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1 �1 �亘蚕亘亘］福岡莞ケ 
ロ亘亘亘亘司シンガポール着後、ホテルへ。【シンガポール泊】□薗□ 

2 �2 i �［：：：亘：：亘コ自由行動　　　　【シンガポール泊】園□□ 

3 �4 �［：：：亘：：亘コ自由行動 　　　　　　ウト（A′B 

選べるチェックアウト（A／B／C） 棚プランに巨ざニー基本のチェックアウト（－ト12：00臥葱血㌧ 

口　巨‾ チ基㌫新し書や？ア？卜要一1号：聖禦準 　（やニーチェックアウトを空港への出発時 � 

21～22：00）まで延長亘 

⑳と◎は追加料金がかかります。詳しくは �料金表をご確認ください。 

［：＝亘：＝］空港へ。　　　　　　　【機中泊】囲□□ 

4 �5 �［重＝亘亘亘垂］シンガポール発ケ 
［萱を亘亘亘亘］福岡着。解散。　　　　　　　　　圏□□ 

■出発日／毎日出発　t添乗員／同行しませんが、現地係鼻がお世書芸いたします。
■日本発i時利用航空会社／シンガポール航空
1■食事／〈4日間〉朝食2回、昼食0回、夕景0回〈5日間〉朝食3【司、昼食0回、夕食0回
■最少雁行人魚パ名

3

日管㌫ニ登打率

※航空機・現地等の事情によリスケジュール等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。



タラグラタンジclubL。。。芸。

7：00～22：30まで時間によって朝食やカクテルなど
異なるサービスをご用意。

ヘッドは横になっても夜景が見える高さに。

大理石のバスルームからシンガポールの夜景を楽しむ、
そんな贅沢も叶えてくれます。

堅一童≡＿

夜襲がきれいなシエントン・ウェイ＆マー～マリー†
ライオン公園側のマリーナ・ペイ・ビュー
を指定。

ラウンジアクセス付

32階にあるクラブラウンジをご利用頂けます。
マリーナ・ベイビュー又はシンガポールフライヤービュー
となります。※ダブルベッドルームになります。

ご？、二∈」

習臥＝磨地雷⑫鬼最強夢一処l這漁羞㊨おお労務コ兆顔斜亘を毒 �������凱酪絡熊会務 

大人お1人／単位：円／基本のチェックアウトAの場合　　　　　　　　子供代金：10，000円弓 �������き、幼児代金（航空座席、ベッドを利用しない2歳未満のお子様）＝20，000円 ����1人部屋 追加代金 �チェックアウト8 （18時まで） 追加代孟 �チェックアウトC （出発まで） 追加代金 �延泊代金 （朝食付） 

ホテル �コースコード �l∃ 赦 �A �B �C �P ��E �F �】　G 

ザ・リッツ・カールトン・ 　ミレ二ア （デラックスルーム） �SS4PZX �4 �129，800 �139，800 �146，800 �155，800 ��168，800 �219，800 �228，800 �46，000 �11，500 �23，000 �23，000 

SS5PZX �5 �152，800 �162，800 �169，800 �178，800 ��191，800 �242，800 �251，800 �69，000 

ザりツツ・カールトン・ 　ミレニア （マリーナ・ベイビュール「ム） �SS4PZV �4 �135，800 �145，800 �152，800 �161，800 ��174，800 �227，800 �237，800 �52，000 �13，000 �26，000 �26，000 

SS5PZV �5 �161，800 �171，800 �178，800 �187，800 ��200，800 �253，800 �263，800 �78，000 

ザ・リッツ・カールトン・ 　ミレニア （プレミア・スイート） �SS4PZS �4 �149，800 �160，800 �167，800 �176，800 ��192，800 �240，800 �251，800 �66，000 �16，500 �33，000 �33，000 

SS5PZS �5 �182，800 �193，800 �200，800 �209，800 ��225，800 �273，800 �284，800 �99，000 

マリーナ・ペイ・サンズ （デラックスル「ム） �SS4PAX �4 �148，800 �157，800 �165，800 �171，800 ��184，800 �243，800 � �60，000 �15，000 �30，000 �30，000 

SS5PAX �5 �178，800 �187，800 �195，800 �201，800 ��214，800 �273，800 � �90，000 

マリーナ・ペイ・サンズ （プレミアル「ム） �SS4PAA �4 �152，800 �161，800 �169，800 �175，800 ��188，800 �247，800 � �64，000 �16，000 �32，000 �32，000 

SS5PAA �5 �184，800 �193，800 �201，800 �207，800 ��220，800 �279，800 � �96，000 

蔑称。く雲濫憲 ���※上記旅行代金には空湾諸税を含みません。シンガポール空港諸税（2，800円）と福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）は日本出発前にお申し込み店にてお払い下さい。 
※上記旅行代会には燃料サーチャージを含みます。 
※延泊金及びチェックアウトB／C追加料金は1部屋2／3名でご利用頂く場合のお1人棟あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額になります。 

●ホテル施設、宿泊サービス特典内容などについては変熱こ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7月10日現在のものです。
●上記ホテルの各種スポーツアクティビティスパなどは情報鐘供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●裏表紙の”ご案内とご注意”欄を必ずお読み下さい。
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シンガポ「ル市内観光プラン
シンガポールをぐるっと観光！うれしい選べるランチ付き！

スケジュール 

1 �1 �10＝00予定裾同党ケシンガポールへ。15：35予定シンガポール着後、ホテルへ。 
【シンガポール泊I□薗□ 

2 �2 �終日　　自由行動　　　　　　　　≡l 

】0シンガポール市内観光フラン・‘tli・・ 

l◎孟蒜詔あ ��スタジオ・シンガポールTMと　岩‖・・■．‖ クへご案内（食事なし）l 
沼 ※ � �ご自身にてとなります。詳しくはガイドよりご案内します。… 

lシンガポール泊】宮口□く観光①付＞囲画□ 

3 �終日　自由行動　　　　　　　【シンガポール泊】国□□ 

3 �4 � 

るチェックアウト（A／B／C） 

行抽フランt ���合わせてチェックアウトも甜み次第！ 

基本のチェックアウト（1ト12：00憤）⑳ 

チェックアウトを �8：ODまで延長⑳ 

〇一チェックアウトを空港への出発時聞く2ト22‥00）まで砥畏 

◎と◎は追加料金がかかります。詳しくは料金表をご確認ください。 

夜　　空雇へ。　　　　　　　　　　　【機中剃塵ロロ 

4 �5 �01：85予定シンガポール発ケ08：00予定福岡着。解散。囲ロロ 

■日本発着時利用航空会社／シンガポール航空　■出発日／毎日出発　■添乗員／同行しませんが、

現地係員がお世話いたします。■食事／く4日間〉朝食2回、昼食0匝】、夕食0回く5日間〉朝食3回、

昼食0回、夕食0回※シンガポール市内観光付きプランは昼食1匝】増えます。■最少催行人員／1名
（①シンガポール市内観光プラン②ユニバーサル・スタジオ・シンガポールを選択の場合は2名）

8：30頃 ��アラブストリート＆ ���� � �ガーデンズ・パイ・ ザ・ベイ（静電） � �マリーナベイ（散策） 

轡脾タン琶スクを観光 ����� �� � 

】■■a■i－1■」■J■ �������� 

麹 ������－I：■■■■■■■■■■■■■■■ 』■■■闇 
l 

リ 船 貴 くし、 �八一ボート（牢鱒） 上からの－ �����◎買蒜箭竺昭済 繍鰐覇河［ 

飲茶料理　′感触　イタリアン ヰI ＼二二だノー　　（罷岩垂）… ������ � �‥′ニぎ啓二享至車 

1 �：00～15：00頃 ��� �� �　へ十十十 は∴ ���ーす．′■岬・・．1 二1－1－ 

－ 王 �発きfJ舶こ斬　．．＝ノー 之はホテルへ ���������叫∴予㍉一書P影 〉∴墜皇 

ユニバーサルスタジオ・シンガポー「ルMと

水陸両用車ダックへご案内／（食事なし）
900塀ホテル出発。混載パスにてマリーナ地区へ。マリーナ地区より水陸両用車に乗車（約1時乱ドライバー
のみになります）。その後、パスに乗り換えセントーサ鳥へ。ユニバーサル・スタジオ・シンガポール㍗の入場券で
アトラクションは乗り放超！ご自由にお楽しみ下さい。※ユニバーサル・スタジオまではガイドがご案内します。

※航空機・現地等の事情によりスケジュール等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。
㍍選べるチェックアウトプランについて、ホテルからの特矧こより、基本のチェックアウト時間が異なります。詳しくは各ホテルの欄をご覧下さい。

鮎当惑疋ス且（杢型攣更タック）廻

12ページ内MAP③壬

コンラツドセンテニアルシンガポール
（クラシックルーム）

客室は広々として明るくシンプルな造りでゆったりした雰囲
気。バスルームも広々していてアメニティも充実。設備やサー
ビスが整っているので快適にくつろげます。

血‾〉【W‾γ脚1ロビーも客室もシックな雰囲気。

人気の「オリエンタル・スパ」
もあります。※トリプル不可

1軌に」竃＿とこ∴
！サービス　　　　！

◆賢昔茫忍・つ●二
】

■＜プラン＞シンガポール4・5日間　出発日カレンダー

豆∴二‾三．‾軒∴痛‾三・一，▼＿．▼．．．：三二二二PJ聖二．ゝ＿＿＿＿エ

フラトン・シンガポール
（コートヤードりレ・劇ム）

；三童一三≡…責苧≡；T二二、

シンガポール4・5日間旅行代金表　　一一粟苛澤聖賢誓㌦・　　■■・・二■一一‾∴一・＝一一・乙‾‾一一一■；－ノ‾■■二・三・■一・一、■二一一一一二一・一一7－： ������������■　‾　幣 � �鵜 � 

大人お1人／単位：円／シンガポール市内観光なし／基本のチェックアウトAの場合　子供代金‥10．000円引き、幼児代金（航空席、ベッドを利用しない2昆未満のお子様）＝20．000円 ������������1人部屋 追加代金 �チェックアウ柑 （18時まで） 追加代金 �チェックアウトC （出発雇で） 追加代金 �廷泊代金 （朝食付） 

ホテル �コースコード �日数 �A ���B �C �D �E �F �G 

コンラツドセンチ二アル シンガポール �SS4PCX �4 �118，800 ���129，800 �135，800 �144，800 �159，800 �207，800 �217，800 �36，000 �9，000 �18，000 �18，000 

SS5PCX �5 �136，800 ���147，800 �153，800 �162，800 �177，800 �225，800 �235，800 �54，000 

マンダリン・ オリエンタル �SS4POX �4 �126，800 ���137，800 �143，800 �152，800 �167，800 �215，800 �225，800 �42，000 �10，500 �21，000 �21，000 

SS5POX �5 �147，800 ���158，800 �164，800 �173，800 �188，800 �236，800 �246，800 �63，000 

プラトン・ シンガポール �SS4PFC �4 �128，800 ���139，800 �145，800 �154，800 �173，800 �219，800 �229，800 �42，000 �10，500 �21，000 �21，000 

SS5PFC �5 �149，800 ���160，800 �166，800 �175，800 �194，800 �240，800 �250，800 �63，000 

ご案内・ご注意 �� �※上 ※上 掛延 �己旅行代金 己旅行代金 � �ま空漕諸税を含みません。シンガポール空港諸税（2．800円）と福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）は日本出発前にお申し込み店にてお払い下さLl。 ま燃料サーチャージを含みます。 
泊金及びチェックアウトB／C追加料金は1部屋2／3名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矧こなります。 
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●ホテル施設・宿泊サービス・特典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7月10日現在のものです。
●上記ホテルの各種スポーツアクティビティ・スパなどは情報提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●裏表紙のHご案内とご注意一欄を必ずお読み下さい。
※お部屋の「アップグレードプラン」をご利用される場合、基本のお部屋のチェックアウト追加料金に加え、18時まで利用する場合は「グレードアップ」追加代金の半顔、出発まで利用する場合は「グレードアップ」
迫力ロ料金の1泊分が必要です。1人部屋利用の場合は倍鮫必要です。


