
□ 燃油サーチャージは旅行代金に含まれています
□ 4年連続 航空会社ランキング堂々1位！
　往復直行便 シンガポール航空利用
□ ANAを始めスターアライアンス系列航空会社の
　マイレージも貯まる！
　（積算率は各航空会社にお問合わせ下さい）
□ 安心の緊急時日本語対応24時間電話サポート
□ 延泊や深夜帰国便も追加料金でご用意しました

さくっとシンガポール3日間さくっとシンガポール3日間
フライト&ホテルのパターンメイドツアーでお得に旅する！

□ 燃油サーチャージは旅行代金に含まれています
□ 4年連続 航空会社ランキング堂々1位！
　往復直行便 シンガポール航空利用
□ ANAを始めスターアライアンス系列航空会社の
　マイレージも貯まる！
　（積算率は各航空会社にお問合わせ下さい）
□ 安心の緊急時日本語対応24時間電話サポート
□ 延泊や深夜帰国便も追加料金でご用意しました

ゆったり帰国便追加料金

シンガポール航空636便 22:45→06:45(翌日/羽田空港着)

シンガポール航空638便 23:55→08:00(翌日/成田空港着)

@¥6,000
@¥6,000

下記料金で帰国便を便利な夜行便をご利用頂けます

ホテル指定料金

エコノミークラス

エコノミークラス

スタンダードクラス
スーペリアクラス

デラックスクラス

@¥4,000

@¥4,500 @¥5,000 お問い合わせ下さい

@¥5,000 @¥6,500 お問い合わせ下さい

@¥7,000 @¥7,000 お問い合わせ下さい

@¥12,000 @¥13,000 お問い合わせ下さい

スタンダード @¥5,000

スーペリア @¥6,000

デラックス @¥7,000

下記料金でホテルをご指定頂けます

POINT








ツアー代金

ツアー期間 追加料金
日  月  火  水  木  金  土
 9/25  9/26  9/27  9/28  9/29  9/30  10/1

 2    3   4  5  6  7  8

 9  10   11  12  13   14   15 

  16  17  18  19  20  21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

- - - A C C C

- C B B C C C

C C B B C C C

C C B B C C C

C B

C B A C - - -

［朝食付 2・3名1室ご利用時のお1人様料金］

ホテル名ホテルクラス A B C

@¥39,800 @¥49,800 @¥59,800

@¥42,000 @¥52,000 @¥62,000

・ホテルロイヤル シンガポール

・クオリティホテル マーロウ

・アクイーンホテル ジャランバサール

エコノミー
2名様1室

3名様1室

@¥42,000 @¥52,000 @¥62,000

@¥44,000 @¥54,000 @¥64,000

・デイズホテル シンガポール

・イビス スタイル マックファーソン

・アクイーンホテル パヤレバー

スタンダード

@¥44,800 @¥54,800 @¥64,800

@¥47,000 @¥57,000 @¥67,000

・ラマダホテル シンガポール

・スタジオM ホテル

・ホテルロイヤル@クイーンズ

スーペリア

@¥56,000 @¥64,800 @¥69,800

@¥57,000 @¥67,000 @¥72,000

・マリーナマンダリン

・ウェステイン シンガポール

・フラトン ホテル

デラックス

［2016年9月～10月］

旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)について
この旅行は、株式会社オーバーシーズトラベル(東京都中央区銀座3ー7－
16観光庁長官登録旅行業第366号、以下当社という。)が企画・募集し実
施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といい
ます。)を締結することになります。

1.旅行のお申し込み
当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、下記のお申込金(3万～旅
行代金全額)を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または
取消料・違約料のそれぞれ一部として取扱います。

旅行代金が30万円以上 お1人様　60,000円

旅行代金が15万円以上30万円未満 お1人様　40,000円

旅行代金が15万円未満 お1人様　30,000円

2.旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが締結の承諾をし、1-(1)の申込金を受理した時に成
立します。具体的には次によるものとします。
(1)店頭販売又は、訪問販売の場合は、当社らが申込金を受理したとき。
(2)郵送又はファクシミリでお申し込みの場合は、当社らが旅行契約の締
結を承諾する旨の通知を発したとき。

3.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあた
る日より前に全額お支払いいただきます。

4.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃(交通機関
により等級が異なります。また、この運賃には、運送機関の課す付加運賃・
料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条
件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様と
します。)を含みません。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金
(3)旅行日程に明示した観光料金(バス料金、ガイド料金、入場料など)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税金・サービス料(お2人様1部屋
(ツインルーム):バスまたはシャワー付、トイレ付)

(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税金・サービス料(飲み物は含み
ません)
(6)手荷物の運搬料金(お1人様1個のスーツケース類:原則として20kg以
内)
(7)団体行動中のチップ
(8)添乗員及び医師・講師が同行する場合の諸経費
※上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても、払い戻しはい
たしません。

5.旅行代金に含まれないもの
前4項のほかは旅行代金に含まれません。(一部例示)
(1)渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料など及び渡航手続代
行料金)
(2)・20kgを超える超過手荷物運搬料金
    ・2個以上の地上手荷物運搬料金
(3)ホテルのルームメイド/ボーイ等に対するチップ・クリーニング代・電話
料・飲物代など、個人的な諸費用(税金・サービス料及びチップなどを含む)
(4)おみやげ品及び持込品にかかる関税など
(5)お客様の傷害疾病に関する医療費
(6)旅行日程に明示されていない食事の料金及び自由行動中の一部諸費
用
(7)お1人部屋を使用する場合の追加料金(コースにより異なります。ただ
し一部コース及び出発日では、お1人部屋をお受けできない場合がありま
す)
(8)希望者のみが参加する、現地におけるオプショナルツアー料金(別料
金)
(9)旅行日程中の日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(10)日本国内の空港施設使用料
(11)運送機関の課す付加運賃・料金（航空燃油サーチャージ等）
(12)日本国内における出発空港までの交通費及び宿泊費、到着空港から
の交通費及び宿泊費

6.旅行契約の解除(お客様の解除権)・払い戻し
(1)お客様は、(表1)に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつ
でも旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅
行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて、払い戻しいたし
ます。

●取消料(表1)

契約解除の日

ピーク時(4月27日～5月6日、7月20
日～8月31日、12月20日～1月7日)
に旅行開始の場合
(お1人様)

左記以外に
旅行開始の場合
(お1人様)

旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼっ
て40日目にあたる日
以降～31日目にあた
る日まで

旅行代金の10% 無料

旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼっ
て30日目にあたる日
以降～3日目にあたる
日まで

旅行代金の20%

旅行開始日の前々日
～当日 旅行代金の50%

旅行開始後または無
連絡不参加 旅行代金の100%

7.旅行保険への加入
●ご旅行中の病気や、事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行傷害保険に
加入されることを強くおすすめします。募集型企画旅行契約約款特別補償
規定には、傷害・疾病治療費の補償は含まれておりません。外国での治療費
用やご自身の責任により賠償金などはかなり高額となります。また、賠償義
務者が外国の運送・宿泊機関である場合、賠償を取り付けるのは容易では
ない場合もあり、国情によっては賠償額が非常に低いこともあります。
●ご旅行中に、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの特殊な運動を
予定されているお客様、またはレンタカーをご利用になるお客様は、旅行
傷害保険をお申し込みの際、必ずその旨をお申し出ください。事前に各特

約保険に加入されることをおすすめします。

8.募集型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は当社ホームページ（http://www.sia-holidays.jp）から
もご覧になれます。

■本パンフレット記載の旅行代金及び日程・その他の諸条件は、
2016年8月1日現在の有効な公示航空運賃、各種交通機関等の
運賃や料金、内容を前提としております。新たな運賃改訂ならび
にスケジュール変更その他の事由により、旅行代金及び日程が変
更になる場合がありますので、予めご了承ください。

トレードウインズはシンガポール航空のグループ会社です

http://www.sia-holidays.jpホームページアドレス
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

支援システム会員

観光庁長官登録旅行業第366号　JATA正会員
旅行企画・実施／お申し込み・お問い合わせ

東京／東京都中央区銀座1-16-7銀座大栄ビル2F TEL : 03-3567-2245（お客様専用）
総合旅行業務取扱管理者　前野幹夫

ご旅行条件（要旨）　お申し込みの際は別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり、ご確認の上お申し込みください

２名様より
お申し込みOK! 先着60名様威南記海南鶏飯　日本上陸1周年特別旅行パック

2016年9月～10月 羽田発
シンガポール3日間　お1人様（2名1室）

39,800円～72,000円

2名様1室

3名様1室

2名様1室

3名様1室

2名様1室

3名様1室

延泊料金
延泊代金 ２名さま１室 3名さま１室 1人部屋追加代金

シンガポール
政府観光局
公式ガイドブック

シンガポールの
最新情報満載！

日本・シンガポール
外交関係樹立
50周年記念
クーポン券付!

シンガポール空港で旅行するとこんなにお得！

20箇所の
アトラクションが
ぜ～んぶ使えて

シンガポール・エクスプローラー・パス

１日6,600円より。１日6,600円より。

●出発日：２０１6年9月～２０１6年10月　●利用航空会社：シンガポール航空　●食事：シンガポール2泊の場合：朝食2回、昼0回、  
夕0回（機内食は除く）　●最少催行人員：2名様より（ツアーへのお申し込みは２名様以上となります）　●添乗員：同行しませんが、現
地係員（日本語対応※SIAホリデイズカウンターのみ英語対応）がお世話いたします。　※延泊の場合、4～10日間は終日自由行動が追
加となります。※旅行代金の他に羽田空港使用料（大人2,670円/子供1,380円）とシンガポール空港使用税（約2,650円）が別途必要
です。ご出発前に旅行代金と共にお支払いください（2016年8月現在）

日次

17:10 羽田発、シンガポール航空にてシンガポールへ
23:05 到着後、日本語ガイドがお出迎え
 その後SIAホリデイズカウンターにて往復送迎のチェックイン完了後、ホテルへ

（シンガポール泊）

1

2

3

シンガポール３日間　スケジュール

朝 ----- ホテルにて朝食
終日 --- 自由行動～ホップオンバス１日券をご活用ください～
 （追加代金にてシンガポール エクスプローラーパスをご利用いただけます※下記参照）

（シンガポール泊）

朝 ----- ホテルにて朝食
午前 --- ホテル発、空港へ
13:55  シンガポール発、シンガポール航空にてシンガポールへ
21:50 羽田着


