
l曜巳 � ��スケジュール 

1 �土 �福岡 ��10二15福岡発すシンガポールへ。 シンガポール ��15：30シンガポール着後、専用牢にてホテルへご案内。 

★オプショナルツアーでお軋み下乱l。【シンガポール泊】口唇□ 

2 �日 �シンガポール シンガポール ��午前　シンガポール市内観光とショッピングへご案内。 

○マーライオン公臥○ラップルズ卿上陸地点、 
○アラブ人街、○インド人街、○チャイナタウン、○宝石店 

午後　昼食後、酒へご案内。 
『スーパースター・ヴァーゴ』乗船。 

一兵ヨホース　・一一、－、－】 � 

16：00シンガポール出漕。 �シンガポール �16：OD～17：00シンガポール出港。 

【船内泊】圃厨m � �【船内泊】画剋m 

月 �■ l 1 ■ ■ ′ �ペナン島 �12：00ペナン島入港。 �プーケット島 �19：00プーケット島入港。 3 ���� �� 21：00ペナン島出港。 �� 

【船内泊】画風m ��【脳内泊】画閻m 

4 �火 � �プーケット島 �8：30　プーケット島入漕。 �プーケット昌 �3：00　プーケット島出漕。 

ランカウィ昆 �11：00ランカウィ島入港。 

17：00プーケット島出港。 ��18：00ランカウィ畠出港。 

【船内泊】画閻m ��【船内泊】画囲m 

5 �水 � �シンガポール �19：00シンガポール人乳下駄 �シンガポール �15：00シンガポール入港、下船。 
夜　下船臥専用車にて空港へご案内。　　　　【機内泊】囲閻□ 

6 �木 �シンガポール ��1：10～1：30シンガポール発す福岡へ。 福岡 ��8：25～8：45福岡着後、解軌　　　　　　　　　　　　函ロロ 

※日程に表記される時刻は予定です。予告なく変更になる場合があります。
海象条件、現地率偶によりスケジュールや利用舟的1変更になる場合がございます。

※日本人コーディネーターがおりますが、本ツアー専用ガイドではございませんのでご了承下さい。

利用航空会社 �シンガポール航空 �食　事 �朝4回・昼4匡卜夜3回（機内食除く） 

添乗員 �同行しませんが、現地係員がお世話いたします。 �最少催行人員 �2名 

パスポート �有効期限は6ケ月十滞在日数 �利用予定船 � 

利用ホテル � � 

シンガポール

■スーパースターヴァーゴ事前予約オプショナルツアー代金（お一人様僧位平和漂翳髭讐川6名
＋朗∴ �Aコース �東洋の真珠でトライショーライド（昼食付） �おとな6，800／ことも6，500 

Aコース �ゾウ乗り体験とタイ仏教寺院見学（昼食付） �おとな6，400／こども4，900 

プ一針輔膚 �A・Bコース �タイマッサージ体験ツアー（A：昼食付、B：夕創寸） �おとな7，000／ことも5，300 

Bコース �プーケットファンタシーショー観賞ツアー（夕食付） �おとな10，500／ことも9，200 

価l∴ �Bコース �ランカウィハイライト＆ショッピングツアー（軽食付） �おとな5，800／ことも4，800 

シンガポールのオプショナルツアーはお問い合わせ下さい。※コース内容、料金が変更になる場合がございます。※萎本矧こ

英語でのご案内となります。30名以上日本人のお客様が集まった場合、日本語ガイドでのご案内予定です。※大人12歳以上、子ども2～11歳、

幼児無料。ご出発の24日前までにお申込み下さい。こ出発の2日前より100％のキャンセル料が発生いたします。主催：スタークルーズ

■アジアンリゾートクルーズ6日間旅行代金（2名1室利用のお一人様）（大人・子供同額）（単位円）溜覿戯濫■奈だ責キ禦馳蒜蒜慕筑嵩レ李嘉急書誌鵠孟豊島。

出発日 （毎週土曜日発） �����載≡選選 �11／9・23 2／1・15 �7／6 9／28、12／7 3／ト15 �7／20 8／3・17・31 9／14 �　／ �12／21 �　／ �ひとり部屋 追加代金 �（垂わ 早割 E・F価格 �亘垂） 早割 ま対象外 

岩′′．※ �1り2・16・30 2／8・22 �7／13、9ノ7 12／14 3／8・22 �7／27 8／24 9／21 �8／10 �　／ �12／28 

クルーズキャビン　lコースコードl ������l　A �B �●】■■■■ �－■】■■■■ �l　E �F 

内側ツ ��イン（約12～21nl � �SGOO3A ��155，800 �164，800 �182，800 �191，800 �212，800 �251，800 �45，000 �－14，000 �－8，000 

－断 �側ツ �イン（約13～16nl �■■■　SGOO3B ���170，800 �179，800 �199，800 �213，800 �228，800 �266，800 �50，000 �－17，000 �－10，000 

■∃ �川レコニー（約18～20「バ ���t　SGOO3C ��207，800 �215，800 �235，800 �249，800 �270，800 �308，800 �68，000 �－25，000 �－14，000 

ジュニアスイート（約37－44 ����■　SGOO3D ��251，800 �256，800 �277，800 �289，800 �315，800 �355，800 �89，000 �－13，000 �－13，000 

海側＆内側ツイン（3・4人目料金） ������142，800 �155，800 �168，800 �178，800 �182，800 �222，800 � �－12，000 �－7，000 

バルコニー＆スイート（3・4人目料金） ������152，800 �165，800 �178，800 �188，800 �192，800 �232，800 � �－14，000 �－8，000 

140，000 18，000
※マリーナベイサンズは3、4名1室はお受けできません。
また、1名での∈利用の場合は、変更追加代金の2名分が必要となります。

上記旅行代金には、福岡空漕施設使用料（大人945円子ども472円）、シンガポール空港諸税約已400円、保険料、セキュリティチャージなどの客船運航費用5，200円、航空機燃油サーチャージ25，000円、船舶燃油サーチャージ1月90円（2013年6月4日現在）
が含まれておりません。別途お支払い下さい。；蓑早割は、期日までにすべてのご予約が完了した場合のみ適応となります。また、早割適応可能なキャビン矧こは関りがあります。予約後の変更はお受けできません。変更の場合は一旦キャンセルの上で再予約となります。
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己れによりヨ由行か拷問などにだ崇の
また、交通渋音により、移動や㌍悪の

●「黒沼サーチャージ」は昨今のせ輝的なた1≡ンイ附だ指〇饗に伴い眼光庁が翫空会社
■こヌ丁して認可した付加：至式です。エー1〒代仝亡は甜こお申込みの崇．店にてこ。乙コ

のこお支社下さし。また訊空会社によりノ「前にはされに遇う当社はこれをノ音詩
唇にしノますL

る！コ合はほ巧手㍍；コ、斗会がかかる1二台やおヲ〕かりできない㍍
また引地の三諾十証テル間において別遠道持胴を頂くぢ台が

亘′主さ、他のツア　のお召′羊と一」じハスで紆忘空ノ謹～汽

諾T。このため貢カ所のホテノしに立ち．寄りE茄］机だ．空こ

か出発：ロでお持ちいただくまコ合があります。

●1ヨ人の所雪を巨的としてHて〕モノl

所定の手にきにより免税分の払
て持ち出しをする土三色、

できます。作キ人品こ少

び下こ己「「訂三岳＿Iヨ≡∃弘の三巨竜エ1行完石は㍑行申込の汀に′三出された寧込だ
されたu人■吉相こついてお告ほとの昔－ヨのために利解させていただくL乱＼

し込みいただいた莞舅引こおいて運送石′封剥芽等の罠†±するサーヒス

らサービスの交ほ手にさに必要な冠区内で利円させていただきます。

）E書き矧こよって取消科をお支払い頂くことがあります。お琴桟の同行者の活気や嘗我なとでやむを

斗をカハーする伐［薫かありますので、クルーズ旅行の申し込みと－±告にこの保鱗をお白し込みいた
、行程のうち3′ヨ以上のクルーズを含むツアーで、器月内の定口4名以下の容空に招′さするもので
1台も億竜を利用　るノ毎舛旅行を漂きまれ詳しくは［ラ売買におたずねください。

パンフレットに．己芯の′電外クルーズコースは当社「試行芹的託」または几クルーズだを利用する海外旅行に使用する旅行課開設」（クルー：
ご：こ）に準Kルます。溝岸のは行よりも毀ノF■」叫の発生が崇くなっているケースや叫率が高くなっているケースわ、ありますっ各コース官の取消耳

は裏面の箔行条件に記歳のものを空用致しますのでこ注意下さい。

■コースの食等日豊＝機内食　些＝朋墓　園＝昼食lm＝夕食　コ＝食事なし　　■時間帯の目安（移動の発着時刻）交通機関の変熱こついて異なる場合ありす

■移動交通機関・ナ＝飛行機で移動中＝′くスで移動

⑳＝入場観光　○＝下李眼光　△＝車窓より眼光

：≒王と童■■■■≡三三

■本コースは「フライ＆クルーズ」ですので以下の取消し条件となります。ご這琶下さい。

旅行開始日の
前日から三∃㌻さ
して湖って

45日前～14日前まで 旅行代金の　125％

13日前～8日前まで 旅行代会の　　25粘

7日絹へ当日まで 旅行代金の　　5095

旅行開始後または無連泊不参加 旅行代会の10C9占

望誌企画‘◎西鉄旅行
観光庁長官豊玉桑旅行業第579号
〒810－0022福同市中央区薬院3丁目16番26号
一月珪社団法人日本旅行某協会正会□

む亡！桓ぢ〉
Vl】31tW□†ld［ampa柑n

C　一・℡・‥、一

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中
の病気や事故盗難などに備えて、海外旅行保険
に必ずご加入されることをおすすめします。

旅行業公正取引
協議会会員 ［一事］

ホームページアドレス　http．／／WⅥハ〟．nlShitetsutraveL．jp／

お申し込み・お問合せは
（受託販売）　　　　　　　　　　　　　パンフレットN。AO88

旅行芸講取扱主任者とは、お客桂の箔行を取　扱う言芸所での冠引に閲する㌫伝書です。この荒行契

約に現し、担当書刀、うの≡完明にこ不明な点が亘れ・よこ蓮亮なく上；己の取扱主任石にお訊ねく7こさい。


