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スケシュール

クプクプ。バロン・ヴィラス &
ツリー・スパ バイロクシタン

お部屋タイプ:デ,ブレックス・シラ(P31)

滞在ホテルは2つのコースから
お選びいただけます。

にてデンバサールヘ |[:lilli:lt

帥 成
見事E]+

くC.A881>直 行イ更

F力司デンバサール着(16:50-17:25着 予定)

着後専用車にてウブドエリアのホテルヘご案内いたします.【バリ●(ウブド■リア),自 】
*モバイリ州11無料レンタルサービス●きit(ユ ●2'こ0(ださ:●             図口[ぅ

L=』 DALA SPAにて1時間のトリートメントヘこ案内いたします.

ハイティーまたはナシヨレンまたはミーヨレン付き

12:00項ホテルチェックアウト後 専用車にてシンバランIリアのホテルヘご案内いたします

ホテル移動時 専用●チヤーター5時間付き ,

終日フリータイム

アヤナ リゾート&スパ ノ`リ

?

3

4

5

L′蓄
|(0045発予定〉+
<GA880>直 イラ便

にて成田空港べ

成田空港着

(08:40着予定)
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』女I曇 しヽ眈します 【や内箔,口図図
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福岡着

(08:10～ 0335着 予定)

日図図

フォーシーズンズ・リゾート・ノい

'アット・サヤン

お部屋タイブ:

1ベフレレームデ,ブレックス・スイート('29)

フォーシーズンズ・リゾ‐ト
パリ・アット・ジン′`ラン・バイ

お卸屋タイブ:

ジンパラン ベイ・カ ラ(P18)

1礁■ま
にて関西空港へ

関西空港着

(08:30着予定)

■部着
(03:40～ 09;05着 予定)

■最少催行人員 2名様 ■こ利用予定航空会社:成田発 関空発‐ガルーダインドネシア航空 (Iコノミークラス)

中
=,発

福岡発=シンガボール確  (■ コノミークラス) ■エスコード同行しませんが 現雌 がお世話いたします

口食事1朝 4回 夜1日 ■灌在エリアの宿泊順番は入れ普え可能です (例  12泊 目iジ ンバラン泊 34泊 ロワブド自)

入lllllえる場合 DALA SPAはウフト滞在時、ロツクパーての夕食はシンバラン滞在時のc_内となります

※曰糧表のスケシュールは2019■ 3月嘘 の予定時刻です

1.当コースは パスホートの歿存

"限
が 現地人口l・fに 6ケ 月以上必要です また ハスボートの査.Il・0余白ベーシか

湮執で3ベーシ以上必要となります
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お部屋タイプ:リ ゾートピュー(P19)
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恋するバリ島・コース6日 間

おすすめ,PO:N丁

ウブドエリアのDALA SPAに て1時間

のバリニーズマッサージハイティー付き
マッサージの後は、ヴィンテージハイティー、

ナシゴレン、ミーゴレンのいずれかをお選びいただけま魂

ヽ
ホテル移動時、

5時間の専用車

チャーター付き

300の ホテル移動時は、お好きな場所

を観光しながら、次の滞在ホテルまで

ご案内いたしま魂

尋
´

大人気

[デイナーの一例]

%ヽ警k」
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※デイナーのスタート時F・5は 1900以降となります
※悪天候の場合は オープンエリアのお席が予告なしに閉まる場合があ いますので、予め了承ください        .
その際は、アヤナ リツート&スバ ′ヽりの他レストランヘご案内いたします

※レストランヘはスマートカシュアルにてお超しください タンクトツプランニングシヤツ サーフバンツ アルコール飲  ‐
料メーカーのロゴ入りの服装でのご来店はご遠慮いただいております。また セキュリテイ対策のため 大きなバック、 |
リュツクサックはお持ち込みいただllません                                   |

※ロックパーはこオ1用 いただけないお曰にちがあります 12/24～ 1/5はご利用いただけません           |

カ レー ″ ン ドネシア航 空 利用 旅 行 代 金 伏 人おり 輩 ′2名 1割用禅 仁 円)|‐ :珊 唱:■乱 才
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[観光一例]

アヤナ・リゾート&スパ・バリの
バー、ロックバーにてディナー

|`季聯癸姜摯ながらの
1

来5時 間をオーバーする場合は追加料金が発生します

※観光中に車両通行料 駐車場代、食事代が発生する場合は

お客様のこ負担となります

…

‐m華
6日 間 i月 水 金 土曜 出発 =火 木躍の運行予定曰ございます 諄細はP3を ご覧ください
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国内空港施設使用料およ0海外空お諸税か別途必要となります 0子供 (2歳^11歳 航空菫席あリ ベツト食事あり)

旅行rttti大人旅行lt金 よリー律10,000円弓ほ  ●子供 (2歳～11歳 航空座
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あリ ベツト食事なけ 旅行/1壼 1大

人旅行代金よリー律50000円 弓1● ●幼児代金 (2歳未満 航空座席 ベント責事ない :―や30000円  ●延泊

一人古F屋追lll t金 は大人 子供同練となりま,
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ガルーダ・インドネシア航空スケジューフレ
■成出発

2019年 11月 lH～ 2020年 6月 30H発 /5・ 6HF・U:毎日出発●■l,

■関空発
2019年 11月 1日～2020年明30日発/5日 l・l月・水.土曜発6日障月・水・金・日曜発l.1)lI●

[雪]軍蹴 携拶旱:L湧氣 FGm便
>直行口こてテン

"レ
ヘ

1精密認ly]`鏡計」ξl距■._..

【I■ 1鳥
1由 :

I tfrvt*< t .t-s. 1 "
*ホテ,1こ 11千 J:ッ ■71■ :1間 ´旱ti,■ す 景,ンくよ合小テルのヘーシをご覧くたさtヽ ■■,
日]専用車にて空港べご案内いたします

【■|■〕日日日

1渫夜|テンパサール発(00:45発 予定)+く GA882便 >直行便にて関西空港ベ

1午前 1関西空港■ (08:30■ 予定 )

日図図

■最少催■人員 2名 様  ■利用予定航空会社 :ガルーダインドネシア航空指定 (エコノミークラス)■ 利用

予定ホテ′レ各ページをご9‐
‐
くださtヽ。■エスコード同行いたしませんが 現地係員がお世話いたします。 ■

食事:5日 間′朝3回 昼0回 夕0回  6日間/朝 4回 昼0回、夕0回

*日程表のスケジューリいま2019年3月現在の予定時刻です。確定時刻は最終日程表にてご確認くださヽ ヽ*延

泊は21日間までお受けいたします.*ホ テル施設 客室設備およびおもてなしの情報は、2019年 8月現在のもの

です.ホテルの都合により予告なく変更になる場合かございます.*シ ンガポール航空のアレンジ可能です.

詳しくはお問合せください.沐 当コースはパスポートの残存有効期間か 現地入国時に6ヶ月以上必要です.

また バスポートの査証欄の余自が連続で3ページ以上必要となります *ジャカルタ乗り継ぎ便 (成 日発着

関空発着 ■部発着 )もごさいます.言手しくはお問い合わせください.

(注 )ホテルにより設定除外曰がこざいます.各ホテルベーンをご覧ください.また ニュピの為 3′ 25日本発

と3′ 26日本着は設定がございません .

|ワキ1硫8箕論議識珠貶雁選編餞
セ々α・231、 ツム

(注 3)レイトチェックアウトでご利用いただくお部屋はご宿泊のお書F屋と異なる場合かございます.

祗 爾 爾 鱚 削 鱚 爵 彊 画 夕 ‐
・ ・

追lll代 金なしにて、ベアシートを事前手配致します.

*空 席状況によっては お手配できない場合がございます.

ご予約時にお問い合わせください.

*座席番号の指定はできません.

*12/20～ 1/44/26～ 5/6出 発は設定除外となります。

囲撃雉 鍵β91[ξttt,G硼
便漸働こてデ″

"レ
ヘ

到着後 専用車にてホテルヘご案内いたします
*モ′`イリレW11無 料レンタルサービス付き(詳し〈よP2をご覧くださし,

終日 フリータイム

1,,..-.jt.1@ZZ
ご出発まてフリータイム
*ホ テルによリチニツクアウト3寺 |り かFな ります 詳しくは各ホテル●ヘージをご覧くださtヽ ●■31

1τ]専用車にて空港へご案内いたします.

囲 属首奎ζ』亀8:誓号鷲F定
)■ くGA880便 >直イ■leにて成田空港ヘ

¨ 革豊勇躙
くエコノミークラス>

5,000円 引 き

くビジネスクラス往復または片道>

10,000円引き10,000円引き

■ビジネスクラスのご案内 Garuda hdones:

く5曰 問> く6日 間>
火曜発  111511112121312,311773′ 10   火曜発 1ll・ 111121213121311773′ 10

本曜発 12′1912126121/●         木曜■  111ス 1,2312■ 9121261′ 21,93ん
金曜発 11131129121271133/6      土曜発 12,1412211223114
日曜発 121151222122916

」:ヽ |■
‐ ・



シンガポール航空スケジュール
■中部発

2019年 11月 1日～2020年6月 30日発/5・ 6日 間:毎 日出発に1)

中部発(10:30発 予定)+く SQ671便>■ シンガボールヘ

シンガポール若 (16:20～ 16:25着予定 )

専用車にてホテ′レヘご案内いたします

■福岡発
2019年 11月 1日～2020年 6月 30日発/5・ 6日 間:毎 日出発 l.1)

福岡発(09:45～ 10:00発予定)+<SQ655硬 >十 シンガボールヘ .

シンガボール着 (15:20着 予定 )

J～夜|シンガボール発(16:20～ 18:20発予定)+デンバサールヘ.

テンハサール着(19:05～ 2●:50着 予定)

ホテルヘご案内いたします .

■モバイルV」 11無 llレ ンタルサービス付き,|し く
「

,2■こ
=(た

●t■

フリータイム
ルツアーなどてお■しみください (P34==■ ■|

1終日|フ リータイム
*オブショナルツアーなどでお楽しみくたきい (p043=な r,

:● ■.■1図日日

日図図

1,..);=E1Z@Z

日図図

■最少催行人員2名様 ■沐1月予定航空会社 シンガポール航空、シルクエアー指定 (エコノミークラス)

■沐1用 予定ホテ′レ各ページをご覧くだれ .ヽ■エスコード同行いたしませんが、現地係員がお世話いたします.

■食事も日間/朝 3回 昼 0回 夕0回 6日間/朝 4回 昼0回 夕0回
ネ日程表のスケジュールは2019年 8月 現在の予定時亥1です.確定時刻は最終日程表にてご確認ください.*延泊は8曰 F・5までお受

けいたします.*ホテル施設 客室設備およびおもてなしの情幸口よ 2019年8月 現在のものです.ホテルの都合により予告なく変更
になる場合がございます.*当コースは パスボートの残存有効期間が 現地入国時に6ケ月以上必要です。また パスポートの査 .I

Iの余白が連 l‐tて3ベージ以上必要とな
`り

ます.

(,1)ホテルにより設定除夕ヽ日かございます.各ホテルベージをご覧くださt、 また ニュピの為 3/25日本発と3′ 26日 本着は設定が

ごさいません.1注 2'レ イトチェックアウトでご不1用 いただくお.F屋はご宿泊のお吉「屋と異なる場合かございます.

It;:tt", 1@ZZ
ご出発まてフリータイム
*ホテルによリチェックアウト:1質 が異なりまキ iし くま各ホテルのベージをこ覧くたさt● (,主 2)

専用車にて空港へこ案内いたします

ほ発ど,ラ劣象塊注鰤 :誓:きrガ
ボ」い・

(■■■,日日日

シンガボール発(01:20発 予定)+く SQ672硬>■ 中部へ.

中吉F着 (08:40～ 09:●5着予定)

U\)1n1EZZ
ご出発まてフリータイム.

イホテルによリチェツクアウト」1青か■なります 手|し くは各ホテル●ベーシをこ寛くださtt(注 2,

専用車にて空港へご案内いたします

匠]デンバサール発(20:00～ 21:45発予定)■シンガポールヘ
き
=23Jシ

ンガボール着(22:40～ 0● :20着予定)

I措■泊〕日図図

シンガボール発 (0::20発 予詢 +く SQ656使>十 福岡べ .

福岡着 (08:10～ 08:35着予定 )

追競代金なし:こて、ペアシートを事前手配致します。
*空席状況によっては お手配できない場合がございます.

ご予約時にお問い合わせください.

*座席番号の指定はできません.

*12/20～ 1/44/26～ 5/6出 発は設定除夕1となります.

■ビジネスクラスのこ案内

シンガポこル工立ち寄リプラン
ロシンガポール立ち寄りAブラン/Bブラン

2019年 H月 1日 2ヽ020年 6り」30口発 5日 出:毎 l発 6HI・l:毎日発

専用草 こて空港へご案内いたします 専用車にて空港へι
=内

し
'た

しま|

午前 ■ 1́■ ―
'レ

売(1● 25～ 120,十 :■ ′,小 J,～

■

`Jシ

〕′カボー
'レ

着(,300ヽ 1445,
ボテルヘご案力い●|■司
|■■|ホテルヽチT,ク イン(1500以 ■)

●の出■■てプラ タイJ、

ネお部屋は出発まてこ利用いたたけます

[]「 員ヽ ■■ヽこ案内tヽ たしすす

=曰
17リ  タ rム

ヤ12:00チェックアウト (マ リーナベイサンスは1■00,

I]I員 ●■,きまでご景内tlt t´ ||

I■ .■ ::□日日
□図図 醜■iFl日図図

シンガボール発 (0● 20発予定)十
福岡割 0810～ 0835着 予定)/中 吉F着 (0340-0905着 予定)

日Z図

■こ出発の30日前以降の追加お申し込みはできません 口290年 3月 31日までの■l金です

2020年 4月 1日 以降はお l.5い 合わせくたさい 日最少

“

行人員2名■機内預お入れ荷物につい

て [立ち寄リブランABを こ利用のお客様 ,デ ンバサールで薄けた荷物は最終目的地にてお受

け取りとなリ シンカボールでは取り出してきません シンルボーリ哺 在中に必要な荷物は‐ j

物として 機内持ち込みにされることをおすすめします ■利用ホテ′●[スタンダードクラス1ロイ

ヤル0クイーンス
'Vホ

テリレ′リンクホテリレ|ヨ ーク′ミラマーアウイレッジホテ′レ [デラックス]

シェラトンタワー●/グランド イヽアット′コンラットセンテニアツ■マングリンオーチャード|グット
ウッけ ―ヽク,スイツテリレサスタンフォード [ラクシュアリー1リ ッツカーリレトン

'フ

ォーシーズン
スアウエスティン,シャングリラ|マンダリンオリエンタリサ■移動は他のツアーのお客様と一縄に
なる場合,こさいます ■宿泊立ち寄リブランをお中し込みのお客様はシンガホールの空港諸

税4710円 が必要となります ツア‐代金とあわせて販売店へお支払いくたさιヽ

に ■内1202■年 1月 24日 -30■ ■ 節のた

"it些
日

=●
泊する,,′ ―

==定
不司となりよ●

午前 デンバサール発 l1025～ 1205)■シンガボールヘ

午後 シンガポール着 (1300～ 1455,
マリーナベイサンズホテルヘご案内いたします

(お吉F日はご利用いただけません)

ご出発まてフリータイム

厖ヨ係員が空港へご案内いたします

1午前 1福同着 (0810～0835青 ″定)/中 「ヽ吉 (● 840～ ●905着予定 )

■シンガポ…ル立ち寄りAプラン追加代金

■シンガポール宿泊立ち寄リプラン
2019年 11月 1日～2020年 6月30H発 ′6日間1毎日発 7口問:毎日発

専用車
「 =空

■へご
=内

し,た |す す

午前 テン●サ Jli(1025 12● 5,■ ン■■ホールヘ

年■ シン,1■―′「 着 (1300‐ 1455)
J,ル こヽ率内いたしよ

「
圧 Ш ホ■ル′ヽチニ,タイン(1511,「 , 

「
‐1..|コ l日日 日

■シンガポール立ち寄りBプラン/
シンガボ…ル宿泊立ち寄リプラン追加代金

※バスタブなし

tt,,rifi .rr+(!t:20+.1:El+



バリ島屈指の豪華リジート

147室 の営室はすべてがら虫立したヴィラタイブとなっています。石塀で国ま

れたヴィラには ベッドルーム ′`スルーム リビング タイニングがあ|,それぞ

れがll立したプライバシー重視の造りとなっています。リノベーション後の新

たな客室は ′■り伝統的建築を元に一新さll■た新しい装飾 インテリア ま

専   IF〔シしR3■■Stり‖3 1RIR3〔ンRη`3Al′″たI il■ i■lARA:H Lil「
11,■|:｀

｀ フォーシーズンズ・リゾートバリ・アット・ジンバランベイ

■12発生Pttrな吐ギ
1,3チェ′,イ ンー6130チ ェ■タアウト,

*ミニバー内 一部のお飲み物無料 (ご千1月 分のみご滞在中イ南充:

2泊以上ご宿泊のお客様へはさらに
*スンタラレストランにてセントデイナー(お 二人様′ご滞在中1回 |

ご

祠 fl::ii]|:||
*フー,レ での冷たいおし,まリウィータースブレイ

た新し禍 発されたフォーシーズン

ズベッドが導入され さらにブレミ

ア オーシ|ン ウィラでは 客堂

|ま 50%プ ライベートブールは

30・/.大 きくな|,ま した。天蓋付き

のベッドや台座に載った浴槽など

力
'ロ

マンティックなつ′―トライフを

漬出してく

`■

ます。

■特■千らもてなし,2010年 8月 ■在のも●

■■i■,, |■ 111111 ,■

ミネラリレウォーター フリレーッのサービス
*ジンパクラブ|キ ンズクラブ)の利用
*曰替リアクティビティ|ス ケ,ュールあり/一部有,,

鉾ア ●ヽ .十 のお客様へ  」
(11′ 1チェ,,f〕 -6130チェ■クアウト,

■フラワーラーケ{ご 至1着 ?寺 )

,ハネムーンケーキ

■フラワーバス(ご到嵩日)

(11′ 〔チェ,,イレ～1223チ
`,ク

アウト113チ ●,,イン～6′ 80チ ,,,アウ|

90日前予約完了で2連泊以上
こ宿泊で空きがある場合
*1800チ ェックアウト(ご不1用 いただけるお部屋はご宿
泊のお部屋のグレードよ|′下がる場合 お部屋を移動
いただく場合がごさいます。)

*シンバランベイウィラ⇒デラックスヴィラヘ

無料アップグレード(空きのある場合のみ)

蔭チュ1′ ,イ ン  14100/チェリクアウト 12110

癌ホテ■|..ヨ   レストラン スパ ブ_ル

フィットネスセンター

●日本語スタンフ あり

5日 F・16日 間 1毎 日出発

ガル ーダイン ドネシア航 空利用 旅 行 代 金 伏 人おっ 1ヽ茉′2名 1室利用′単位 円)||1 5日 間月水土曜出発 6日 間
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月水全 土曜 出発 ※火木曜の運行予定日こざいま,詳絢はP3を こ薫くださιヽ

シ ン ガ ポ ー ル 航 空 利 用 旅 行 代 金 吠 人おユ 様/2名 1室禾岬 /単位 円)

鰤 E遂壺邸密翌1日
躙饉艶胡Ш‐饉‐■ゆ耐ばい~|

|^`29p甲 子供16o92J大 人980円 子供490円 |:

燃油サーチャージは旅行代金に含まれております.

円 (大人 子供It通
)

国内空港施設使用料および海外空港諸税か,1途必要となりま,0子 供 (2歳～11歳 航空座席あリ ベット食草あり,

旅行代金 i大人旅行代金よリー●10000円弓情 ●子I(2歳～11歳 航空座席あリ ベツト食事なし)旅行代金 i大人

旅行lt金よリー律50,000円 ヨ1き (大人2名と同室の子ザtl名 まて) ●幼児代金 (2歳未満 航空座席 ベッド良iな
し)―律30000円 ●延泊 一人部屋追加代金は大人 子供同額となりま,

椰 屋タイブ
行

数

旅

日 コード
1757  12′ 2123

1,12216
4′ 29-5′3 32●2225 い̈″％ 5′451驚酔 :|五潟

フオーシースン
リツート

パリ アット
シン ラヽン ベイ

シン ラ`ン ベイ 5日間 ELC5Ff l 270,000, 370,000 417,000 46%000 365′ 000 306′ 000

観器1翻:器
5∞0 87′ 000

―

…

1里

ブレミアオーシャン 15日
間

3t.6日 1]1325,0001460,000

3Lr5日 141372′ 0001505′000

500,000 55&000 422000 361′ 000 335′ 000 350′000

552′000 604′ 000 500,000 408′ 000 382′ 000 397′000

471′ 000 486′000 ■■酬:1釜端|∞
0 135′ 000ヴイラ  16日 間 3に 6日 141461′ 0001“0,000 68Q000 733000 602000 497′ 000

ホテル名 お部屋タイブ  督復  ヨニ子
1′ 122120 ¨̈　一剋

12′ 24:′

395.000

4ξ
:::5116)♀ |∫

,012o2o24 4′ 123
5'76/30

¨̈一］フオーシーズン
リツート

ハリ アット
シン ラヽン ベイ

ジン発“珊
‐3LS5FJ13 1

1 BLS6FJ13 1

266,000 243,000 285′000 555′ 000

642′ 000

292′ 000 257′000

347′ 000 312′000

273′000

327.000

.243,000
87.000

3,′ 0001297,000 372,000 462000 _129乙0001

3郷 ,060ルミフラオン1馴 :|::詰 1

368,000 345,000

457′ 000 433′000

387′000

552,000

505,000 53Q000 690′ 000 304′ 000359′ 000 375′000
135′ 000

605,000 640′ 000 822′ 000 483′00048′ 000463′ l l10 1433′ 000
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ぶ濠 AYANA Rcsortand Spa,Bフ牡 I

蝋郡A 
ァャナリゾート&スパバソ

■| |

|ぶ
豊富なバラエティを誇る最高の大型リゾート

シンバラン湾に面した崖の上に広がる敷地は90ヘクタールを誇り、魅惑的なサン

セットオーシャンフロントの絶景 自砂のビーチなど極上リゾートの全てを兼ね備え

た大型リツートです。魅惑的なサンセットオーシャンフロントの絶景 白砂の美しい

ビーチなど極上リブートのすべてを兼ね備えてます。大人気となっているロックバー

をはじめ ,9も のレストランや、静かなプライベートビーチ 12箇所のスイミングプー

ル スリヾ オンザ ロックなどの豊富なレクリI―ションもあり快適なリツートライフを

お過ごしいただけます。

最高の贅が尽くされた広大なラグジュアリースイート

贅が尽くされたプライベートブール付ヴィラの内部は パリのl‐統様走 モダンス

タイルが高い質で融合し 広 と々したリビングルームと豪華な大理石のパスルー

ムがそれぞれ独立しており とでもエレガントな雰囲気です。ハネムーンでのご利

用や よ|,プライベートなリゾートライフをお探しのお客様にはびったりです。日常を

忘れて静語に温れたラグジェアウーな休日をお楽しみください。

HOlel lnfOrrnO‖ On
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ι惚鍬曽有■)ェl葬
3泊以上ご宿泊のお客様へほ
ホアーヤットアバロンシーフードレストランにて飲茶ランチ

(お二人様/滞在中1回 )

*ブールまたはクブビーチクラブでのグラスビール l lT

(お二人1ま′滞在■1回 )

オハ |■、一■―のお客様へ・
(11′ 1チ ,,タイン～3131チ ェック

'ウ
ト

'*フラワーブーケ(ご至1着日)

ネスイーツのサービス(お二人様林 在中1回 )

■ハネムーンギフト

ご参加のお客様へ |
オウェルカムドリンクと冷たいおしばり(ご筆嗜 時
沐フブレーツのサービス(ご到着日)

*Rαよ Barでのサンセット時の予約(ご予約は
チ■′クイン後にホテルヘお申し出ください。)

*ミネラルウォーター
*フィットネスセンターサウナの利用無オ斗

勒 Thc 17illaS at AYANA RcsOrt,BAlッ I
[｀
終 `ザ ヴィラズアットアヤナリゾートバリ

'大テルからのおもてな崚+ギ

3泊以上ご宿泊のお客様へは

本アーヤットア′`ロンシーフードレストランにて飲茶ランチ

{お二人様′滞在中1回 )

*ブー,レまたはクブビーチクラブでのグラスビーブレ1杯

(お二人様′滞在■1回 )

*オ ~キ ンド(リ ンバ ジン′`ラン ′ヽりbyア ヤナ内ティーラウンジ)

でのアフタヌーンティー(お二人様′,帯を中1回 )

*アクア ニヽックプール2時間 l用 無料

(お二人様佛 在中1回 )

*リゾー畷 地内(アヤナリツート&スパ リンバジン
バランバリbyアヤナ)の無オ斗リジートシャトルオ1用

ザ ウイラズ アツトアヤナ リツートバリヘ

ご宿泊のお客様はさらに

ホフラフー′`スアレンジメント(ご到着曰)

*′ ト`ラーサービス
*テニスバウィリオンの利用無オ斗
*パター」ルフの利用無料
ネ′`リコレクションヘのシャトル′`スサービス
*バキーの利用
*30分 のマンサ~ジ またはサンライズヨカ

(お二人様奇 在■1回 )

*特 典やおもてなし2019年 3月現在のものです ホテルの都合により 予告なく変更になる場合 兵́Jざいます

バー          15:00,|    ■■   12100

S,「  ■■  レストラン スバ ブール

フィットネスセンター

0日本語スタッフ あ|′

ガルー角 rンドネシア航空利用 旅1訛金 伏人おり議 /2卸室利用/戦 m璧 藝
5鋼 6日間:知峨   口|やt瀾「日 岨6紬

…
こ■ 直 崎 亀 Ю :ぼ距

|

彗 5日間 :月 米 土曜 出発  6日 間 :月 水 金 土曜 出発 燎火 木曜の通行予定日ございます 詳細はP3を ご覧ください

6日「i 6 澪脳
…

5日 間 6日 間 1毎 日出発

出 ¨

… …
出 申 出

晨嶋藝蹂幣』IP堀i襦棚署卸 詠:硝纏督腋̀厭甲催筋鰤 t美

―

榊サーチヤージは確儀哺錮
人旅行代金よリー律50000円日は (大人2名と同室の子供2名まで)● 幼児lt金 (2歳未満 航空座席 ベッド食事

なし)―律00000円 ●延泊 =人部屋追加代金は大人 子供同額となります
lid● oマ αγ ioこ 。 19
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日,■型企画 |“ 行ユ約
(1,こ のご旅行は 1株)ブレイガイドツアー (以下「当社 |といいます.)があらかじめ 旅行の目的地および

日程 お冒卜が提供を受けることの出来る運送又は宿,自 のサービスの内容並びにお客lTが当社に支払うべき旅

行代金の額を定めた旅行に関する計画を■¨  これを実Fする旅行をいいます この旅行 [参加されるお客

様 よ 当社と募集型企画旅行契約を締結することになります

(2,ご旅行契約の内容は 当社がお渡しするバンフレ,卜 ご旅行条件書 ご出発前にお渡しする確定書面 (最

終旅行日程表

'お

よび当社の旅行業約TI I専負型企画旅行契約の言mによります.

口 1ヤ iの ら申し込み

当社所定のご旅行お伺言 (申 込言)に所定の事Itllを記入し 下記の申込全を添えてお申し込みいただきます.

菫お中i▲ 金 1● ひIJ"

口記域内容につtて
●当バンフレットのヨ載内容よ2019年 3月を基準にしております たたし 旅行代金 スケシュール及崚 の他の

オ斗全言3載内容が予告なしに変甦 れる場合がありますので お申し込みの際は必ず当社担当者まで櫛燿:忍くださぃ.

●宿泊ホテルエび利用航空便等のスケジュール内容については 出発日の 10日 前～ 7日前 1遅くとも前日ま
でに,お 渡しする確定書面 「最終旅F日程表Jにてご確認ください。

■ 日本国内各空港施設使用料 国際観光旅客

"海
夕ヽ空港諸税目安額掲弐について

このバンフレット記載の基本旅行代金には 航空券発券時に徴収することを義務flけている日本国内空港施設

使用料 国際観光旅客税 海夕腔 港諸税は含まれておりません.別逮、お申し込みの販売店にて日本円にてお

支払いくださtヽ 海外空港誌税は各コースページに記載しておりますが お申込の際 旅行販売店にて詳細をこ

確認ください.各コースベージに記載されている海外空港諸税の日本円目安額は 10000ル ピアー約90円 1シ

ンガボールドル‐約80円 (2019■7月 )で算出しています.航空券発券時に徴収される空港諸税額は予告なく増

額 新設されることがありますので その際には徴1又 額を変更する場合があります。(ただし為替レートの変動によ

る過不足か生しても追力1徴収 返金はいたしません).複数の都市を訪問するll程 では 空港諸税はその都度必

要となります

□ 日本てお支払いいただく現lt空 港諸lt

ロ マ クの 見 方

+‐ i空椎 "‐ 草またはバス ロ
‐鉄道  =当 ‐フ

=リ
ーまたま高速挺

□
‐朝食 旺]‐昼食 田D―夕企 日]‐機内,E]― 食事なし EI‐ 食事

=リ
シートにより異なる

口 I寺 間 帯 の 目●

税名称 都 市 徴収対象 現
"通

貨笙 骨1 子供

1本 国際観光旅客れ 国際線出発 1000円  |ナ とヽ
「

瀬

イントネシア 1ヽ客サービフ デンバサール 国際粽出発

旅客サービス||
24時盾以内0桑継つ鶴合|

国際線出発

480円

●90円

240円

旅客サービスオ|
1241キ 青以上

`1帯

在の場合|

航空税

124時間以上の滞在の場合|

空港開発税

124時間以内の帯在の場.・ |

空港開発税

124時間以上の帯在|● 場合,

103シンガボールト,レ

※上記税額は2019年 8月現在のものです.

旅lTの種別 旅イテ代金区分
申込金 (お 1人様あたり,

出発 前 日から起 算 して

60日 日まで

出発前日から起算して
61日以前

海夕I旅行

(貸切航空機を

利用する場合を

除く)

100000円 未満 20000円 以上旅行代金まで

旅行代金の20・ .ま で

100000円 以上 150000日 未満 30000円 以上旅

`テ

代金まで

150000円 以上200,000円未満 40000円 以上旅年代金まで

200000円 以上250000円 未満 50000円 以上旅行代金まで

250000円 以上300,000円未満 60000円 以上旅行代金まで

300000円 以上 旅行代金の20%以 上旅il代金まで

上記以夕Iの場合 旅行代金の50・/・ 以上旅i■代金まで

 ヽ「ビーク時J とは 12月 20日 から1月 7日まで 4月 27日 力ら5月 6日まで■び7月 20ロ カら3月 31日 までをい0■す

■茄行内容 rl行 代金 rrJ変 更
天災地変 E送 宿泊機供のサービスの提併の中止など当社の間与し得■い事由で また運送橋関の運賃サ斗

金の大幅な改言Tにより 11行 内容 旅行代金を変更する場合ががはす。なお お客様のお申し出 [より旅行内容

の変更力ちる場合は別途所要経費をもヽたた群 i又 運送信 泊機 l_3の利用人員により旅行l■ 金が異

“

場合

お客llの都合で利用人員か変更に,,たときま旅行代金を変更することが討ります

田当社の● 4■

11当 社は当社又は手配代行者の故意又蠅 失によ喝 富llに損害を与えたときま 損害を賠償しまt
(2'当社は次に例示する事由では責4を負

"の
ではありません.

0天災地変 戦乱 暴動 運送 宿 ,自機 l_3の事故 火災 遅延 不通によるil行 内容の変更 短縮又 .・ ■■

●盗難 自由行動中の事故 疾病などお客様の故意又は過失 |[ようで生じた損害

●官公著の命令 伝染病 食中毒など

日 ,寺 別拮伯
当社は当社旅行業約款 1募葉型企画旅行契約)の特別補償規定によりお客積が旅行参力1■に急激かつ偶

然な外来の事故により被られた一定のll言についてあらかじめ定める額の保証全及●見舞全を支払います,傷 害

模病治療費については補償いたしません.

賠償慣務者力
'■

国の運輸 宿泊機関―iの場合充分な補償がFられないこともありますので ■官損自身で

海外旅行保険にlll入静 ることをおすすめいたします

旅行契flは当社が契|1締結を承詰し申込全を受理した時に成立するものとします.

薔方|'■|う■,■れるちの

旅行日程に明示された以下のもの

¨,航空運賃 (■コノミークラス)予 ,用交コ幾関の運賃 送迎バス等の料金 観光イ1金 宿泊料金 食事オ斗金

(2)● 1人様スーツケース等 1個 の手荷物の運搬ll金 (お 1人 20kg以内ですが 運送機関によって異なります
ので詳しくよ係員におたすなください.|

13)赤乗員経費 (コ ースにより同行しない場合があります )

(4)団 lt行動中の心付 税金サービス料.

□[iltO「 合よれ●いもの 1そ の一部 |イサ|スし,1.I
起迫手荷物オ1金 クリーニング代 道力嗽 食等個人|1性質の諸費用及びそれに伴う税 サービスイ1全 障害

撲病にF_lする医療費 渡n■手続き諸費用 (旅琴印紙代 予防接種ll金 渡航手続取扱ll全 査証代等)

お 1人部屋を使用する場合の追加代金 希望者のみ参加するオブショナル ノアー費用 日本国内外の空港

施設tttll 旅行日程中の日本国外の空港税 出□lll及 0これに類する諸税

■,消 ||● 日本出国 11,に 帰口 ],「 航空 |オ 1り 用 ″るコース,,

お申し込みの後 お害うのご都合にて旅411を 取消される場合には旅行代金に対しておひとりこつき次の取消オ斗

をしヽただきます.

く
'1別

航空L賃を適用す名コース>

■お客
=の

資

`■
旅行開始後において 万が一契約内容と異

“

旅行サービスが提供されたと認識凱 た時は ■地において遠やか

[そ の旨を当社 当社の手配●行者又 よ当該旅行サービス提供者に申し出

“

れ ヽその場であ申し出がなく後

日お申し出Il  tttttき ない場合
'ご

さtiす .

□ 1国 人情報の取りlllい

(1)収 集目的 :当 社は ご旅行お・l言 (申 込書)ヨ [ご記載頂いたお客うの個人情報を旅行契約および旅行手

続き 旅行に間するお密●への資ll送 付のためにお預が ,い たします

(2111供 1当 社は 旅4T手 続きのために航空会社 ホテ レ等にお客様の個人情乖 提供させていただきます

(3)開 示およ●.T正 削除 :当 社は お預が t いる個人情報をおい様ご本人のお申し出によりその内容を開示さ

せてしただきます また 内容の訂正および削院のお申し出があった場合は 速や01ここれに応します 0お 開示

.T正 削除につ
=‐

S おヽ申し出は 当社担当営業員

“

ぐJ個 人情報管理事務局までお申し出下さますようお願いい

たします
(4,当 社個人情報保護規定当社の個人情報保護規定よホームベージhttp l`www p aygu deto口「co'P'

に掲載させていただきまt
■ 1^窄保 証
旅行日程に重要な変更が行われた場合は その内容に応して旅行l■ 金の 15,`を限度して変更椅僣生 支れ 望`

対象と必変更の内容及び変更補償金の額は 当社旅行条件害によ|は,
0このご旅行条件は 2019年 3月 を基準としております また 旅F代金は 2010年 8月現在有効も のとして公示

され■ るヽli空運賃 適用規員1を基準として算出し■ まヽす

日海外危 |■ 1湾 報 街■情報
'「

ついて

●渡航先の回 地域によっては ■地の法今 習慣により 日本とは違った行動規制がある場合があります.

日本では些細なことでも国によっては厳罰に処されることもありますので 現地係員の案内 指示にご注意ください

●旅券は旅行中の身分を証明する大切なものです.お客llこ 自身の責任で管理いただくようお願いします 当社

または当社の係員 添乗員は理由なくお官薇の旅券をお預かりすることまありません

0海夕|では 日本国内に比べ盗難事故等が多いため 所持する■金は最小限にしてクレジ,トカード トラベラー

ズチェ,ク の利用をお勧めいたします.

●海夕|で よ病気 けがをした場合 かなりの搭療資がかかることがあります。また 事故の場合 加害者への賠

償請求や貼僧金の回収か大変困難なのが実情です。お客様ご自身で充分な額のた

'1傷

書,険に加入することを

お勧めします

■ 燃油サーチヤージについて

旅行代金に航空会社の定めた燃油サーチヤージは含まれています。

旅行契約成立後に 燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、増類分の徴収ならびに廃上を含む減

額分の払い戻しはありません。

燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下

に限つて航空各社が国土交通省ti空局に申請し許可を受ける、航空券料全には含まれない●加的な運賃であ

り 金額は利用航空会社 利用区間によって異なり利用する旅行社全てに課せられます。

■二重予約、重複予約について

お客様が同一のツアー 航空券、ホテルを重複して、他店などでお申し込み ご予約された場合 Ft=会社 ホテ

ルなどからシステムでチェックが入り、予告無くご予約を取り消しされるll■合がございます。
二重予約を理由に取り消しされたツアー、航空座席、ホテルについては弊社で

“

家障できかねます.

重復しているツアーをキャンセルした上で再度お申し込み ご予約いただくこととなる旨予めご了承ください。

その際の空席 空室状況は再予約時の状況によります。

また 既に取消料発生時期に入つているご予約で 二重予約が理由てキャンセルになった予約については所定

の取消料を申し受けますので 予めご了承ください。

●二重予約 重複予約のフ当例

同一のお客様が同一のツアー 航空券 ホテルを重複して 他店などでお申し込み 予約された場合

同一のお客様が瓢のツアーで同晰 二会社ある0ヽまホテルをオ1用 したツアーをお申し込み 予約された場合

同一のお客様が別日程で同じ航空会社あるいはホテルを利用したツアーをお申し込み 予約された場合

お申込み、お問い合せは…

受話販売

霊
監器り婦需おまT:9鷺:どれ野l

旅行業務管理者 中 村 佳

旅行企画 実施
:'

観力i長官登録旅行業 1637号 一般社団法人 日本旅行業協会会員
本社 :〒 1500043東 京都渋谷区道玄坂1丁目10番 7号 五島育英会ビル6F

販売店専用 東京 TEL 03(5784)3646 団 TEL 052(262)7011
大阪 TEL 06(4300)7660 匝 団 TEL 092(738)3790

株式会社プレイガイドツアー
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=感
染症情報 hit,||"w¨ lo■ hgo l

旅行解除期日 取消●4(お ひとい
旅行出発日がピーク時の旅行であって 旅IT出発時の前日から8軍して
本かのtLて 40日 目にあたる日以饉31日 にあたる日まで

旅行lt金の 10',

旅lT出発日の前日から起算してさかのぼって30日日にあたる日以降 3日 目
|[あたる日まで

旅行代金の 20・/.

旅行出発日の前々日以降出発日当日の集合時姫 で 旅行代金の 50・/・

旅F開 始又は無連絡不参加 旅行代金の 100%

季警含T事 0」ポiR箱議会


