2018 年12月29日出発

スケジュール【3nightsD1】
マークの説明 ●：入場観光 ◎：下車・外観観光
12/29

食事 条件

コロンボ空港にて現地係員（日本語ドライバーガイド）がお待ちしております。
車でニゴンボへ移動
ホテルチェックイン（チェックインは15：00以降となります）
《二ゴンボ泊》

朝：×
昼：×
夕：×

12/30

ホテルにて朝食
午前：ダンブッラへ移動
昼食はレストラン
世界遺産 ダンブッラ石窟寺院観光へご案内
（黄金に輝く仏像群と美しい壁画が圧巻の黄金寺院）
午後ホテルチェックイン
夕食はホテルにて
《シーギリヤまたはダンブッラ泊》

朝：ホテル
昼 ： レ ストラ
ン
夕：ホテル

12/31

ホテルにて朝食
朝：シギリヤロックへ移動
世界遺産 シギリヤロック観光
（◎シギリヤレディ壁画、◎ライオンテラス、◎王宮跡など）
昼：キャンディーへ移動（途中スパイスガーデン、バティックショップ立ち寄り
世界遺産 キャンディ市内観光
●仏陀の歯を納める仏歯寺、◎キャンディーマーケット、キャンディダンス見学
午後ホテルチェックイン 夕食はホテルにて
《キャンディ泊》

朝：ホテル
昼 ： レ ストラ
ン
夕：ホテル

1/1

ホテルにて朝食
朝：ピンナワラへ移動
午前：ピンナラワ観光
象のミルクやりや水浴び風景をご覧いただけます。●象の孤児院
昼食はレストラン
コロンボへ移動
午後：コロンボ市内観光
◎パラダイスロード、◎シーマーマラカヤ寺院、◎ゴールフェイスグリーン
◎インディペンデントSQ◎ダッチホスピタル＜ショッピング＞、
B.M.I.C.H 、古い国会議事堂、
夕食はレストラン
夕方：空港へ移動
夜帰国の路 ＊＊フライトは翌早朝着でお手配ください。

シーギリヤロックの頂上にはかつて宮殿が
あり、山の麓は堀や城壁に囲まれ、岩山
を望んで左右には高度な技術を要する
水の庭園が広がっていました。かつての宮
殿があった山頂へと連なる入り口には巨
大な岩のライオンの前足があり、当時の
繁栄振りがうかがい知れます。

朝：ホテル
昼 ： レ ストラ
ン
夕 ： レ ストラ
ン

万が一の時も安心
H.I.S.の万全サポート
現地ではH.I.S.コロンボ支店が24時
間日本語でお客様の旅を全力で
サポートします。安心して旅をお楽
しみいただけます。

紀 元 前 1 世 紀 に建
て ら れ た とさ れ る 石
窟寺院。スリランカの
中でも類をみない美
しい仏像が数多く集
められています。

スリランカ最後の王朝が築いたキャンディ。後の
英国による植民地時代に建てられたコロニアル
建築が数多く残されています。

■ ツアー料金（お1人様あたり/マレーシアリンギット建て)

出発日

ホテルグレード

■ 2歳未満 ： RM 50 (座席・ベッド・食事なし)

大人2名1室利用 子供エキストラ
子供ベッドなし 大人1名参加
(エキストラベッド）
ベッド

12/29

スタンダード

2,480

1,000

850

3,760

12/29

デラックス（4つ星）

2,540

1,060

940

4,010

12/29.

ラグジュアリー

3,380

1,190

1,150

4,850

ホ テ ル リ ス ト 一 例 （ 指 定 不 可）
都市/クラス

ネゴンボ

シギリヤ/ダンブッラ

ラグジュアリー

デラックス

スタンダード

ジェットウイングビーチ

ペガサスリーフ

ラマダカトゥナヤケ

ジェットウイングブルー

ジェットウイングシー

パームビレッジ

ジェットウイングラグーン

ゴールディサンズ

ホテルＪ

クラブホテルドルフィン

ゴールデンスタービーチ

ヘリタンスカンダラマ
ジェットイングヴィルウヤナ

ティランカリゾート＆スパ エデンガーデン
ソロッワ
カッサパライオンズロック

シナモンロッジ

シギリヤヴィレッジ

フレスコウォーターヴィラ

エレファントコリドー

ホテルシギリヤ

サウンターパラダイス

アマヤレイク

ペルベヘラビレッジ

グリーンパラダイス

アクミーホテル

スリランカ航空フライトスケジュール
UL 319クアラルンプール 09:20→コロンボ 10:25
UL 315クアラルンプール 15:00→コロンボ 16:05
UL 318コロンボ 01:00→クアラルンプール 07:20

エアアジア フライトスケジュール
AK 047クアラルンプール 20:55→コロンボ 21:55
AK 046コロンボ 22:55→クアラルンプール 05:05(翌朝

チャーウビレッジ
アリヤリゾート＆スパ
アールズリージェンシー
マハウェリリーチ

キャンディ

シナモンシタデル
グランドキャンディアン

ツリーオブライフ
デボン
ティランカリゾート（キャン
スイスレジデンス
ディ）
アマヤヒルズ
ヒルトップ
ランドーリ
クイーンズ
トルマリン
トパーズ
アールズリージェント
セナニ
ホテルスイス
エメラルドヒル

12月24日滞在が含まれる場合
ガラディナー費用が追加でかかります。
スタンダードRM 340/1名
デラックス RM 510/1名
ラグジュアリーRM 720/1名
12月31日滞在が含まれる場合
ガラディナー費用が追加でかかります
スタンダードRM 380/1名
デラックス RM 550/1名
ラグジュアリーRM 760/1名

■料金に含まれるもの ： ホテル宿泊3泊分、現地の送迎観光、日本語ドライバーズガイド1名、日程表内お食事
■料金に含まれないもの ： クアラルンプール空港への送迎、ツアー中の飲み物、航空券、ビザ申請費用（US35ドル/1名様）ご自身でインター
ネット取得 が事前に必要です。
<<ご注意>> *掲載されている写真はすべてイメージです。実際のホテルや観光地と異なる場合がございます。 *安全情報：外務省の安全情報 http;//www.pubanzen.mofa.go.jp/をご参照の上、渡航
先の安全対策に心掛けて下さい。 *航空会社のスケジュール変更や現地事情によりやむを得ず旅程が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい *ツアー・送迎は混乗です。 *客室に
関するリクエストの確約は致しかねます。（例：座席/眺望/ダブルベッド/禁煙室等の指定） *ホテルによっては客室にバスタブが付いていない場合がございます。 *ホテルのチェックインの際、クレジットカード
や現金でのデポジットを請求される場合がございます。 *ホテルによっては予告無く改修工事を行うことがあり、改修中でも通常通り営業することがございますのであらかじめご了承ください。 *客室のエキスト
ラベッドとして室内のデイベッドを使用する場合や、マットレスが搬入される場合があります。 *12歳以上の方は大人料金適用、2歳以上12歳未満の方は子供料金適用となりますが、ホテルにより子供ベッ
ドなし料金が適用とならない場合がございますのであらかじめご了承下さい。 *通常ホテルのチェックイン時間は14時～15時以降、チェックアウトは10時～12時（正午）となりますが、連休中などのピークシー
ズンはホテルの都合により上記の通りとならない場合がございますのであらかじめご了承下さい。

エイチ・アイ・エス・ブキットビンタン支店
Lot 2.6, Level 2, Ansa, Kuala Lumpur,
101, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur

Tel:

03-2148-8000

Email: yoyaku@his-world.com
http://www.histravel.com.my

営業時間： 平日 10:00～19:00
土・日 11:00～19:00

祝日：休

