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8乙800円－14乳800円
セブ島4日間くフリープラン〉／スタンダードクラス（2名1室利用）大韓航空、エコノミークラス席利用の場合

※国内空港施設使用料および海外空港諸税が必要となります。
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全8リソート全68ホテル～充実のホテル・うインナノフ

①チェックアウトが酢打等⑳ハネムーンの方のために誓⑳努覧詔書プレ‾ド萱①
アジアへのフライトはお戻りが深夜便なの　rト各ホテルにてハ

望讐烏濫蒜豊誓書さて、誓霊宝義子ヌ

チェックアウトを18：00まで延長
賢三チックデコレー

ションなどふたり

チェックアウトを空港への　　　　この思い出になる

出発時間（21・00頃）まで延長　　し三演出を♪

★一部コース隙く　★「ホテルのPOlNT♪」で

チェックアウトを無料で延長OKの場合でも、該当　m　★各ホテル欄の「HONEY MOON PLAN」を

日が満室の場合は確保できない場合があります。崇　ご覧下さい。
その場合でも返金はありません〇　　　　　三享★一瓢ホテル除く

「コ　もっとお部屋にこだわって、クラブ

ルームやスイートルーム、海が見え
るお部屋など…お部屋のアップグ
レードプランをご用意。

m　★各ホテル欄の「UPGRADEPLAN」をご覧　sL」　下さい。
n

タイ国際航空・フィリピン航空

シンガポール航空利用限定

並び席確約プランをご用意

還β◎◎⑳岡追加
※福岡－バンコク・マニラ・シンガポール区間

のみとなり、以遠区間は対象外となります。
※2／3名でのご参加に関ります。但し、2／3

名だけの席とは限りません。※3名利用の場
合、通路挟みになる場合があります。※席に
限りがあるため、ご希望にそえない場合があ

ります。※便出発時間1．5時間前までに
チェックインをお済ませにならない場合、並び

席のご用意ができなくなる場合があります。
Vも　★一部ホテル除く　　　　　　　　　　　　ごく　その際は、返金等はありません。

アジアのホテルでは、毎年「ガラディナー」の習慣があります。これは、12月

24日、31日ご宿泊のお客様全員に、ホテル主催の特別ディナーをおとりい

ただき、クリスマスや大日毎日を祝う習慣です。左記マーク表示のあるホテルに

ガラディナーのご案内12月24日、31日ご宿泊のお客様はガラディトをお楽しみいただけます。

※該当臼の夕食をガラディナーへ振替え、また、食事なしのコースはガラディナー（夕食）を追加致します。渠ホ

テルによりガラディナーがない、もしくは12月31日のみのところもありますので詳しくは各ページのホテル

欄をご覧下さい。※お客様のご郡合により、ガラディナーに参加されない場合の返金はございませんバ狂ガラ

ディナー開催日に航空機の遅延等で間に合わなかった場合は、滞在中佃の日に夕食1回ご用志します。
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ひとクラス上の空の旅～ビジネスクラス　肌㌦警芝貢芸三吉荒業漂崇慧認諾諾：

ビジネスクラス

福岡⇔パリ島往復
寧聖二＝‾　　　＿＿＿－≡≡≒≡‡≡≡≡

福岡⇔プーケット往復
■■■澗租Ii準

■THA－

ロイヤルシルククラス

福岡⇔プーケット島

往復

※子供割引はございません。お子様の

旅行代金も大人の旅行代金にビジネ
スクラス追加代金を加算したものに
なります。

き；ミ2名様以上で同一行程をご利用の場

合に限ります。
※幼児代金はお問合せ下さい。
摸サムイ島コースは設定ありません。

洪座席の希望（署爛／通路憫／前方／後方）を

お受けできます。但し、ご希望に添えない

頃合もありますのでご了承下さい。

ビジネスクラス

福岡⇔セブ島
往復

ii画面衰ii

下記出発隙く �60，000円 

12月19日～1月2日 �80，000日 

搭幼児代金はお問合せ下さい。
※ボホール島コ”スは設定ありません。

※2名様以上で同一行程をご利用の場合に限ります。

き；j幼児代金はお問合せ下さい。

人気の都市にも滞在してリゾート＋シティ2倍楽しむ

シンガポール航空利用パリつ一ケット／
慕本の5日間（または6日隕）コース＋1日延泊をシンガポールでお週こし下さい。

［室直］自由行凱（シンガポール航空利用パリ島またはプーケット島
5日間コースの4日目午前まで同様）

国バリ島またはプーケット島発ケシンガポール着。
着後、ホテルへ。　　シンガポール泊些□□

［垂垣：］自由行弘（ホテルは11：00～12：00チェックアウト。）

★シンガポール市内観光付きプラン
［垂亘コシンガポール市内観光とショッピング

○マーライオン公園、○シアンホッケン寺院、○
スリマリアマン寺院、△チャイナタウン、○サル
タンモスク（金曜以外は◎）、△アラ
を観光

［亘歪］飲茶のランチ
※観光途中に、宝石店、健康商品店、DFS免税
店へショッピングにご案内します

［二重コ空港へ。　　　　　　　　　機中泊寧□□

101＝10予定lシンガポール発ケ

沌8：10～25予定1福岡着。解散。　　　　　　　蘭［コ［コ

追加代金＆プランに含まれるもの
◆シンガポールの空港～ホテル間の送迎（他のお客様と一緒になる場合

があります）・現地係員ホテルでの朝食1回

ホテル �1泊滞在プラン 追加代金 �1人部屋 追加1億 

ヨークホテル �17．000円 �13′000円 

マンダリンオーチヤード �23′000円 �19．000円 

28．000円 �24，000円 

マリーナベイ・サンズ �35，000円 �31′000円 

※上記代金に空港税は含みませんので、シンガポール空港諸税（旅客サー
ビス料含み）＝3750円を出発前にお申込み店にてお支払い下さい。

崇ピーク期及び旧正月、F1時矧はお受けできない場合があります。

ノ＋＝≡　パ
、

タイ国際航空利用プーケットサムイ／
草本の5日那または6日間）コース＋1日延泊をバンコクでお過ごし下軌も

［亘亘］自由行乱（タイ国際航空利用プーケット島5日間
コースの4日目午前まで同様）

［：亘直］プーケット島発ケ　バンコク着。着後、ホテルへ。

バンコク泊囲ロロ

自由行動。（ホテルは1100～1200チェックアウト。）

★バンコク市内観光付きプラン

匝］バンコク市内観光とショッピング
◎院の寺院、◎浬欒仏寺院、○王宮、
◎エメラルド寺院（※1）を観光

［萱亘］インターナショナルヴッフ工
※観光途中に、宝石店とキングパワー

免税店のショッピングにご案内。

［二豆コ空港へ。　　　　　　　　　　機中泊圏□□

lDl：00予定lバンコク発ケ

108＝00予副福岡着。解散。　　　　　　　囲□□

■追加代金＆プランに含まれるもの
◆バンコクの空港～ホテル間の送迎（他のお客様と一緒になる場合が

あります）・現地係員・ホテルでの朝食1回

ホテル �1泊滞在プラン追加代金 �1人部屋追加代金 

ウインザースイート �8′000円 �5′000円 

竃苓ヲ先皇莞某写充‡ �11．000円 �8．000円 

ル・メリディアン �15′000円 �12′000円 

18．000円 �15′000円 

※上記代金に空港税は含みませんので、タイの空港税2．350円と別途、
国内線350円を出発前にお申込み店にてお支払い下さい。

※ピーク期及び旧正月はお受けできない場合があります。

（※1）王宮、エメラルド寺院が王室行事等で観光できない場合は、代替とし
て大王翌石寺院にご案内します。

；一・シティの滞在プランは2名様以上にて串本コースのこ予約と同時に

お申込み下さい。；ミ赤字のコースが追加可能な対象コースです。

ホテル �1泊滞在プラン 追加代金 �1人部屋 追加代金 

トレーダーズ �18′000円 �8，000円 

20′000円 �10，000円 

25．000円 �14．000円 

リツツカールトン
ミレ二ア

（客室一例）

オークラバンコク

（イメージ）

轡
ベニンシユラ・

マニラ

（イメージ）
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110：00～15予定l福岡発ケ（シンガポール乗継ぎ）ケ

［重］バリ島着。着後ホテルへ。　　ウブド泊□画□

匪璽ホテルにて。

世界遺産＆ライステラス見学＆コーヒー∴囲

匡司○テガラランのライステラス→　TT誓誓㌃勺
ハトウール湖の守護神・スバック、　　　　　ま
を司る女神を市巳る世界道産○ウ
ルンタヌハドウール寺院を観光

匡亘キンクマ一二高原にてブッフ工のランチ
匡園バリコーヒーのコーヒー農園見

学→雑貨店→聖なる泉テイルタ
工ンプルがある○タンパクシリ
ン→○コアガジヤ→ウブド絵画
の◎アルマ美術館→モンキー
フォレスト通りを散策（30分程）

匡司ご宿泊ホテルにて。　　　　ウプド泊璽観相
ヽ　　f

′

線

尋

ヤ3

‡

ヽ

ノ　　シ・

匪璽ホテルにて。

世界醐＆パワースポット＆バティック体験
匡丞無形文化遺産・ノてティツクの工房へ（ハンカチ制作に

挑戦／所要約60分）→／Uで最も美しいと称されるス
パックの象徴、世界道産○タマンアユン寺院を観光

匡璽カフェテラスりレンフナにてインドネシア料理のランチ

匡函最近注目のパワースポット○
ブドヮタ、ルのガジュマルの本
→夕陽の名所○タナロット寺

院を観光
圏ケチャツタダンスを鑑昌
匡璽タナロットのビーチ沿いの

レストランにてシーフード料理
その後、ビーチのホテルへチェックイン

パリ島（ビーチ）泊囲園田

国司ホテルにて。

匿司自由行凱　　　　パリ島（ビーチ）泊璽□口裏

匪ホテルにて。
出発まで自由行動。

（ホテルは原則12：00頃チェックアウト。）

113＝00～21＝45予定lバリ島発ケ　　　　機中泊璽□□

匪塾シンガポール索継ケ

108＝10～25予定l福岡着。解散。　　　囲□□妄

・■日本発着時の 利用航空会社 �シンガポール航空 �温 無．・麦 J… 

出発日 �直垂萱垂］毎日出発（総旅行日数8日間まで延泊OK） 

利用予定 ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 

、声　　食事 �匝萱画朝食3回・昼食2回・夕食2回 

最少催行 人員 �2名 

添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します。 

慧「案内 �※航空槌、現地事情によりスケジュールが変更になる場合があります。 L Jご注意 �，・ソン＝ノでの乗継ぎはお客様自身で打っていただきます。 ※観光・送迎において他のお客様と一緒になる場合があります。 �ヽ； 

※2ページの「ガラディナーのご案内」をご参照下さい。 �） 

謬樗那一棚壷和好垂適義塾寿　　ぎ

二重準

たっぷりう姦喫′ウブド＆パリ島5・6日間－シンガポール航空利用一旅行代金表 ��������������������� �ピーチ 延泊代金 （朝食付） �え｝ 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：10，0・00円弓 ������������き、幼児代金（航空座標、ベッドを利用しない2鍾未満のお手舶＝24，000円 ���������1人部屋 追加代金 

ウブドのホテル ��ピーチのホテル �コースコード �沌 �A �8 �C �D � �E � �F �G �fr‾1－ごり矧i一己1－ご � � � � �K �L 

ベルティウイ・ リゾート＆スパ ��バリラ二ホテル （郡屋指定なし） �lS58HP �5 �147，800 �147．800 �150．800 �150．800 �15 �8．80 �0 �180．800 �180′800 �164′800 �175′800 �193′ �800 �225 �．800 �258．800 �21．000 �5．000 

lS‘8HP �8 �152′800 �152．800 �155．800 �155．800 �16 �3′80 �0 �185′800 �167，800 �171，800 �180．800 �200． �800 �232′ �800 �285，800 �2れ000 

マヤウブド （スーペリアルーム） ��メリアバリ （デラックスガーデン） �lS58日州 �■5 �188．800 �188′800 �171，800 �171′800 �17 �9，80 �0 �181′800 �け8′800■ �242，800 �198′800． �2札 �800 �301′ �800 �313′800 �40，0■00 �恒0 

lS‘8HM �る �け8′800 �178′800 �181′800 �181′800 �18 �9′80 �0 �191′800 �195′800 �259′800 �208′800 �278′ �800 �318′ �800 �330，800 �50′000 

ご案内・ご注意 �※上記讐行代金に空矧ま含みません0ノミリ良？空港酎5〇・009ルピア／約1湖円／空」2年三月撃）は現地にてお支払い下狛また・福岡空鯛設　燃油サーチ一一～・・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フt 使用料（大人945円、子供472円）とソンガポール旅客サービス料等（2．000円）は出発 ※パリ島の重言正（現地取得／25USドル／2013年7月現在）が必要になります。現地にてお支 �����������削にお申込み店にてお支払い下Cい。　　　1／　■F■／ 訟；宗光臥雲にな。ます。　　　　　を含みます 

※廷泊代金は1部屋を2／3名機でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利 

ン二∴＋二言ヒム　　－ 

一記ノ、或爛盛堅鞘弼・決りょとはは惰廷捌、当坦収受疹参瑚嘲膨戦麹規蔓延触0浣象㌍空昼嘩還，剛恋已蟹、。 



lll：35予定l福岡発ケ（バンコク乗継ぎ）ケ

l夕刻または夜lプーケット島着。着後ホテルへ。

プーケット島泊［コ囲ロト童

圏ホテルにて。
旺⊆耶縄同町幕二　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　卜

匝司ピピ島1日観光鴨
プーケット島からボートで約1．5時間のピピドン島へ。

映画の舞台となったマヤベイやバイキングケープ（海

賊の巣）などを観光。エメラルドグリーンの美しい海

でスノーケリングもお楽しみ頂けます。

匡画ブッフェのランチ

囲タイ名物タイスキ　　　プーケット島泊画囲m

圏ホテルにて。
海だけじゃないプーケット島の自然を満喫†

医萱］プーケット島内観光と象乗り体験日
プーケット島最南端のビューポイント○フロンテープ

岬や○シャロン寺院、○プーケットタウン散策など、
プーケット島内観光。途中、誌慧冨澤照拷嵩鍾詑慧

［亘画ブッフ工のランチ

囲タイ式マッサージ（約90分）
でリフレッシュ

［萱司タイ海鮮料理

［二重］夜だけオープンのテーマパーク

温▲

プーケットファンタシーにご案内（誤1）

タイ古典舞踊、象のサーカス、空中パフォーマンス、
イリュージョンなどのショーをお楽しみ下さい。

プーケット島泊奥園田

匪ホテルにて。
出発まで自由行動。

（ホテルは原則12：00頃チェックアウト。）

】夕刻または夜lプーケット島発ケ　　機中泊囲□□

ベストシーズンのピピ島へ／

ェメラルドクリーンの輝く海と珊瑚礁に囲まれた美しいアンダマ

ン海の秘島。ヤシの木に覆われた・美しいラグーンを持つ楽臥

ピピドン島で海水浴やスノーケリングをお楽しみ下さい。

さy　　　　　　　　　　　　▲Lぬ

ノーlWbではの象乗り＆

象のショー‾■J▼■ノ　ー′　二1‾■■■■

≡≡三宝三三三三‥

タイ■鮒垂利用　率日出尭

遥宰‾■荘7

園バンコク乗継す
lo8：00予定l福岡着。解散。　　　　　　　　画□□

廃細岡ヨ項妙彗詳岳窃噸軸解物逆細野白触手す主、 

日本発着時の 利用航空会社 �タイ国際航空 �、vI l Pr 

出発日 �園毎日出発（総旅行目数11日間まで廷泊OK） 

利用予定 ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 

食事 �蜃麺］朝食3匡卜昼食2回・夕食2回 

最少催行 人員 �2名 

添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します。 

一 千ご案内 �※航空機、現地事偶によりスケジュールが変更になる場合があります。 

※観光・送迎において地のお客様と一緒になる場合があります。 
※パンコクでの乗継ぎはお客様自身で行っていただきます。 

∃ご注意 貞 �（※1）木曜休館及び貸切で入場できない場合は、2日日と3日目の 

※2ページの「ガラディナーのご案内」をご参照下さい。 

榊月3郡白は旧正月iです
′‘‾　　y 

たっぷり満喫′ブーケツ．ト島5■6貝聞　一タイ国際航空利用一柳鵬 ����������壷第・　　　　　　　　　　　　　　澤準；…Y一滞…・深澗 ���������プ」ケツト島 ��� �ト キ r′ † キ・√ 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：3，00・0円弓 ����������き、幼児代金航空空席、ベッドを利用しない2t未満のお手糟）’＝22，000円 ���������1人部屋 追加代金 ��延泊代金 （朝食付） �：・l 

ホテル ��コースコード日勤 ��A　トB ��C　　　D ��E �F ��G � �� �■■■■■ �K �L �M 

ドゥアンジット リゾート＆スパ �スーペリアルーム �TTSPHU �5 �130．800 �148．800 �143′800 �150，800 �149，000 �159．800 ��157．800 �157．800 ��165′800 �180，800 �189′800 �220，800 �244．800 �27，000 ��9．000 �土・日曜 帰看 3′000 

TT‘PHU �る �135．800 �151′800 �152．8∞ �181，800 �158′即0 �1（札800 ��1朗牒00 �1軋800 ��けら800 �191．800 �200月00 �231．800 �255′800 �叫000 

メルリンビーチ 　ホテル �デラック封トム �TT5PH州 �5 �144′800 �1叫的0 �158，8∞ �168′約0 �1叫朋0 �174′8∞ ��174．800 �174′800 ��182′800 �柑2．800 �213，以氾 �237，800 �2時800 �45，000 ��15，000 

TT‘PH州 �る �154′800 �170′800 �172，800 �183，800 �178′鋸0 �柑8．抑0 ��189′800 � �9，800 �199，800 �199′800 �23。′800 �254′800 �285，800 �叫000 

ダイヤモンドクリフ・ リゾート＆スパ �スーパーデラックス �TT5PHD �5 �148．800 �184′800 �1°3′800 �163，800 �169′800 �179′800 ��177．80■0 � �8′800 �225．800 �225．800 �233．800 �280．8∞ �288′800 �57．000 ��119・000 

TTもPHD �d �159′800 �175′800 �178′800 �178．800 �184．800 �194′800 ��192′800 �207，8∞ ��258．800 �25も8∞ �2朗′800 �311．800 �319′即0 �7も000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金には空港請毒削ま含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とタイの空港税（国際線）2．350円は日本出発前にお申込み店 �������������������燃油 �サーチャージ にてお支払い下さい。 �������������������を含みます ���lL＿， 
※廷泊代金 �ま1部屋を2／3名様でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の囁 ����������� 

‾‾磨療盛建緋鯉 ��などに融、露は蛮風庄な■融姶融誠勘玩舷怨痛一シ貞女、東芝 邦・或描、なな　胆姥あり、脚 ������．勧細援紗淫妻鞄轟 �����魂麹熟議∴1－－貞　　一　　　【 ����������¶「 
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堅

げ
世界遺産キナパル山のふ
もとにある植物園では、食
虫植物のウツボカズラや
珍しいランなど多彩な植
物を見ることができます。

レシアが免れ

三三十一1
だけど胤、ている期間は欄間

覧院宣霊湯諜墓
地で入場料20リンギットほど必要
な場合があります



3ホテルよりお選び下さい

シャングリラズ・タンジュンアルー・リゾート＆スパ
マウンテンビュー

ジェットスキーやパラセ

イリンクなど多彩なア
クティビティ、レストラ
ン＆パー、優雅な気ス
パ、充実の施設を誇る

キナ用レウイング・シービュー　お1人1泊　2．000円追加

タンジュンウイング・シービュー　お1人1泊　3′000円追加

シャングリラズ・ラサリア・リゾート
スーペリア・レインフォレスト

苧＝‡喜喜喜喜400エーカーの熱帯雨林

i－I圭≡芸襲
こほ認諾貴ごヾもあ

UPGRAD【PUIN

デラックスガーデンビュー　お1人1泊　2′000円追加

デラックスシービュー　　　お1人1泊　3′000円追加

お郡崖の設滞　三二八一／冷蔵庫、セイフティ

ボックス、ヘアドライヤー、コーヒー＆ティー
メーカー、バスローブ／浴衣、スリッパ等

ホテルの詑設　プール、フィットネスセンター、

スパ、日本語スタッフ等

レストラン＆バー　8（和食インドマレー等）

その他‡；ミダブルベッドルームになる場合わ
あります。

マジェラン・ステラ・ホテル
デラックスガーデンビュー

ヨットハーバー、ゴルフ
映画館やボウリング場など
様々な施設を持つ複合大型
リゾート・ステラハーバー内
の2つのホテルのうちの1つ
マンダラスパもあり。

禁讐慧誓禦完
お1人1泊　2′000円追加

お欝だの詣詞　三二八一ノセイブティーボックス、
ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー、

バスローブ／浴衣、スリッパ等

ホテルの指設　プール、フィットネスセンター、

スパ、日本語スタッフ等

レストラン＆ハー　5

その他　※ダブルベッドルームになる場合が

あります。

アシアナ脚用　毎日出発

2013年10月 2013年11月 2013年12月

一・聾－‾■‥宰＿

2014年1月

づ
AS蔓ANA〟RLl帳蕊

d■＿＿－ 】タキナ／UL5・6日間 

5 ≡ �8 三 �5日間スケジュール　　　　重　　　　6日間スケジュール 

1 �1 �巨亘萱萱亘司福岡発ケ（ソウル乗継ぎ）ケ 
匝垂∃画室萱亘頭コタキナ川レ嵐着乳ホテルへコタキナ代眠釦コロ匪 

2 �2 �世界過産キナパル公園とキャノピーウオークへ 

匡画キナパル公園へ向う途中、ボルネオ先住民族カタザンドゥスシ 

族の村・ナパル村へ立ち寄り。キナパル山を目の前に望む絶景 
＆写真ポイントです。お土産や民芸品も販売しています。 

キナパル公国では、植物園 �で珍しい植物などを見学します 

匡画中華料理 

匡画キャノピーウオーク＆ポー �リン活泉′＼ 

ポーリン温泉内にあるキャノピーウオークまで約15分 

ほどのジャングルトレッキングを。マレーシア国内では 

地上から最も高所、地上41m長さ158mに渡って架　■ 

けられているキャノピーウオークを体験下さい。 
その後、ポーリン温泉へ。足湯などをお楽しみ下さい。 

囲ホテルにて　　　　　　　コタキナパル泊塵園田 

3 �3 �匡画自由行動 

リ／トクル岬ズでテングザル探し＆ホタル観賞ツアーへ 

圏簡単な∇レー料理のランチ 

匡画クリアス川でサゴヤシ、ニッパヤシなどジャングルの 

風景の中をリバークルーズ。ボルネオ島のみ生息し 
ている野生のテングザルを見つけよう♪ 

［至司マレー料理 ［亘］マングローブに集まるホタル見学クルーズ 

l オランウ－タン＆テングザル）もっとボルネオ大自然プランナ 

：［：垂］コタキナパル発けサンタカン着 
：匡画セピロックオランウータン・リハビリテーションセンターへ； 

…［蜃針孔♪璃摘贋僧葉隠瞳守一）など　　　　　一 
：［至画サンタカンの市内観光後・ラブックベイ・テンざ空也⊥ 

サンタチュアリへ　　　　　　　　　　　、 

…［釘サンタカン発ケコタキナパル着　鮎翻1・　柑lい 

コタキナパル泊厘園田 

4 �4 �替虔■患ウ系ク・＝▲・針汐　蓼♂布　　　　　　　　　l 

直∈］ポートで約20分、コタキナパルから一番近い珊瑚礁の 

島・サピ島鴨。海水浴、シュノーケリンクをお楽しみ下さい 

国ビーチで八一ベキュー 

ホテルは出発まで珊用できます �コタキナパル泊垣閻□ 

［：亘］空港へ　機中泊垣囲□ 

5 � �直司自由行動 ホテルは出発までご利用できます 

［亘】空港へ機中泊奥□□ 

5 �6 �匝互選∈亘重要コタキナパル発け（ソウル乗継ぎ）す ［亘亘萱亘亘］福岡着。解散。　　　囲□□ 

日本発着時の 　　A �アシアナ航空 �出発日 �直萱亘司毎日出発 （総旅行日数11日間まで延長OK） 
利用航空芯社 

利用予定ホテル �旅行代金表をご覧ください 

食事 �匡司朝食3回・昼食3回・夕食2回匪画朝食4回・昼食3回・夕食2回 

最少催行人員 �2名　l添乗員】同行しませんが現地係員がお世話します0 

※航空機、現地事情によりスケジュールが変更になる場合があります。※観光・送

迎において他のお客様と一緒になる場合があります。※ソウルでの乗継ぎはお
客様自身で行って下さい。※2ページの「ガラディナーのご案内」をご参照下さい。

2014年2月

※1月31E］は旧正月です

2014年3月

′とり－てお碧康一コタキナ／几購■引訂問　－アシア欄埜利用－一郎育代金島　∵∵　一　一ご「・‥T・‘一三㌔∴？・、二一一一∴ゝ∴′－ノー1㌔′　一・一㌔17ノ二二ノく′二一㍍‾′ニー′一二・≡・．「・∴′、．一・二磯と発へ　′ ����������������� �延泊代金 （朝食付） 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：3，000円引き・幼児代金（航空座席・ベッドを利用しない2■未満のお手儀〉＝20・000円 �����������������1人謬屋 追加代金 

・ホテル ��コースコード �l油 �A �8 �C－ �D �E �F �．＿＿G � �f⊆ � � �K 

マジェラン・ステラ・ 　ホテル �デラックス ガーデンビュー �YZ58GM �5 �142′800 �145，800 �152．800 �155，800 �1d2′800 �162．800 �165′80・0 �189，800 ��189．800 �192，800 �202′800 ��40．000 �10．000 

YZ886州 �、6 �152．800 �155，800 �182．800 �165，800 �172．8∞ �177．800 �178．800 �184．8∞ ��204′800 �207，800 �217．800 ��50．000 

シャングリラズ・ ラサリア・リゾート �スーペリア・ レインフォレスト �YZ58GR �5 �151′800 �154．800 �181，800 �184，800 �171′800 �178．800 �180，800 �183．800 ��203，800 �206．800 �21d，800 ��48，000 �12，000 

YZも8GR �6 �183，800 �188．800 �173．800 �176′800 �183．800 �194′800 �197．800 �201′800 ��221．800 �224′800 �234．800 ��80′000 

シャングリラズ・ タンジュンアルー・ リゾート＆スパ �マウンテン ビュー �YZ58GT �5 �151′800 �154，800 �161．800 �184′800 �171′800 �174′800 �178，800 �181．800 ��201．800 �204′800 �214．800 ��48．000 �12．000 

YZ帥GT �8 �1°3．800 �188．800 �173．800 �178′800 �183′800 �192′800 �194．800 �199．800 ��219′800 �222′800 �232．800 ��80．000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金には、空港諸税を含みません。マレーシア空港諸税（2，050円）、韓国旅客サービス料等（1．900円）と福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）は・ ��������������� �燃油サーチャージ を含みます 日本出発前l �こお申込み店 �にてお支払い下さい。※延泊代金は1酢屋を2／3名標でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合 �����������は倍辞必要l �こなり手 

す。※UPGRADEPLAN追加代金は最終日出発まで利用する部分に対してもl泊分必要です。 

●ホテル施拉・宿泊サービス・特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6即0日現在のものです。
⑦上記ホテルの名田スポーツアクティビティ・スパなどは憫朝提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。⑳虎宗法の“ご霞内とご注8㌢缶を必ずお罷み下さい。

■▲J＼1－●■トtJ■′■Hu｝′　◆

』おと巳汐・邑6



肇か予や享

∴十㌧．∴

轟坤拶

ホホ柵ルの自然に領れふ．
世界最少のメカネサル・タ仙シャに会う

1565年にスペインの初代総督と

ポホールの首長の間でかわされた
同盟の記念碑。お互いの腕をナイ
フで切り合い、流れ落ちた血をワ
インに注いで飲み交わしたという
モニュメント。

？
′　　＿J」さ　　　　へ札　　と

∵ア∵1デ∵掛凍

不思議な円錐形の高さ約30m
の小高い丘が広がり、その数
なんと1，268。展望台から
360度パノラマでこの景色を

兇渡せます。チョコレートヒル
の名称は、4～6月の乾期に丘

の色がチョコレート色に変わ
ることから。

7　ニニ　り；

・　　一・∴－

・・1フノトボツヒンソへ

▼い‾毒卓：7㍉パンヤ∴仁王畢支㌧ぎ注

ポホールからポ皿卜で約1時間ほど沖合にあるパミラ
カン島周辺でドルフィンウオッチング。3～5月は運が長
ければ、マッコウクジラのような大物にも出会えるチャ
ンス！パミラカン島とは「マンタの休息地」という意味。
ダイビングスポットとしても有名。
※イルカやクジラは野性のためご覧頂けない場合もあります。その場合

も返金は致しません。

宅ブ摘　心漕諾藩

日Q仰ホールクオリティ）

モールやアイランド

シティモールなどの

裾闇流細野・！至芸禁だ諾芸諾否諾警望警…完呈忘悪罵芸誌等三芳慧崇宗三言究≡；定一；言霊誌も誌禁諸芸諾欝等芸誤豊富笥誤読み下紬

．‡L L一・タぎ　ー．‾

【コ

ボ　　　●

ク　　チョコレートヒル
川



セブは2ホテルよりお選び下さい

ブル1ウオーター
マリバゴ

部屋指定なし

マクタン畠に立地
するカジュアルリ
ゾート。ピーチの沖

合いにホテル所有
の島も持つ。

シャングリラ・マクタン
リゾート＆スパ

デラックスルーム

マクタン随一の大型

リゾートにはウオー
タースライダーをは
じめ、遊ぶための施
設やレストランも充
実。ゴージャスな晃
スパも人気。改装を
終えた客室も快適。

ザ・ベルビュー・リゾート
静崖指定なし

霜ト

2012年末にパンクラオ島
にオープンしたNEWリ≡ぉ己瞳の設備

ミニバー／冷蔵庫、セイブティーボックス、
ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー、

バスローブ／浴衣、スリッパ等

ホテルの施設　プール等

レストラン＆バー　4

その他
、ダブルベッドルームになる場合があります。

ぎ●ミトリプルでのご利用はできません。

リージェンシー・ホテル＆カジノ
部屋指定なし

マニラで一番の高層ホテ
ルで、カジノも持つ。スパ

も人気。

フィリピン脚用桓巨頭］日・月・土曜発

2013年10月 2013年11月

お吉ヨ屋の設備

三二八一／冷戒座、セイブティーボックス、
ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー

バスローブ／浴衣等

ホテルの桔設
プール、フィットネスセンター、スパ、

日本語スタッフ等

レストラン＆パー　6

その他
、‡ダブルヘッドルームになる場合があります。

2013年12月 2014年1月

■）ph〃如加Af伽き

l15：20予酎福岡発ケ（マニラ乗継ぎ）ケ

［：璽コセブ島着。着後ホテルへ。
セブ島泊□□□

匡画セブ烏内観光
フィリピン最古の教会○サントニー二ヨ教会、マジェ
ランが建てた木製の十字架がある○マジェランクロ
スなどを見学

直画カフェ。ラダーナにてフィリピン料理　「転＼虞■声
（ハ田ハロのデザート付き）

園芸認諾荒星霜イム転義息
匝亘ホテルにて　　　　　　　　　　セブ島泊函園田

j　一▼　　∴　　　　　　　　二・　・＝二j

［：垂］セブ島皇高速船にてボホールへ

匝亘ポホール島内観光代

10cmの○ターシャ保護区へ。途中、○バクラヨン教

会、○血盟記念碑も観光。

匡包のんびりロボク川クルーズをしながら、フィリピン料理

匝亘オーガニックレストラン「ビーフアロム」にて

ポホール泊厘観相

干，、l‾テ那町電■■■11－

匝司ボホール沖合いのパミラカン島へ（06：00～1∠き・：00頃）

パミラカン島沖にてドルフィンウオッチング（※）と
スノーケルをお楽しみ下さい
※野生の為ご覧頂けない場合もあります。その場合も
返金はございません。

匡或パミラカン島でピクニックランチ

匝画ホテルにて　　　　　　　　ポホール泊画観相

＝055へ16：30予定lタグビララン発射12＝10～17嘲マニラ着。

着後、ホテルへ（ホテルのチェックインは15：00以降）

匡画自由行動　　　　　　　マニラ泊塵□□

ロ訂空港へ
糎45予定lマニラ発ケl14＝15予勘福岡着。解散。　□画□

日本発着時の �フィリピン航空 

利用航空会社 �※タグビラランーマニラ間はPALエクスプレス便を利用します。 

出発日 �匝亘画日・月土曜発（12月19日～1月3日除く） 

利用予定 �〈セブ島〉2ホテルよりお選び頂けます①ブルーウオーター・マリバコ ②シャングリラ・マクタン・リゾート＆スパ（デラックスルーム） 
ホテル �くボホール島〉ザ・ベルビュー・リゾート 

〈マニラ〉ハイアットリージェンシー・ホテル＆カジノ 

食事 �匪画朝食4回・昼食3回・夕食3回 

最少催行人員 �2名 

添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します。 

※航空機、現地軍偶によりスケジュールが変更になる場合があります。
※観光・送迎において他のお客様と一緒になる場合があります。
※マニラでの乗継ぎはお客様自身で行って頂きます。
※2ページの「ガラディナーのご案内」をご参照下さい。
※延泊はお受けできません。

2014年2月

※1月31日は旧正月です

2014年3月

●ホテル指針宿泊サービス・特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6即0日現在のものです0
0上記ホテルの古格スポーツアクティビティ・スパなどは憫報提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。○謀懐紙の‘ご霹内とご注怒”闇を必ずお読み下さい0 。何ご・感望町■8
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