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価格 時間 出発、開始 時刻 到着、終了 時刻

換金：11,500元=20.2万円（Min:14.3万）
◯ いつも通りドルユーロを利用しました。換金レートからすると、
中国についてから換金した方が得なようですが、時間を有効利用
するた目には事前換金が良いかと。

香港SIM購入
◎ 香港SIMであればVPNも不要なようです。NEC aterm MR05LN
に差して使いました

¥2,300

ルーター購入 〇 MF855。実際には使いませんでした。 ¥5,800
楽天モバイル転送Off：1420 〇 国際電話サービスOn(Y)、国際ローミングOn(YM)
在来線 ◯ 東神奈川⇒仲木戸：徒歩６分 1:10 橋本 6:18 羽田空港 7:28

Wifiルーター受取：Global Wifi (VPN)
△ 受け取りが結構な行列になっています。これが時間ぎりぎり
だったら致命的ですね。。。国際線ターミナル２階、グローバル
Wifi、中国 4G LTE 大容量 (VPN付)

¥3,940

JCBラウンジ（プライオリティパスは無し）

× 食事は全く無しのため利用せず。出国審査後、同伴者M：
\1030、
SKY LOUNGE：国際線旅客ターミナル4階中央、狭い
SKY LOUNGE ANNEX：国際線旅客ターミナル4階114番奥エスカ
レータで4Fに上がる、広い

JAL81 ◯出発３階、機内エンターテイメントありました。ジオストーム ¥357,600 3:05 羽田国際線T 9:25 上海虹橋空港T1 11:30
ホテルで荷物預ける ◯ 地下鉄で隣の駅、ターミナル間は無料バス乗り場は見当たら 上海虹橋空港T1駅 上海虹橋空港T2駅
クラブラウンジにてのAFTERNOON TEAサー
ビス

○ コーヒー、ラッテ、カプチーノ、サラダ、菓子パン
ソフトドリンクは無し

14:00 16:00

豫園
× 入場終了15分以上前に行ったのですが、既にチケットブースは
閉まっていました。。。豫園駅、レトロ茶館あり

8:30 17:15

外灘、日没＝18:34 ◯ 豫園から歩いていきましたが、ちょっと遠かったですね。
外滩观光隧道、観光トンネル ◯ 確かに50元は高いですね。観光客としては１度はありですが。 8:00 22:30

上海雑技団　上海馬戯城「ERA 時空の旅」

◎ A席を予約。ぎりぎりの到着でしたが、VIP席横の１列目でし
た！現地の到着の時間は関係ないようで、早めに予約をすれば
良い席になるようです。今まで見たサーカス（シルクドソレイユ含
む）の中で一番面白いショーでした。印刷チケット必須。チケットオ
フィス(售票処)にて実券引き換え、上海ナビにて予約。

¥23,700 1:30 公演開始 19:30 公演終了 21:00

虹橋空港(T2)のローソン：夕飯購入
△ ゴマだれの冷やし中華麺を買いましたが、麺もタレもとても食
べられたものではありませんでした。。。

宿泊

Shanghai Hongqiao Airport Hotel(Air China)
上海中航泊悦酒店
No 181, Shen Da San Road （inside Hongqiao
Airport, Terminal 2)

◎ 朝食あり、Executive、Triple、Non-Smoking、4/26キャンセル無
料
約35㎡、10～12階、インターネットアクセスは無料（VPN経由で動
画再生も快適）

¥20,893

朝食 ホテル無料
○ クラブラウンジで食べましたが、やはり下の階のレストランの方
が食べ物選択肢が多いようで、明日からは変更です。。。

¥0

パスポート必携 ○ 復路の新幹線に必要。なぜか往路は不要です。
杭州ツアー：上海ナビ ○ 列車１等席指定、知味観 点心料理（混載無し）、大人3名 4,860 ¥85,050 11:10 8:20 19:30

ホテルピックアップ
○ 新幹線の改札前までのガイドさんです。あまり日本語は慣れて
いない人でした。こちらの氏名のプレートを持っていましたが、間
違っていました。

ホテルロビー 8:20

CRH新幹線乗車：上海虹橋駅 ○ 新幹線内はガイド不在 1:00 上海虹橋駅 9:30 杭州駅 10:30

杭州東駅到着：唯一の改札でガイド迎え
○ こちらの氏名のプレートを持っていましたが、また別の間違った
氏名でした。大きな問題ではないですが。

10:30

六和塔（約1000年の歴史を持つ7層の塔）
◎ 外から見ると十三層ですが、中を登ると七層しかありません。
一番上まで登りました。銭塘江大橋が下に見えます。大潮の際の
逆流が結構面白いらしいです。

霊隠寺（南北朝時代に建てられた名高いお
寺）

◎ たくさんの石像が彫られています（３３８体？）。本当に５００体
ある五百羅漢もあります！

昼食（点心料理）
△ あまり美味ではありませんでした。甘いたれのついたレンコン
は３人とも苦手でした。ガイドブックには良いと書いてありました
が、好みによるかと思います。

西湖（世界遺産）遊覧船
○ 三潭印月、平湖秋月などを見て回ります。風も気持ちよかった
ので、普通に眠くなりました。。。花港観魚埠頭発着でした

花港観魚 ○ 散歩しました

清河坊街散策、胡慶餘堂
○ お茶の販売店でいくつかお茶を試飲して、いくつか買いました。
乾燥した花にお湯をかけると開くお茶（花茶？）が楽しかったです

CRH新幹線 ○ 杭州東駅⇒上海虹橋駅 1:00 杭州駅 18:00 上海虹橋駅 19:00

夕食 すき家
○ 虹橋駅にあるすき家にて牛丼特盛を食べました。期待通りの
味で満足です。

18:00 20:00

クラブラウンジにてのアルコール系の飲物
サービス

○ Afternoon Teaサービス＋アルコール＋ソフトドリンク＋軽食

宿泊 同上 ○ 同上 ¥20,893
朝食 ホテル無料 ○ 前日の反省を生かして下の階のレストランでいただきました ¥0

パスポート必携 ○ 復路の新幹線に必要。なぜか往路は不要です。
蘇州ツアー：上海ナビ ○ 列車１等席指定、蘇州ラーメン（専用車ツアー）、大人3名 3,360 ¥58,800 8:00 8:45 16:45
ホテルピックアップ ○ ホテルロビー 8:45
CRH新幹線：上海虹橋駅 ○ ガイド同行 上海虹橋駅 9:40 蘇州駅 10:10

留園（世界遺産）
○ お金をかけて自然を愛でる環境を作る感覚は日本人に近いよ
うに思います（日本人が中国人から学んだ？）。太湖石の奇岩を
愛でる境地にはなかなかたどり着けませんが、、、

10:30 11:15

寒山寺
◎ 一人5元で３回、鐘がつけます。鐘の真下にある仏様も毎日大
きな音で大変に思いました。

11:30 12:00

昼食：蘇州ラーメン
○ 前日のローソン中華麺で麺恐怖症となっていましたが、普通に
食べれました。

12:10 13:30

虎丘
◎ 地盤沈下により塔が約４度傾いていますが、それ以上に傾て
いるように見えますね。

14:00 14:40

遊覧船で運河（世界遺産）
○ 虎丘付近から山塘街に向かって船で運河を移動します。北京
から延々と続いている運河かと思うと、世界遺産も当然ですね。

14:45 15:30

山塘街
○ VPNのGoogleMapがあれば自由に散策可能です。１時間ほど、
運河遊覧船の発着場前の喫茶店でお茶（ロンジー、龍仁茶？）し

14:45 15:30

CHR新幹線 ○ 蘇州駅 16:14 上海虹橋駅 16:44
クラブラウンジにてのアルコール系の飲物
サービス

○ Afternoon Teaサービス＋アルコール＋ソフトドリンク＋軽食

宿泊 同上 ○ 同上 ¥20,893
朝食 ホテル無料 〇 ¥0

チェックアウト 〇 10:00
ホテル荷物ピックアップ 〇 地下鉄で隣の駅 上海虹橋空港T2駅 上海虹橋空港T1駅 10:50

JAL82
〇 到着２階、機内エンターテイメントありました。オリエント急行殺
人事件

-- 2:55 上海虹橋空港T1 12:50 羽田国際線T 16:45

Wifiルーター返却 〇 国際線ターミナル２階、グローバルWifi
楽天モバイル回復：メンバーステーション 〇 国際電話サービスOff(Y)、国際ローミングOff(YM)
楽天モバイル回復：電話 〇 開始：1421。呼び出し時間：1429,1,20秒、確認：1429,4

1現地通貨= 17.5
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