グルメ」「時間がある今だからこそ！秘境に挑戦」など様々
なテーマ別で紹介した内容をパンフレットに盛り込んでおります。コース数を増やし旅行プランの選択肢を広げることで、ご自身の
希望に沿った旅が選びやすい環境を整えております。
H.I.S.では、たくさんの学生さんに世界に飛び出して、様々な場所を訪れ、たくさんの人々と出会い、その地域や文化への理解
を深め、今しかできない、今だからできるワクワク・ドキドキする旅に出掛けていただきたいと考えており、新たな施策により学生旅
行を応援してまいります。また LINE や Facebook を通じ旅行の魅力、楽しさなどの旅に関する情報発信をしていきます。
学生旅行 URL：http://www.his-j.com/gakusei/

＜ご旅行前＞難易度はさまざま『100 個割』最大 99％割引！
旅に行く前からワクワク・ドキドキ！みんなで盛り上がれる『100 個割』をご用意しました。ご来店時に用紙に対象割引名等を
記載して、動画・画像を撮影し「instagram」に#hisgakusei のハッシュタグをつけて投稿いただくと、割引適用となります。

＜100 個割 一例＞
難易度 MAX 割★★★★★★ 99％割引 名前に「旅」が入る人→旅の申し子割など
難易度★★★★★10,000 円引き（※10 万円以上のツアー）→学生結婚してハネムーンへ→おめでとう割
5,000 円引き（※10 万円未満のツアー）
MR.MS○○大学 写真使わせてね♡→素材割
難易度★★★★
5,000 円割引（※5 万円以上のツアー）→怪我している人→いた割／留年決定！→またね割
3,000 円割引（※7 万円未満のツアー）
難易度★★★
3,000 円割引（※3 万円以上のツアー）→他にも行きたくなったら（一回で 2 つ以上の旅行予約）→こころが割
2,000 円割引（※3 万円未満のツアー） 5 人で色違いで来店→レンジャー割
難易度★★
1,000 円割引 海外旅行が初めて！ →初体験割／おそろい来店 →人数割
難易度★
500 円割引 名字か名前がマキの人→まき割／HIS ライン追加で→ライン割
など、１００個の項目からアナタに当てはまる割引を見つけて割引に。（併用不可）
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＃hisgakusei のハッシュタグで、割引！
同じ学生さんが、どんなところで、どんな旅をしているの？！かが気になるとの声があったことから共通のハッシュタグをつけて投稿
いただくことで、みんなの旅行をのぞけます！社会人になってから（2015 年 4 月～12 月）のご旅行でご利用いただける割引
もご用意しております。
＜テーマ 1＞ ○
H eritage・・・・・・・世界遺産自然遺産をバックに！

I mpact・・・・・・・・「あっ！！」と驚く感動・衝撃・オモシロ写真
○
S odelicious・・・名物料理から地元の人しか知らない B 級グルメまで
○

＜テーマ 2＞ クールジャパンキャンペーン同時開催
日本と世界をつなげよう！まだまだ知られていない日本文化をアナタ自身を通じて知ってもらおう。
JAPAN♥○○○○（旅行先の国名）を紙等に描いて海外の人と一緒に写真を撮影。
「instagram」に＃hisgakusei のハッシュタグをつけて投稿！

Ciao 学生旅行パンフレット発売開始 今年のキーワードは学生特別体験、大周遊旅行
2014 年 9 月 19 日（金）に発売を開始する Ciao 学生旅行パンフレットでは、“学生特別体験や今しか出来ない体験“”
大周遊旅行“をキーワードに 3 種類合計で全 177 コースを掲載しております。最近の傾向として、「現地に行くことで何ができる
のか」「何を得られるのか」など、こだわりや目的をもってご旅行にご出発される学生さんが増えております。また、パンフレットに
は、コース紹介の他に、ガイドブック等には掲載されていないような「思わず『「へぇ』企画の小ネタ集」や旅のプロフェッショナルで
ある商品企画チームによる「世界なんでもランキング」ページを設け、計画をサポートしております。売れ筋商品を予め厳選して
在庫を多くシーズンに向けて準備しております。
＜パンフレット一部コース紹介＞Ciao

バックパッカー入門編 時間の許す限り自由に旅をしたいけど、ちょっと不安な方にオススメです。
一例 インド デリー：7.98 万円～11.78 万円
♥1・2 泊目（香港は 1 泊目）のホテルがついているから慣れない土地でホテルを探す心配はありません。
♥到着日は、空港からホテルまでの送迎がついていますので、迷うことなくホテルへ。
♥各都市で最大旅行日数の範囲内で旅をお楽しみいただけます。（現地での変更は不可）
♥H.I.S.現地支店が 24 時間日本語で安心サポート

ヨーロッパ大周遊 12 日間 憧れの列車でヨーロッパ周遊。オリジナルツアーしたい方にオススメです。
24.40 万円～29.90 万円

パンフレットイメージ

♥20 カ国 53 都市から組み合わせ可能。 ♥最大 4 延泊までは延泊代金 500 円でアレンジ可能
♥宿泊都市以外にも途中下車など自由自在。

学ぶ旅 ただ、旅に出掛けるだけなく、成長して帰国したい！という方にオススメです。
♥ノーベル平和賞受賞のグラミン銀行で学ぶバングラデッシュ 6 日間 22.90 万円～30.40 万円
→支援ではない、自立と共生を目指す『これからの時代のビジネスモデル』を本場で学ぶ
♥世界自然遺産 小笠原 自然環境を学ぶ 6 日間 11.90 万円～14.90 万円
→初心者でも大丈夫！希少な生態系とその課題を学ぶ旅
パンフレットイメージ

体験する旅 世界で様々な体験をしてみたい！人とは違う体験をしてみたい方にオススメです。
♥象使いの免許を取得！ルアンパバーン 5 日間 11.90 万円～16.40 万円
→世界遺産の古都で象使いになる！人とは違う体験を
♥サンゴの植え付け体験＆イルカと遊ぶ＆大自然の中をカヤックで探検南の楽園パラオ 5･6 日間 12.9 万円～24.8 万円
→パラオには、特殊な自然環境によって生み出されたここでしかできないユニークな体験がもりだくさん。

2014．9．19

News Release

株式会社エイチ・アイ・エス

安心の頼れる添乗員同行の旅 impresso
impresso の学生旅行パンフレットでは、impresso に参加した先輩からの声や、体験談・自慢・失敗談などアドバイスなど
も掲載いたしました。頼れる添乗員が同行しながら、世界の見所を効率的に周遊し、グループツアーであっても各所で自由行
動の時間も確保しております。また、コースによっては学生限定コースを設置し同じ世代の新しい交流などに繋がればと考えてお
ります。クリスマスまでのご成約で 1 月以降の出発は、5,000 円割引、4 名様以上のグループなら代表者 1 万円割引、6 名
様以上のグループなら代表者 1.5 万円割引や、現地からの SNS を更新するためには欠かせない海外 Wi-Fi レンタルが 50％
OFF など特典をご用意しております。(http://conze3.wisebook.jp/bookstore/viewer/hiskanto/410/#0)

＜ご旅行前＞『旅行はしたいけど、旅行資金が足りない・・・。』 H.I.S.の卒業旅行は、出世払いできます。
昨年スタートし、大好評だった『出世払い』を今年も展開いたします。来年春に卒業を控えている学生さんにとっては、旅行
がしやすいタイミングにも関わらず、新しい生活への準備等で、出費が重なる時期でもあります。また、メンバーを変えて複数回
ご旅行に出掛けられる傾向にあります。そのようなニーズにマッチし、SNS や口コミ等で広がりをみせたくさんの学生さんにご利用
いただきました。H.I.S.では学生さんの海外旅行を会社をあげて応援すべく、国内・海外旅行に問わず、H.I.S.のクレジットカ
ード「スカイウォーカーカード」で決済すると、ご利用月から最大 7 ヶ月後まで支払いが延ばせる H.I.S.『出世払い』を卒業旅行
シーズンにむけてご用意しました。支払い月までのカード手数料に関しては H.I.S.が負担いたします。2014 年 10 月 1 日以降
にご入会、2014 年 10 月 17 日以降にお支払いいただくことで、出世払いが可能となります。
※カード発行には所定の審査があります。※オンラインからのご旅行のお申込みは対象外となります。

旅の達人！Ｈ.Ｉ.Ｓ.企画担当者が勝手にランキング（一例）
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