
　※延泊プラン、帰国日延長プラン、ペア・仲良しシート

　　プラン、トリプル割引、ビジネスクラスプランの設定は

　　ありません。

関空発 2019年 4/27 ▶ 5/2出発

5
日

＜てんこ盛りコース＞

ご利用ホテル

　●スーペリアルーム

オーチャード

ヨークホテルエリア

Ａクラス

全コース燃油サーチャージ込み！

※航空会社による関係国政府の

許認可の取得等を条件とします。

㊟1：「ガーデンビュー」はガーデンズ・バイ・ザ・ベイが窓側から視界のかなりの部分を占め、

　　　その景観を特色づけている部屋。

㊟2：「マリーナベイビュー」はマリーナベイが、「オーシャンビュー」はシンガポールフライヤー側の

　　　海が窓側から視界のかなりの部分を占め、その景観を特色づけている部屋。

　　　但し、マリーナベイや海に沿って立地しているとは限りません。

◎入場観光 ○下車観光 △車窓観光

の場合は入場不可。

【プランのご案内】※観光・食事の順序は現地事情により変更となる場合があります。　※日本出発の14日前までにお申込みください。

※プランのみの取消・変更の場合、取消対象となるプラン代金に対して基本コースの出発日を基準として所定の取消料が必要となります。

※取消・変更の場合の取消(変更)料については裏面をご参照ください。

※ＴギャラリアｂｙＤＦＳやマリーナベイ・サンズでの解散もＯＫ。

施設名
ＯＣＢＣ

スカイウェイ

８

５

●単位／シンガポールドル

●子供／３～１２歳

※３歳未満は無料

※メンテナンスなどの休業

※途中、ＴギャラリアｂｙＤＦＳ、ラテックス枕店にご案内。

㊟1：有料施設の入場料は含まれません。ご希望の方はご自身で入場料をお支払

　　　　いの上ご利用ください。なお入場料(2019年2月現在)は右記の通りです。

㊟2：ラッフルズホテルは改装工事のため2019年8月まで全館休業です。

　　　　ご案内するギフトショップはホテル敷地外の代替施設となる予定です。

　　　　(2019年2月現在)

大人

子供

各ホテル発⇒マーライオン公園（下車）⇒シェントンウェイの高層ビル（車窓）

⇒ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ（入場）㊟1⇒チャイナタウン、スリ・マリ・アマン寺院

(車窓)⇒世界遺産・ボタニックガーデン（入場）⇒オーチャードロード（車窓）

⇒シンガポール料理のランチ⇒ラッフルズ・ギフトショップ㊟2⇒ご宿泊ホテル経由
⇒マリーナベイ・サンズまで送迎

■所要時間：08：30頃～15：30頃

■最少催行人員：２名　■昼食付き

【スケジュール】

市内の見どころへご案内！

さらにシンガポール料理のランチ付き！

※日本申込

のみ

フリーコースのみ

 関西空港発 → 直行便　（約6時間40分）

 シンガポール着

着後、現地係員とともにホテルへ。

シンガポール泊 □□機

シンガポール滞在

シンガポール泊 ■□□

シンガポール滞在

終日、フリータイム。

シンガポール泊 ■□□

早朝、現地係員とともに空港へ。

 シンガポール発 → 直行便　（約6時間40分）

 関西空港着 □機□

出発日 2019年4月27日～5月2日の毎日出発

出発除外日 出発除外日はありません。

シンガポール航空

右記をご覧ください。

　※マンダリン・オリエンタルは3名1室でのご利用はできません。

添乗員 同行しませんが、日本語を話す現地係員がお世話します。

最少催行人員

＜フリーコース＞朝３回、昼０回、夕０回

　※シンガポール市内観光プランは昼１回が追加となります。

＜てんこ盛りコース＞朝３回、昼1回、夕2回

　※Ｂプランは昼１回が追加となります。

パスポート・査証

査証 不要

2

・

3

4

5

食事（機内食を除く）

パスポート（残存有効期間） 入国時６ヶ月以上

（日本国籍の方/裏面参照）

〈ショッピングに関するご案内〉

※「てんこ盛りコース」と「シンガポール市内観光プラン」は免税店とラテックス枕店の２店の土産物店へご案

内させていただくことが条件となっています。土産物店へのご案内についての詳細は裏面「ご案内とご注意」を

ご参照ください。

5

日
　日程 食事マーク： 朝昼夕

17:25

23:05

08:30

16:10

お申込み前に「ご案内とご注意」「ご旅行条件」(裏面)を必ずお読みください。

利用航空会社（日本発着時）
　※航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします。

２名（２名様以上でお申込みください。）

利用ホテル

1

＜フリーコース＞
終日、フリータイム。

日本申込限定シンガポール市内観光プラン
追加代金不要 ※右記参照

＜てんこ盛りコース＞ 詳細は下記参照

シンガポール市内観光へ。○マーライオン公園、△シェントンウェイの高層

ビル街、◎ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、△チャイナタウン、◎ボタニックガー

デン、△オーチャードロードへ。

昼食は、シンガポール料理。

「Ｔ ギャラリア by DFS」にご案内後、ホテルへ。

夕刻、◎ナイトサファリへ。夕食はサファリ内レストランでビュッフェ。

シンガポール泊 ■■■

午前、セントーサ島へ。　Ａ・Ｂプランよりお選びください。

Ａ：ユニバーサル・スタジオ・シンガポール プラン（１日入場券付き）

Ｂ：セントーサ島内観光 プラン（◎マーライオンタワー、◎シーアクアリウム）

(Ａ：17:00頃再集合　　Ｂ：17:30頃再集合）

夜、クラークキーの「レッドハウス」でチリクラブの夕食。その後、

リバークルーズ（約30分）にご案内。

シンガポール泊　Ａ ■□■　Ｂ■■■

2

3

　子供代金（満2歳～12歳未満）

　幼児代金（満2歳未満）

※国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税

及び現地空港諸税は別途必要です。（裏面参照）

左記大人旅行代金と同額

一律20,000円

現地空港諸税目安額 約3,860円（大人・子供同額/幼児不要）

ゴールデンウィーク　シンガポール　５日
旅行代金（基本プラン/エコノミークラス席/2名1室利用/大人お1人様）単位: 円　券種: BC 群照会コード

フリーコース てんこ盛りコース 4/27
4/28～30

5/1～2
4/27

4/28～30

5/1～2

ロイヤル＠クイーンズ 部屋指定なし 5 90450890 90451040 203,900 203,900 226,900 233,900 48,000

ヨークホテル スーペリアルーム 5 90450900 90451050 216,900 217,900 240,900 248,900 72,000

リージェント クラシックルーム 5 90450910 90451060 228,900 235,900 251,900 265,900 88,000

スイスホテル プレミアルーム 5 90450920 - 239,900 239,900 － － 92,000

マリーナ・マンダリン デラックスルーム 5 90450930 90451070 239,900 247,900 262,900 278,900 104,000

デラックスルーム 5 90450940 90451080 231,900 235,900 255,900 265,900 88,000

スーペリアデラックス 5 90450950 - 237,900 239,900 － － 104,000

オーシャンビュー 5 90450960 90451090 264,900 264,900 288,900 295,900 120,000

マリーナベイビュー 5 90450970 - 288,900 288,900 － － 148,000

デラックスルーム 5 90450980 90451100 242,900 252,900 265,900 282,900 108,000

プレミアルーム 5 90450990 - 251,900 260,900 － － 116,000

部屋指定なし 5 90451000 90451110 275,900 275,900 298,900 306,900 132,000

マリーナベイビュー 5 90451010 90451120 290,900 290,900 313,900 321,900 152,000

デラックスガーデンビュー 5 90451020 90451130 322,900 316,900 345,900 346,900 188,000

プレミアガーデンビュー 5 90451030 90451140 328,900 322,900 352,900 353,900 192,000

1人部屋

追加代金

日

数ホテル
フリーコース てんこ盛りコースツアーコード

部屋カテゴリー

マンダリン・オーチャード

ザ・リッツ・カールトン

マンダリン・オリエンタル

コンラッド・センテニアル

マリーナベイ・サンズ

フリーコース：0690002204　てんこ盛りコース：0690002205

　●部屋指定なし　※現在客室の改装工事が行われています。

ブギス

ロイヤル＠クイーンズエリア

Ｃクラス

　●デラックスガーデンビュールーム　㊟1

　●プレミアガーデンビュールーム　㊟1

シティ・マリーナ

エリア

Luxクラス
マリーナベイ・サンズ

　●部屋指定なし
　●マリーナベイビュールーム　㊟2

シティ・マリーナ

ザ・リッツ・カールトン・ミレニアエリア

Luxクラス

　●デラックスルーム
　●プレミアルーム　※てんこ盛りコースは設定なし

シティ・マリーナ

コンラッド・センテニアルエリア

Exクラス

　●オーシャンビュールーム　㊟2

　●マリーナベイビュールーム　㊟2

　　※いずれも3名1室不可 ※てんこ盛りコースは設定なし

シティ・マリーナ

マンダリン・オリエンタルエリア

Luxクラス

　●デラックスルーム
　●スーペリアデラックスルーム　※てんこ盛りコースは設定なし

オーチャード

マンダリン・オーチャードエリア

Ｓクラス

　●デラックスルーム

シティ・マリーナ

マリーナ・マンダリンエリア

Exクラス

　●クラシックルーム

オーチャード

リージェント・シンガポールエリア

Exクラス

　●プレミアルーム　※てんこ盛りコースは設定なし

シティ・マリーナ

スイスホテル・ザ・スタンフォードエリア

Ｓクラス



 2019年2月発行

国際観光旅客税 1,000円 －
日本（関空） 国際線出発

国名 税名称 対象

　 ご負担になります。 　 企画旅行の条件書に定める取消料が必要です。

■当パンフレット掲載の旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。燃油サーチャージは新設、変更、廃止されることがあり 　 代金を合わせた総額に対して、本体ツアーの出発日を基準に取消料を適用します。
■「各種の観光プラン(スパ・エステ・アクティビティなども含む)」「1人部屋利用プラン(1人部屋追加代金)」は、取消対象となるプラン

●燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています） ■「延泊(減泊)プラン」「航空座席クラスアレンジプラン（ビジネスクラスなど)」を変更や取消される場合、本体ツアー旅行代金と各プラン追加

　 ※航空便の乗継ぎ地によっては目的ではない他の国の残存有効期間が求められる場合がございます。目的地において求められる残存有効 ■お1人様(または奇数人数)でご参加の場合、他の方との相部屋はお受けできません。
　 期間は満たしていても残存有効期間から６ヶ月未満のパスポートは更新することをおすすめします。 ■部屋を1人で利用される方は1人部屋追加代金が別途必要です。同行者の取消により1人利用となった場合であっても同様です。

●パスポート・査証・渡航手続きなど 場合を除き、「ツインベッドルーム」をご用意しますが、ダブルベッドルームに2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただくこと
■パスポート(旅券)･査証(ビザ)･再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国書類の作成等はお客様ご自身の責任で行って があります。ハネムーナー、ご夫婦、12歳未満のお子様等がご一緒の場合は、ホテル側が現地の習慣により、ダブルベッドルーム
　 いただきます。パスポートが有効かどうかの確認も同様です。 　 (大型ベッド1台のみ)をご用意することがあります。

ご案内とご注意 お申込み前に必ずお読みください。確定された旅行内容はご出発前にお渡しする最終日程表でご確認ください。

■当パンフレットは2019年2月1日現在の運賃、料金、各種情報を基準に発行しております。各種情報については、予告なく変更 ●宿泊
　 される場合があります。 ■2名1室利用の部屋タイプはベッド2台の「ツインベッドルーム」、又は大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」です。部屋タイプを明記した

●パスポート: 各国が定めた残存有効期間を満たすパスポートが必要です。残存有効期間は日程表条件欄に明記しています。 ■宿泊地域・ホテルにより、バスタブが無くシャワーのみのお部屋となる場合があります。その場合は日程表条件欄に明記します。

■販売店では、お客様からのご依頼により、お客様の渡航手続きの一部を代行して行います。これは、旅行契約とは別に販売店と ■3名１室(トリプル)利用は、2人部屋にさらに簡易ベッド1台を入れるため、非常に手狭です(特に明記したトリプル専用ルームは除く)。
●査証: 各国が求める査証取得が必要です。査証要否は日程表条件欄に明記しています。  　1名1室利用は特に記載した場合を除き、ベッド1台のシングルルームをご利用いただきますので手狭になります。

■パスポート、査証等の条件は日本国籍の方が当パンフレット掲載コースにご参加される場合に適用されるものです。日本国籍 クラス表で明記しています。トリプル利用ができないツアー以外にも、簡易ベッドの利用状況によりトリプル利用をお受けできない
　 以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務所にお問い合わせください。  　ことがあります。

　 お客様との間で渡航手続代行契約を締結していただきます。また、販売店所定の渡航手続代行料金が必要です。 一般的に簡易ベッドは夜遅くに搬入されます。トリプル利用ができないツアー、ホテル、部屋タイプもあります。各日程表条件欄、ホテル

込みの際に販売店にご確認ください。「外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)」、「外務省領事サービス ●＜マリーナベイビュー＞はマリーナベイが 、＜オーシャンビュー＞はシンガポールフライヤー側の海が、＜ガーデンビュー＞はガーデンズ・バイ・ザ・
センター＜海外安全担当＞ (TEL: 03-5501-8162/受付時間: 外務省閉庁時を除く 09:00～17:00)」でもご確認いただけます。  　ベイが窓側から視界のかなりの部分を占め、その景観を特色付けている部屋となります。但し、これらに沿って立地しているとは限りません。

　 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp/)」でご確認ください。 ■ホテル情報欄のホテル施設、客室設備、レストラン等はホテル側の都合により変更となる場合があります。客室の広さを表示している場合は

■旅行目的地の危険情報、衛生情報の入手方法 ■部屋からの眺望を選択できるツアーを除き、眺望のご希望はお受けいたしかねます。
渡航先(国又は地域)によっては「外務省海外危険情報」等、国･地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申 ■部屋からの眺望の基準は次の通りです。

　 外務省WEBサイト「たびレジ」に登録すると旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わる情報がメールなどの方法で提供されます。詳しく 　 ベランダを含むものです。無線LANの情報を記載している場合はインターネット回線使用に関するものです。スマートフォンの利用時等回線接
　 は、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/でご確認ください。 　 続方法によっては、お客様の契約されている携帯会社(プロバイダー)との間にバケット料金や国際ローミング料金等が発生することがあります。
●お申込み・各種手配・ツアー実施など 　 また有料サイト閲覧等の料金は別途必要です。パソコンやスマートフォン等の機器のご用意、接続はお客様ご自身で行っていただきます。
■未成年者が親権者の同行なくご参加の場合、親権者の参加同意書を提出いただきます。各国、地域の法律やホテルの営業規則 ■「ホテルからのおもてなし」は現地滞在中にホテルから提供されるサービスです。ホテルの都合で予告なく変更、中止される場合が

 　提出があっても、申し込みはお受けできません。 利用を希望されない場合の返金もできかねます。特に明記のない限り、ベッド利用の大人・子供代金でのご参加の方がサービス
■18歳以下の方のみでのご参加はお受けできません。 　 対象になります。

等によって、未成年者(各国の法により年齢は異なります)のみの宿泊を禁じていることがあります。この場合、参加同意書の あります。提供がない場合は、現地で、現地係員またはホテルフロントにお申し出ください。帰国後の提供や返金はできかねます。

●シンガポールでは各ホテルの独自の規定により、２１歳未満の方のみ、ないしは１８歳未満の方のみでの宿泊はお受けできません。 ■ホテル名称に付記したクラス名称はＬＵＸ、ＥＸ、Ｓ、Ａ、Ｂ、ＣでＬＵＸが最上位で次がＥＸ→Ｓ→Ａ・・・Ｃのクラス序列です。当社
　 従いまして、１部屋につき、１名は２１歳以上又は１８歳以上である必要があります。 　 は各国が発行するホテル資料、お客様及び添乗員のアンケートを参考に各ホテルを調査し、独自のクラスに区分しています。クラス評価は全

●旅行代金 ■お客様の責任において十分注意し、ご購入ください。商品の確認、レシートの受け取りをお忘れなく。当社は商品の交換、返品等のお手伝
■2名1室利用の大人お1人様の代金です(特に記載した場合を除く)。掲載旅行代金は当パンフレットに掲載した出発日(期間)に 　 いはいたしかねます。

■当ツア－で使用する航空機の運賃規則上、宿泊ホテルを使用することが条件となっており、指定のホテルに宿泊されることが参加 　 世界における絶対評価ではありません。各都市（地区）における相対評価です。
 　資格となっております。 ●ショッピング

■現地空港諸税、日本の空港施設使用料、旅客保安サービス料、国際観光旅客税は含みません。別途お支払いが必要です。 ■お客様の便宜を図るため、観光・送迎中に土産物店にご案内することがあります。その場合は、各日程表条件欄で土産物店の
　 限り有効です。 ■ワシントン条約又は国内諸法令によって、日本への持ち込みが禁止されている品物がございます。

日の年齢に適用します。幼児代金は以下の内容は含まれず、航空座席、ベッ ド、地上各サービス(食事、送迎及び観光の際の車の座席 ではありません。土産物店にご案内できない場合は、旅程保証の変更補償金の支払い対象となりません(特定の土産物店への
■大人以外の代金設定は子供代金(2歳以上12歳未満)、幼児代金(0歳、1歳)です。特に明記した場合を除き、往路の国際線搭乗 立ち寄り回数を表示します(休憩場所、レストラン、観光施設に併設されたものは除く)。尚、これは入店や購入を強制するもの

■パンフレット作成基準日時点で徴収が行われている宿泊税は含んでおりますが、それ以降に宿泊税が新設された場合はお客様の の一部となります。プラン単独のお申込みはお受けいたしかねます。取消の際は、本体ツアーの出発日を基準とした当社募集型

　 など)は大人と一緒にご利用いただきます。  　入店を目的としたツアーを除く)。
■当パンフレット掲載のツアーで使用する航空運賃は、航空会社の運賃規則上、往復の航空便をご利用いただくことが条件となっている ●追加プラン

ため、片道のみご利用される場合は航空会社からの正規運賃の請求に基づき、正規運賃との差額分の旅行代金が増額となります。 ■本体ツアーに追加でお申込みいただける各種サービスのうち「プラン」と表示したものは、当社が企画・実施する募集型企画旅行

●空港諸税・空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税（旅行代金に含まれていません） 　 追加代金に対して、本体ツアーの出発日を基準に取消料を適用します。
　 ますが、旅行契約成立後でもそれによる旅行代金の変更はいたしません。 

■各国、地域毎の法律等によって空港税等(出入国税、空港施設使用料、税関審査料など)の支払いが渡航者個人に対し義務 ●添乗員・現地係員

【現地空港諸税、国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、国際観光旅客税】 の際、現地オフィス又は夜間緊急連絡先に電話で連絡いただくことになります。航空機、列車等の移動時に出発地～目的地で
　 は含まれておりません。別途お支払いください。金額･支払い方法は以下をご覧ください。 への送迎、移動、チェックイン、観光、現地事情、オプショナルツアー。 フリータイム時、ホテル滞在時は同行しませんので、ご用

付けられています。当パンフレット掲載の旅行代金に現地空港諸税及び国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、国際観光旅客税 ■添乗員が同行しないツアーはご旅行を円滑に実施するため、各地の現地係員が次の案内業務を行います。空港(駅・港)・ホテル

 　シンガポールへは電子たばこ、加熱式たばこの持込が禁止されています。

●シンガポールでは「酒類規制法」により２２：３０から翌朝７：００まで公共の場における飲酒が禁止されています。違反者には罰金が
 　課せられますのでご注意ください。

税額 日本円換算目安額 ●電子たばこ・加熱式たばこの持込をを制限している国、航空会社がありますので、ご出発前に各ホームページなどでご自身でご確認ください。

※特に記載のないものは大人・子供同額、幼児は無料となります。空港諸税・空港施設使用料等は予告なく、増額、新設、廃止されることが ■現地係員は特に明記した場合を除き、日本語を話しますが日本人とは限りません。
　 あります。現地空港税はご利用便の目的地までの乗継ぎルートにより異なる場合があります。 ●その他(方面特有のご案内・ご注意)

※2019年1月25日現在 (換算レート: みずほ銀行TTS外国為替公示相場)　1シンガポールドル＝ 約81.55円  　乗継ぎがある場合は、特に明記した場合を除き、お客様ご自身で乗継ぎ手続きをしていただきます。

●日本でお支払いいただくもの (航空券に含めて日本発券時に徴収されるもので、当社が一旦立て替えをしています。)
 　お申込みの販売店にお支払いいただきます。

旅客保安サービス料 310円 －
空港施設使用料 大人: 2,730円/子供: 1,370円 －

■お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置
　 が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申出ください。

※2019年1月7日以降に出発する旅行者へ新設された国際観光旅客税は旅行代金に含まれておりません。別途お支払いが必要です。
シンガポール 旅客サービス料 国際線出発 47.3シンガポールドル 約3,860円

●特別な配慮を必要とする方のお申込みについて

※日本円でのお支払い額はご出発の31日前を目安に(遅くとも21日前までに)確定します。日本円換算レートは水曜日から火曜日
までを1週間とし、ご出発の5週間前の水曜日の航空券発券換算レートを適用します(10円未満は切り上げ)。確定後の為替変動
による追加徴収、返金はいたしません。確定後であっても空港諸税・空港施設使用料等が増額、新設、廃止された場合、お客様の

 　ご都合による変更で税額が変わる場合はそれらの適用条件に沿って改訂、ご案内し、その額をお支払いいただきます。

　 当該臨時便をご利用いただくことがあります。最終日程表で再度ご確認ください。 

●移動時（航空機及びその他の交通機関）
■航空スケジュールは、パンフレット作成時点の各航空会社の予定です。航空会社の都合により、便の出発・到着時刻、便名、

■空港～ホテル間の送迎及び観光時は、他のツアーのお客様(他社のお客様を含む)とご一緒になることがあります。その場合、空港
到着時、ホテル送迎・出発時に他のお客様をお待ちいただくことがあります(専用車利用など特に明記したツアーは除く)。車種はセダン、
ワゴン、ミニバス、バスを使用し、ツアーの参加人数によって異なります(バス以外の場合、ガイドがドライバーを兼任することがあります)。

経由・乗継ぎ地等に変更がある場合もございます。直行便が乗継ぎ便に変更されることもあります。臨時便が運航される場合、

■現地空港⇔ホテル間の送迎サービスを含むツアーにご参加の場合、お客様のご都合により送迎サービスをご利用されない場合は、お申込み
　 時にその旨をお取扱店にお知らせください。なお、往路の送迎サービスを利用せず、復路の送迎サービスのみをご利用することは、通常、現地
　 到着時にさせていただいている現地係員からご案内(復路の集合時刻、場所などのご案内)が差し上げられず、適切なサービスのご提供がで
　 きない恐れがありますので、原則としてお断りさせていただいております。但し、復路の集合時刻、場所のご確認をお客様ご自身で現地旅行
　 会社に電話でお問い合わせいただくことを条件に、お受けすることがございます。

旅 行 企 画 ・ 実 施 お申込み・お問い合わせは

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者にお尋ねください。

 西日本海外旅行統括部
〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル 24階

観光庁長官登録旅行業第2号 一般社団法人日本旅行業協会正会員

受託販売

マ西事 19-117

【日程表の見方】

 ●時間帯の目安:

※日程表記載の発着時刻、時間帯は予定です。季節、天候、曜日、ホテル立地等の現地事情や航空便のスケジュールよって前後することがあり

ます。　※ホテルの出発時刻等、詳細スケジュールは現地でご案内します。

 ●交通機関マーク:  →＝航空機　 ●食事マーク:  朝＝朝食、昼＝昼食、夕＝夕食、名＝名物料理、機＝機内食、□＝食事なし

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04:00 06:00 08:00 12:00 17:00 19:00 23:00 04:00

販売店の方へ

プラン・オプショナルツアーの照会・予約操作方法　 素：素材種別　詳：素材種別詳細

手配メッセージ 海外予約台帳→予約関連の操作→手配メッセージの登録参照
見積り＆リクエスト 海外予約台帳→行程の操作→見積り＆リクエスト→手配依頼

照会：海外ツアー 詳細画面→追加商品参照→追加可能商品一覧→（利用日/ 素材種別/素材種別詳細を設定）→検索→表示

　　　　（在庫を調べる場合）当該項目を選択し、予約可能数をクリック

予約：海外予約台帳→行程の 操作→オプシ ョンまたはプラ ンを追加する→追加可能商品一覧→（利用日/素材種別/素材種別詳細を
　　　　設定）→検索→予約


