
慶應義塾ニューヨーク学院

オープンハウス 2019

ツアー催行：JTB USA, INC.

宿泊・送迎付きパッケージのご案内



2019年3月27日(水)～4月1日(月) 4泊6日

◆オープンハウス日時と場所

日時：2019年3月30日（土曜日）
場所：慶應義塾ニューヨーク学院

(3 College Road, Purchase, NY 10577)

◆ツアー代金

＄お一人様＄3,955
◆お申し込み受付

2018年10月22日（月）～2019年2月26日(火)

ツアー日程

* * * 売切れ次第締め切り * * *

日 付 日 程

3月27日（水）羽田空港集合。係員がチェックインのお手伝いを致します。

羽田空港発。

ニューヨーク(JFK)空港到着。現地係員がお出迎えし、専用車輌に
て市内観光と軽食（各自）。

ホテルチェックイン後、自由行動。

3月28日（木）デラックス版 マンハッタンストーリー ニューヨーク観光ツアー。

3月29日（金）自由行動
＊各種オプショナルツアーをご用意しています。
お気軽にお問合せください。

3月30日（土）慶應義塾ニューヨーク学院 オープンハウス

3月31日（日）ホテル出発。専用車輌にて空港までご案内します。

ニューヨーク(JFK)空港到着。現地係員がチェックインのお手伝い
を致します。

ニューヨーク(JFK)空港発。

4月1日 （月）羽田空港到着後、解散。



＜料金に含まれるもの＞

◎東京（羽田発着）～ ニューヨーク往復航空券

航空会社：日本航空（エコノミークラス利用）

◎ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン(又は同等) 4泊分

2名様一室利用 (朝食は含みません）

◎係員スタッフ：羽田空港・JFK空港ご到着時・ホテルヘルプデスク

(3/27)・オープンハウス日（ホテル～慶應学院）・JFK空港ご出発日

◎送迎バス：ニューヨーク(JFK)空港 → ホテル

◎送迎バス：ホテル ～ 学院間 ★オープンハウス日★

◎送迎バス：ホテル → ニューヨーク(JFK)空港

◎マンハッタンストーリー・デラックス 観光ツアー

◎税金

慶應義塾ニューヨーク学院 オープンハウス

＜ 注意事項 ＞
■航空券は、羽田発着となります。
■プレミアムエコノミークラスをご利用の場合：追加料金＄1,100よりご用意できますが、
席数には限りがございます。ご予約時の混雑状況次第では、上記料金でご用意できない可
能性がございますので、予めご了承ください。
■お支払いはクレジットカード精算とさせていただきます（お申込み書にカード番号を必
ず明記してください）。
■必ず保護者同伴でお申し込みください（21才以下の方のみのご宿泊は、ニューヨーク州
の法律で禁じられております）。
■上記以外の日程、羽田空港以外のご出発をご希望の方には特別手配も承ります。お申込
書にご希望内容をご記入のうえ、ご返送ください。
■ビジネスクラスの手配も承ります。詳しくはお問い合わせください。
■お申込み時の席の空き状況によって、お隣同士に座れない可能性もございますので、予
めご了承ください。
■燃料費高騰などの理由で航空機、バスの料金が値上がりする場合、ツアー代金の変更が
生じる可能性もございますので、ご了承ください。
■やむを得ない事情により、他の航空会社となる場合もございます。
■ご宿泊施設は全館禁煙となっておりますので、予めご了承ください。

宿泊・送迎付きパッケージ

＜予約取り消し料金＞
◎予約時～1月17日迄 お一人様＄300
◎1月18日～2月7日迄 お一人様＄800
◎2月8日～2月21日迄 お一人様＄1,900
◎2月22日以降 全額



～ニューヨーク一日市内観光～
マンハッタンストーリー・デラックス

旬と定番の融合ルートで１日内容盛りだくさんのベスト市内観光！
世界的な有名人が多く住むアッパーウエストサイドやアッパーイーストサイドの魅力を
車窓から味わえます。主要観光スポットのタイムズスクエア、5番街、メトロポリタン
美術館、ソーホーをばっちり車窓観光いたします。ツアーに含まれる周遊フェリーは間
近で見る自由の女神やブルックリン橋など写真撮影ポイント満載です！
定番だけでなくニューヨーカーにも話題のミートパッキングエリアのハイラインパーク
やチェルシーマーケットも下車！人気のロックフェラーセンター展望台「トップ・オ
ブ・ザ・ロック」へご案内。他ではなかなか見ることのできない“正面から見るエンパ
イア・ステートビル”をご覧頂けます。

*** お申し込み／お問い合わせ先 ***

JTB USA, Inc. ニューヨーク支店（担当：永井/下西ノ園）

オンラインからのお申し込み

https://www.jtbusa.com/KeioNY/OpenHouse
電話：(201)288-5592 / ファックス：(201)288-5048

（日本からおかけの場合は、上記の番号の前に010-1 を付けてください。）

e-mail：keiony@jtbusa.com
【営業時間】米国東部時間 平日9：00－17：00（日本より13時間遅れ）休業日：土･日・米国祝日

ご利用をお待ちしております。

＜ パッケージに含まれています ＞

https://www.jtbusa.com/KeioNY/openhousetop.aspx


日次 地名 時刻 交通機関

8:30am

11:00am JL 6

10:55am 専用バス

3:00pm

8:00am

午前

午後

5:00pm

7:45am

9:00am

4:30pm(予定)

5:30pm(予定)

9:00am

10:00am

1:10pm

4:25pm

オープンハウス パッケージ 2019　日程表

専用バス

3月31日

（日）

4月1日

（月）

慶應義塾ニューヨーク学院

オープンハウス

ホテルチェックアウト

羽田着

専用バス

3月29日

（金）

3月30日

（土）

終日フリー

3月28日

（木）

(日本からおかけの場合は、上記の番号の前に010-1 を付けてください。）

デラックス版

マンハッタンストーリー

観光ツアー
ホテル着

【宿泊ホテル】ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン (又は同等)

JTBスタッフがチェックインのお手伝いを致します。

*羽田以外からのお乗り継ぎの方は各自にてチェックインをお済ませください。

ニューヨークJFK空港へ羽田発

ホテル着

車窓からの観光と軽食（各自）

ニューヨーク（JFK）着

各種オプショナルツアーをご用意しています。お気軽にお問合せください。

ヒルトンホテルロビー集合

車窓からの観光ののち、ホテルへ（軽食：各自）

終日フリー

【宿泊ホテル】ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン (又は同等)

ダウンタウン・グランドゼロ、ハイライン、チェルシー、トップオブザロック展望台

タイムズスクエアー、国連ビル、サウスストリートシーポート(ランチ)

国際線ターミナルの出発ロビー３階　団体カウンターZ１～６番

日本発往復航空券・ホテル・空港送迎・オープンハウス送迎を含む特別パッケージ

予定

ツアー期間（2019年3月27日～4月1日）　料金： お一人様＄3,955

羽田空港

3月27日

（水）

ホテル到着　JTBスタッフがチェックインのお手伝いを致します。

お荷物お引取り後、ご自身で到着ロビーまでお越しください。

JTBのロゴが記載されているカウンター集合

* JFK空港で解散となりますので、成田空港にてお乗り継ぎの方は、

◆営業時間：米国東部標準時間　平日9：00－17：00 ◆休業日：土･日,米国祝日,年末年始

各自にてチェックインをお済ませください。

　　お申し込み受付期間：2018年10月22日（月）～2019年2月26日（火）（*売切れ次第締め切り）

JTB USA, Inc. ニューヨーク支店

***　お申し込み／お問い合わせ先　***

予約オンラインサイト：https://www.jtbusa.com/KeioNY/OpenHouse

　～ オープンハウス ～　慶應義塾ニューヨーク学院を見学

慶應義塾ニューヨーク学院出発

ホテル着

JAL5便発

【宿泊ホテル】ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン (又は同等)

【宿泊ホテル】ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン (又は同等)

専用バス

ホテルロビー集合　※当日の集合、帰着時間は多少変更の可能性がございます。

慶應義塾ニューヨーク学院到着

ホテル発、JFK空港へ向かいます。

JFK空港到着後、係員がチェックインのお手伝いを致します。

Tel:  (201) 288 - 5592    Fax:  (201) 288 - 5048

Email： keiony@jtbusa.com  　　　担当:  永井/下西ノ園

リンカーンセンター、ダコタハウス、自然史博物館、メトロポリタン美術館

◆◇◆ お申し込み方法は ◆◇◆

１：予約オンラインサイトへアクセス

２：お申込書にご記入の上、Faxを送信

航空券・ホテル・送迎などが含まれた安心・お得な！オープンハウスパッケージ のご案内

宿泊のみや送迎のみなど手配を選べる カスタムパッケージは裏面をご参照ください

慶應義塾ニューヨーク学院 オープンハウス 2019



＜ツアー代金に含まれるもの＞ ＜ツアー予約取り消し料金＞

◎東京（往路：羽田 / 復路：羽田）～ニューヨーク往復航空券（エコノミークラス利用） ◎予約時～1月17日迄 お一人様＄300

　 利用予定航空会社：日本航空を予定しておりますが、諸事情により他の航空会社になる場合もございます。 ◎1月18日～2月7日迄 お一人様＄800

◎空港係員料金 ◎2月8日～2月21日迄 お一人様＄1,900

◎ニューヨーク（ＪＦＫ）空港～ホテル往復バス（3月27日、3月31 日の2回） ◎2月22日以降 全額

◎ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン　宿泊料4泊分（2名一室利用）※朝食は含まれておりません

◎デラックス版マンハッタンストーリーツアー　（3月29日）

◎オープンハウス日のホテル～学校間の専用車輌　（3月30日）

◎税金

■1名にてお部屋をご利用の場合：追加料金$695　　■3名にて1部屋を利用の場合：3名様目は$300割引

■プレミアムエコノミークラスをご利用の場合：　追加料金＄1,100よりご用意できますが、席数には限りがございます。  

　　ご予約のタイミング次第では、上記料金でご用意できない可能性がございますので、予めご了承ください。

■お支払いはクレジットカード精算とさせていただきます（お申込み書にカード番号を必ず明記してください）。

■必ず保護者同伴でお申し込みください（21才以下の方のみのご宿泊は、ニューヨーク州の法律で禁じられております）。

■上記以外の日程、羽田空港以外のご出発をご希望の方には特別手配も承ります。お申込書にご希望内容をご記入のうえ、ご返送ください。

■ビジネスクラスの手配も承ります。詳しくはお問い合わせください。

■お申込み時の席の空き状況によって、お隣同士に座れない可能性もございますので、予めご了承ください。

■燃料費高騰などの理由で航空機、バスの料金が値上がりする場合、ツアー代金の変更が生じる可能性もございますので、ご了承ください。

■ご宿泊施設は全館禁煙となっておりますので、予めご了承ください。

月日（曜） 料金

3月28日

（木）
$89

3月28日

（木）
$228

3月29日

（金）
$158

3月29日

（金）
＄215～

＜宿泊、オプショナルツアー、リムジン、送迎バスの取り消し料金＞

◎予約時～1／17日まで　ご旅行代金の50％　◎1／18日以降ご旅行代金の全額　（宿泊数を減らす場合（減泊）にも左記を適応させていただきます。)

【カスタムパックのご案内】　
宿泊・送迎手配をご希望の方は、JTB USA　ニューヨーク支店がお手伝い致します。

【オプショナル②】

デラックス・ディナーナイトツアー

＜思い出プラン＞

【オプショナル③】

ステーキの名店”ピータールーガー”

のステーキを食べに行こう！

世界で最も美しいといわれるニューヨークの夜景を、お食事と共にお楽しみ

頂けるナイトツアー。

ご家族でご参加頂ければ、きっと素敵なニューヨークの想い出となるでしょう！

映画でもおなじみのアメリカ自然史博物館。館内には恐竜をはじめ様々な地球の歴史を感じられる展示

物が盛りだくさん。午後からなので朝はゆっくり過ごしたい方にもピッタリ。

★ウィリアムスバーグ観光付き★

【オプショナル⑤】

ブロードウェイミュージカルと

プリシアターディナー

劇場外にある人気のカジュアルイタリアンレストランにてプリシアターディナーを召し上がっていただ

いた後、本場のブロードウェイミュージカル（「オペラ座の怪人」）などをご鑑賞頂くツアーです。

※ご手配の際に、ご希望の演目をお伺いし空き状況を確認致します。

ツアー名

【オプショナル①】

夜景ざんまい　＜プラス＞

ここがポイント！

ニューヨークのベスト夜景ツアー！　★エンパイアステートビル展望台チケット付★

個人では足を運ぶ事の難しいクイーンズ地区、ブルックリン、

ニュージャージーの最高のビューポイントへご案内。

＊ツアー催行の状況や空き状況は変動しますので、お申し込みの際にご確認ください。混載ツアーとなります。

オプショナルツアーで更に充実　”JTBのマイバスツアー”

宿泊のみから送迎のみなど手配を選べるカスタムパッケージ もご用意

◆ホテル：ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン New York Hilton Midtown 又は同等ホテル

＊ミッドタウンエリアの施設をご案内します。

＊朝食は含まれていませんが、追加でご希望の際はお気軽にお問合せください。

＊上記ホテルは全館禁煙になっておりますので、予めご了承ください。

宿泊パック料金：１泊2名様1室利用＄T399/室（+税金$62.35)

◆バスやリムジンなどの送迎手配や観光など その他の手配

航空券、マンハッタンでのホテル、ニューヨーク市内観光をご希望のお客様も下記までお気軽にお問い合わせください。

◆お申し込み方法

下記のJTBウェブサイトへアクセスしていただくか、または、お申込書にご記入の上、Faxを送信。

なお、特別料金にてご利用いただける部屋数に限りがございますので、お申し込みはお早めにお願い致します。

＊お申し込み受付期間は、2018年10月22日(月)から2019年2月26日(火)です。お早めにお申しみください。

(ホテルが満室になりましたら申込みを締め切ります。空室があれば、受付期間後でもご予約を承ります。お気軽にお問い合わせ下

JTB 予約オンラインサイト：https://www.jtbusa.com/KeioNY/OpenHouse

Email： keiony@jtbusa.com  /  Fax:  (201) 288 - 5048 （日本からおかけの場合は、上記の番号の前に010-1 を付けてください。）

（ホテルの写真はイメージです）（慶應NY学院）



 
必要事項を正確にご記入の上、FAXをお送りください。ウェブサイトからの申し込みも受付けております。 

 

 

 

 

 

 

 

●お申込者情報 (パスポート通りの情報をローマ字にてご記入ください。*は必須項目） 

*お名前 *性別 *パスポート番号 *生年月日(西暦) 
日本航空 

マイレージ番号 

 男 / 女  年    月   日  

 男 / 女  年    月   日  

 男 / 女  年    月   日  

 男 / 女  年    月   日  

 

*住所： 〒                                                                         

 *電話番号：                          FAX番号：                             

  携帯電話番号：                       *国内線：□あり(ご出発空港：         )／□なし  

  *Eメ-ル：             ＠                       

 

●お支払い用クレジットカード情報（注）カードは有効期限が 2019年４月以降のものでお願い致します。 

カード所有者名：                          カード有効期限：       年       月 

カード番号：VISA / MASTER / AMEX / DINERS / JCB / 番号：                                                         

セキュリティーコード（カード裏面の下 3桁の数字、AMEXは表面の４桁の数字）：                                 

カード登録の住所： 上記住所と同じ /                                                         

  

ご署名： オープンハウスパックの支払いにつき、上記のカード決済に同意します。 

   （ご署名：）                              日付                     

 

●ご質問・その他  

                                                                              

                                                              

                                                                           

                                                                 

Fax: (201) 288 – 5048（日本からおかけの場合は、上記の番号の前に 010-1 を付けてください。） 

まとめて安心・お得な！ オープンハウスパッケージ用 お申込書  

JTB USA, Inc.  ニューヨーク支店 
 Tel: (201) 288 - 5592    Fax: (201) 288 – 5048 

（日本からおかけの場合は、上記の番号の前に 010-1 を付けてください。） 

E-mail： keiony@jtbusa.com     担当：永井 /下西ノ園  

予約サイト： https://www.jtbusa.com/KeioNY/OpenHouse 

 

   

Tel: (201) 288 - 5592    Fax: (201) 288 – 5048 

（日本からおかけの場合は、上記の番号の前に 010-1 を付けてください。） 

E-mail： keiony@jtbusa.com     担当：永井 /下西ノ園  

予約サイト：https://www.jtbusa.com/KeioNY/OpenHouse 

 

慶應義塾ニューヨーク学院 オープンハウス 2019 

https://www.jtbusa.com/KeioNY/OpenHouse
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jtbusa.com%2FKeioNY%2FWinter&data=02%7C01%7Cskiyohara%40jtbusa.com%7Ca7127c3ca1384782ab5a08d634627c1a%7Cbdbbfb0d75e1417385f9abf05556b1cd%7C0%7C0%7C636753994921454611&sdata=n7ZgiWDIUG%2FYFmX0Jo5sGW3rrMYPcAsKycpX%2FAJzM3w%3D&reserved=0


 

 

必要事項を正確にご記入の上、FAXをお送りください。WEB 申込みも受付けております。 

● ご宿泊ホテル（１部屋 1泊 2名様利用）   ※下記以外のホテルもご手配可能です。お気軽にお問合せください 

   ニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウン New York Hilton Midtown (又は同等) ： $399 +税金($62.35） 

        1335 Avenue of the Americas,  New York NY 10019 

● お申込者情報 （お名前・ご住所はローマ字でご記入ください。*必須事項） 

*保護者名                *生徒様名                                     

*住所                                                                                       

*郵便番号                *国名      

*電話番号                    *携帯電話番号                             FAX番号                

*Eメ-ル                   ＠                             

● お支払い用クレジットカード情報 （注）有効期限が 2019年 4月以降のカードでお願い致します。 

*カード所有者名：                     *カード有効期限：        年       月              

*カード番号：VISA / MASTER / AMEX / DINERS / JCB 番号：                                                  

  *セキュリティーコード（カード裏面の下 3桁の数字。AMEXは表面の 4桁の数字）：                                

*カード登録の住所： 上記住所と同じ /                                                          

● ご宿泊情報 （ローマ字でご記入ください。） 

 宿泊者名 1                                  2                                        

3                                     4                                      

希望宿泊日、部屋数およびタイプ  1部屋 1泊 2名様利用 

チェックイン：    月    日 ～ チェックアウト：    月    日 合計泊数 （       泊） 

部屋数／タイプ：         シングル           ツイン   合計部屋数 （       部屋） 

（注）ホテルチェックインは 3：00pm以降、チェックアウトは 12：00pmとなります。 

（注）朝食は含まれていません。ご希望の際にはお気軽にお問合せください。 

●リムジンハイヤーサービス（ご手配ご希望の方は下記にご記入ください。上記カードにご決済となります。） 

  空港からホテルまで以下の御料金（チップ、税込み）にてご手配致します。 

JFK 空港⇔ホテル ＄250（片道）/ ラガーディア空港⇔ホテル ＄220（片道）/ ニューアーク 空港⇔ホテル ＄270（片道） 

＜ご利用航空会社情報＝ご手配ご希望日＞   

1）行き：    月    日（     人）到着 FLIGHT＃        予定到着時間        am / pm 

2）帰り：    月    日（     人）到着 FLIGHT＃        予定到着時間        am / pm 

注）航空機の遅延またはお客様の都合によりハイヤーを待機させた場合、追加料金がかかることもあります。 

●オープンハウス＜当日＞送迎バスサービス（ご希望の方は下記ご記入ください。上記カードにご決済となります。） 

 オープンハウス当日（3 月 30 日(土)）は、ホテル～慶應義塾ニューヨーク学院の往復送迎バスをお一人様 

＄50（片道あたり、チップ、税込み）にてご手配致します。    

1) ホテル～慶應義塾ニューヨーク学院（往路）＄50ｘ    名 2) 慶應義塾ニューヨーク学院 ～ホテル（復路）＄50ｘ    名 

JTB USA, Inc. ニューヨーク支店  E-mail：  keiony@jtbusa.com 

Tel: (201) 288 - 5592    Fax: (201) 288 – 5048 

（日本からおかけの場合は、上記の番号の前に 010-1 を付けてください。） 

予約サイト： https://www.jtbusa.com/KeioNY/OpenHouse 担当: 永井/下西ノ園 

 

 

ホテル・送迎・ハイヤーなど 自由に選んで組み合せ カスタムパック用 お申込書 

https://www.jtbusa.com/KeioNY/OpenHouse
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