
  

日

次 

都市 時間 
プチプラ！ シンガポール３日間 

スケジュール 

1 福岡 

シンガポール 

10:00頃 

15:25頃 

 

 

シンガポール航空にてシンガポールへ 

到着後、ガイドとともにホテルへ。  

    夕：×   

      ＜シンガポール 泊＞ 

2 

 

シンガポール  

 

 

 

 

 

ホテルにて朝食。 
出発までフリータイム。 
※お部屋は午前中でチェックアウトとなります。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

夜、ガイドとともに空港へご案内。  
 

朝：○  昼：×  夕：× 
 

 ＜機内 泊＞ 

3 シンガポール 

福岡 

01:20頃 

08:35頃 

シンガポール航空にて福岡へ 
福岡帰着 

朝：機内       

 ☆利用航空会社： シンガポール航空 

 ☆空港税が別途必要となります。 

 ＜970円／福岡空港税・約2,800円／シンガポール空港税 

   25,060円／航空保険料および燃油サーチャージ  3月1日現在> 

 ☆食事は 朝：1回 昼：0回 夕：0回 （3日間） 

  ☆最少催行人員：2名  

 ☆観光・送迎は他のお客様と一緒になる場合があります。 

 ☆添乗員は同行いたしませんが、現地係員がご案内します。  

２０１４年４月～６月 福岡発着 

プチプラ！シンガポール3日間／エコノミークラスホテル（２・３名１室利用） 

  ※燃油サーチャージはご旅行代金に含まれておりません。 

★半日観光追加プラン★ 

ホテルにて朝食後、 

ﾀﾝｼﾞｮﾝﾊﾟｶﾞｰのｼｮｯﾌﾟﾊｳｽ⇒ﾗｯﾌﾙｽﾞ卿上陸地点⇒ 

ﾏｰﾗｲｵﾝ公園⇒ﾏﾘｰﾅﾍﾞｲｻﾝｽﾞ自由散策⇒ 

ｴｽﾌﾟﾗﾈｰﾄﾞ/車窓 へご案内します。 

昼食はフードトレイルにて屋台料理を 

お楽しみください。 

その後、免税店にて解散になります。 

     （\4,000追加/お一人様あたり） 

 利用予定ホテルのご案内 

各クラスともホテルの指定はお受けできません 

✿エコノミークラス 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾝﾄﾗﾙ・ﾌｫｰﾄｶﾆﾝｸﾞﾛｯｼﾞ・ 

ｻﾏｰﾋﾞｭｰ・ｲﾋﾞｽｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｵﾝﾍﾞﾝｸｰﾚﾝ・ 

ﾘﾝｸﾎﾃﾙ・ﾛｲﾔﾙ・ｸｵﾘﾃｨ・ｲﾋﾞｽﾉﾍﾞﾅ・ 

Vﾎﾃﾙ・ｼｰｹｱﾎﾃﾙ・ﾃﾞｲｽﾞﾎﾃﾙ  など 

✿スタンダードクラス 

ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ･ ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄ・  
ﾍﾟﾆﾝｼｭﾗｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ･ ﾛｲﾔﾙ@ｸｲｰﾝｽﾞ ･ ﾍﾞｲﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ  
ﾎﾘﾃﾞｨｲﾝｱﾄﾘｳﾑ ･ ﾐﾗﾏｰ ･ ﾊﾟｰｸﾛｲﾔﾙｵﾝﾋﾞｰﾁﾛｰﾄﾞ  
ﾊﾟｰｸﾛｲﾔﾙｵﾝｷﾁｪﾅｰﾛｰﾄﾞ ･  ｱﾙﾊﾞｰﾄｺｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ  
ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾎﾃﾙﾌﾞｷﾞｽ・ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ  

ﾗﾏﾀﾞｱｯﾄｿﾞﾝｼｬﾝﾊﾟｰｸ      など 

✿スーペリアクラス 
ﾎﾘﾃﾞｨｲﾝｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｵｰﾁｬｰﾄﾞ ･ ﾄﾚｰﾀﾞｰｽ ・ﾄﾞｰｾｯﾄ   
ｵｰﾁｬｰﾄﾞﾊﾟﾚｰﾄﾞ ･ ｺﾝｺﾙﾄﾞ ･ ﾖｰｸ ･ ｵｱｼｱ 
ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾗｻﾞｵﾝｽｺｯﾂ ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟｰｸﾎﾃﾙｼﾃｨﾎｰﾙ  
ｶｰﾙﾄﾝ ･ ｻﾞｷﾞｬﾗﾘｰ ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾌﾟｿｰﾝｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ  
ﾉﾎﾞﾃﾙｸﾗｰｸｷｰ ・ｽｲｽﾎﾃﾙﾏｰﾁｬﾝﾄｺｰﾄ  ･ ｵｰｷｯﾄﾞ 
ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙｸﾗｰｸｷｰ ･ ﾊﾟｰｸﾚｼﾞｽ  ･ ﾌﾗﾏﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ  
ｴﾑ ･ ｱﾏﾗ ･ ﾌﾗﾏｼﾃｨｾﾝﾀｰ ・ﾗﾝﾃﾞﾌﾞｰ     など 

✿デラックスクラス 

ﾊﾟｰｸﾛｲﾔﾙｵﾝﾋﾟｯｶﾘﾝｸﾞ ･ ﾘｰｼﾞｪﾝﾄ ･ ｼｪﾗﾄﾝﾀﾜｰｽﾞ  
ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵｰﾁｬｰﾄﾞ ･ ﾋﾙﾄﾝ ･ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸｵｰﾁｬｰﾄﾞ  
ﾏﾘｵｯﾄ ･ﾏﾘｰﾅﾏﾝﾀﾞﾘﾝ ･ ｺﾝﾗｯﾄﾞｾﾝﾃﾆｱﾙ   
ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ･ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾘｴﾝﾀﾙ   
ﾌｪｱﾓﾝﾄｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ･ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ ・ ｶｰﾙﾄﾝｼﾃｨ  
ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾁｬｰﾄﾞ     など 

★ご参加の皆様全員に 

【シンガポール航空】特製のガイド

ブックをプレゼントします。シンガ

ポールをお得に楽しむ為の情報が満

載です。チャンギ空港の情報も掲載

されていますので、搭乗までのひと

時もお楽しみいただけます。 



《企画･募集旅行契約》                                  
この旅行は、株式会社ツアーコラボ（福岡県福岡市中央区天神4-1-17 博多天神ﾋﾞﾙ7F､観光                       

庁長官登録旅行業第1814号､以下「当社」といいます）が企画・実施する旅行で、当社と募集 

型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。 

旅行契約の内容・条件は、この旅行条件書によるほか、別途お渡しする確定書面（最終日程表） 

および当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。 
《お申込み方法》 
●お申込の際には予約申込書に下記の申込金を添えてお申し込み頂きます。お申し込み金 

は総経費をお支払いの際にその一部として繰り込まれます。 

●旅行代金は出発の3週間前までに全額お支払い頂きます。 

 
《旅行代金に含まれるもの》 
●旅行日程に明示した航空、送迎バス、船舶、鉄道等運送機関の運賃。 

(コースにより等級が異なります) 
●観光料金/バス料金・ガイド料金・入場料など。 

●宿泊料金/原則として2人部屋に2人の宿泊で、バスまたはシャワー付。 

●食事料金/旅行日程に明示されている食事料金 

●地上手荷物運搬料金/現地での地上手配における1人につき一個の手荷物運搬料金 

●各地における団体行動の税、サービス料、チップ。 
《旅行代金に含まれないもの》 
●福岡国際空港施設使用料。(大人945円、子供472円) 

●渡航手続費用/旅券印紙代、査証量、包括手数料など。 

●超過手荷物料金/(ゴルフ用具等は別途定められた航空手荷物規則によります。) 

●クリーニング代、電報･電話料、飲物代、記念写真代、その他個人的な諸費用とそれにかかる税 

金･サービス料、チップ。 

●おみやげ品および持込品にかかる関税など。 

●お客様の傷害、疾病に関する医療費、入院費および海外旅行傷害保険料。 

●旅行日程に明示されていない食事料金および自由行動中の諸費用。 

●1人部屋を使用される場合の追加料金 

●希望者のみが参加するオプショナルツアー(別料金の現地における小旅行)の代金。 
《旅行の中止》 
●パンフレット記載した最少催行人員に達しなかった時は、旅行開始の前日から起算してさかの 

ぼって23日目にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。 
《個人情報の取り扱いについて》 
●この旅行条件は、株式会社 ツアーコラボ(以下「当社」)及び右記販売店欄記載の受託旅行 

業者(以下「販売店」)は旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との 

連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用させていただく他、必要な範囲内において当該 

機関等に提供させていただきます。 

区分 申込金(お一人様) 
旅行代金が30万円以上 50,000以上旅行代金まで 
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000以上旅行代金まで 
旅行代金が15万円未満 20,000以上旅行代金まで 

《取消料》 
●お申込ののち、お客様の都合によりお取消しになる場合、すでに手続きを開始または終了し 

 ている場合は、所要実費と、お1人様につき下記の取消料を申し受けます。 

 
※「ピーク時」とは(4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7)までをいいます。 

  但し、特定期間および特定コースにつきましては、別途お渡しする条件書によります。 

☆旅行出発当日にコース変更または出発日変更をされた場合も、当該コースの取消扱いとなり、 

上記手数料を申し受けます。変更後は新たな旅行の申込み手続きが必要となりますのでご注意 

ください。 
☆旅行代金が所定の期日までに入金されず、当社がお申し込みをお断りした場合も、上記手数料を 

申し受けます。 

☆各種ローンの取扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由にもとづきお取り消しになる場合も 

上記手数料を申し受けます。 

《旅行条件・旅行代金の基準》 
●この旅行条件は2014年3月1日を基準としています。又、この旅行代金は2014年3月1日現在の有 

効なものとして公示されている運賃・規則、または2014年3月1日現在国土交通大臣に 

認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。 

なお、旅行代金の額の変更について定めた当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)第 

14条第1項から第3項の規定の適用に関しては、幅運賃であるＩＩＴ運賃(個人包括旅行運賃)ま 

たは、ＧＩＴ運賃(団体包括旅行運賃)の適用を受ける募集方企画旅行については、認められた 

「幅」の範囲内での航空運賃の増額または減額による旅行代金の額の変更は致しません。 
     海外旅行傷害保険加入のおすすめ      
●お客様が主催旅行参加中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転又はグライダー操縦、 

スカイダイビング、パラセール搭乗やハングライダー搭乗などの運転中の事故によるものであると 

きは、当社は保証金及び見舞金を支払いません。旅行傷害保険の加入をおすすめします。詳し 

くは、当社係員にご相談ください  

契約解除の日 取消料（お一人様） 
 

旅行開始日がピーク時の旅行である

場合であって、旅行開始日の前日か

ら起算してさかのぼって40日目に当た

る日まで 

旅行代金の１０％ 

（最高50,000円まで） 

 

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 
当たる日まで 

旅行代金が３０万円以上・・・50,000円 
旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・30,000円 
旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・20,000円 

旅行代金が1０万円未満・旅行代金の20％ 
旅行開始日の前々日・前日 旅行代金の30％ 
旅行開始日当日 旅行代金の50％ 
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％ 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きに 

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、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ね下さい。 

株式会社 

ツアーコラボ 

観光庁長官登録旅行業 第１８１４号 

〒８１０－０００１ 福岡県
フクオカケン

福岡市中央区天神４－１－１７  

博多天神ビル７Ｆ 

■お申込･お問い合わせは  

〖プチプラ！シンガポール３日間 旅行代金表〗（大人1名様/２・３名様１室の料金） (単位：円） 

 

 

 

 

【出発日カレンダー】 

※子供割引  ⇒ 大人と同額 
※空港税・燃油サーチャージなどは含まれません。詳細は表紙をご参照ください。 

※6月16日～20日にあたるご宿泊はお受けできません。 

2014年4月 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2B 3A 4A 5 

6B 7 8 9B 10A 11 12 

13B 14B 15 16B 17A 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 A B C D E 延泊 

追加代金/1泊 

エコノミークラス 
(ホテル指定不可) 

39,800 40,800 49,800 50,800 60,800 8,000 

スタンダードクラス 
(ホテル指定不可) 

43,800 44,800 53,800 54,800 64,800 9,000 

スーペリアクラス 
(ホテル指定不可) 

45,800 48,800 55,800 58,800 68,800 13,000 

デラックスクラス 
(ホテル指定不可) 

48,800 51,800 58,800 61,800 71,800 15,000 

一人部屋 

追加代金/1泊 

10,500 

13,000 

15,000 

19,000 

2014年5月 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5E 6E 7D 8C 9C 10C 

11 12B 13 14B 15A 16 17 

18B 19B 20B 21B 22A 23A 24 

25B 26B 27B 28B 29A 30 31 

2014年6月 

日 月 火 水 木 金 土 

1B 2B 3B 4B 5A 6 7 

8 9B 10 11B 12A 13 14A 

15 16 17 18 19 20 21 

22B 23B 24B 25B 26A 27A 28A 

29B 30B      

＊各ホテルとも“部屋指定なし”のカテゴリーとなります＊ 

いつも新しい刺激いっぱいのシンガポール。 

Yoursingapore.com 

には最新の情報が満載されています。 

シンガポール話題の新スポット River Safari 

話題の新スポットが続々とオープンするシンガポールに、アジア初で唯一の大

河をテーマにした野生動物公園がグランドオープンしました。世界有数の8つの

大河から集めた淡水魚やその地域に生息する動物たちを間近に見ることができ

ます。一例をあげると、【ミシシッピ川のワニガメやヘラチョウザメ】【アマゾン川の

マナティ】【メコン川のオオナマズ】【コンゴ川の熱帯魚】などなど。そんな中での

一番人気は、やっぱり “ジャイアントパンダ” なんですね。場所はおなじみの人

気スポット“ナイトサファリ”に隣接しており、セットで楽しむことができます。 


