朝・夕食付
陸上タイプ

北マーレ環礁

全泊リゾート

※空港からスピードボートで約 20 分
飲み物付のオールインクルーシブあ北マーレ環礁（スピードボート 50 分）

美しいラグーンと長いビーチ
が自慢のリゾート。噴水付プ
ールやレストラン、バーなど
施設も充実。※サマーアイラ
ンドは空港からスピードボー
トで 60 分、バンドスアイラン
ドリゾートはスピードボートで
約 15 分となります。どちらの
リゾートも北マーレに位置し
ており、朝・夕食付です。（到
着日の夕食はつきません）
※シャワーのみのお部屋と
なることがございます。

リゾート全泊 プール付ラグーンヴィラ お部屋は約 77 ㎡と十分な広さがありテラスには約
5.2 ㎡のプールが全室に完備されています。※お部屋にバスタブはありません。1 棟 2 室と
なり、半水上タイプのお部屋です。※到着日の夕食と出発日の昼食はつきません。
滞在中のオールインクルーシブプラン！
・朝食・昼食・夕食
・メインバー（9:00～25:00 営業）でのお飲物
（ビール・ウィスキー・ジン・ウォッカ・ラム・スピリッツ・2
種カクテル・グ ラスワイン・ミネラルウォーター・ソフトド
リンク・コーヒー・紅茶）
・ビーチでバーベキューディナー（滞在中 1 回・ラグーンプー
ルヴィラご利用の方のみ）
・イブニングフィンガーフード ・サンセットフィッシングとロ
ーカルアイランドツアー（滞在中各 1 回） ・カヌー・カヤック
などエンジンやモーターのないマリンスポーツ各種にご利用
【コード：AIPLS】

朝・夕食付（到着日の夕食は付きません）あ南マーレ環礁（スピードボート 20 分） リゾート全泊
マーレ空港からも近く、シックで落ち着いた休日を送ることができます。数あるモルディブのリゾートの中でも食事に定評があり、朝食からすべてアラカルトスタ
イルのお食事は世界のセレブにも評判です。またインド系のホテルのため、アーユルヴェーダのプログラムも充実しており（要別途追加代金）、食・スパ・サー
ビスの 3 拍子揃ったリゾートとして人気を博しています。
★ホテルからの嬉しいシアワセ★
●滞在中の朝・夕食付（到着日の夕食は含まれません）
開放的なサンデッキと
●ウエルカムドリンクとおしぼり
広い客室でゆったり滞
●シュノーケリングセット貸出【コード：BNS02/DS002】
在できます。
★ハネムーナーへの嬉しいシアワセ★
○ウェルカム・スパークリング・ワイン／フレッシュジュース
※潮の満ち引きにより
（グラスで 1 杯、滞在中 1 回）
砂上になる場合がござ
○混載サンセット・クルーズ（ご滞在中 1 回）
○24 ディグリーレストランのビーチでの夕食（ご滞在中 1 回）
います。予めご了承下
○バス・デコレーション（ご滞在中 1 回）
さい。※3 名 1 室不可で
○30 分の写真撮影と USB に 20 枚の写真を入れてプレゼント（ご滞在中 1 回）
す（大人 2 名＋ベットを
○30 分のカップル・スパ（ご滞在中 1 回）○ギフト（1 部屋 1 つ）
＜対象＞リゾート 4 泊以上 180 日以内に結婚された方 【コード：HMCPN】
使わないお子様 1 名は
※チックイン時に入籍から滞在時により 180 日以内の証明書のコピーなどが必要。※予
可） ※1 棟 2 室のヴィ
告なく変更となる場合がございます。※ご予約の際ハネムーナーの旨お申し出下さい。
ラです。

モルディブ 5・6日間
成田（9：15～10：50）発⇒（香港乗継ぎ）空路マーレへ。
①① マーレ（20：30～21：25）着。現地係員がお待ちしております。
スピードボートにてリゾートへ
②②
③③終日リゾートステイ
④マリンスポーツ等、思い思いの休日をお過ごしください

リゾートアイランド泊

朝・夕 ヘレンゲリ滞在のみ 朝・昼・夕 リゾートアイランド泊
チェックアウトは午前中です。出発まで自由行動。
午前又は午後又は夕方、リゾートスタッフと共に
④⑤ スピードボートでマーレ空港へ。
着後、空港にて現地係員がお待ちしております。
マーレ(22：20～23：25)発⇒（香港乗継ぎ)空路、帰国の途へ 朝 機中泊
⑤⑥成田（14：40～15：15）着 着後、解散となります。

＜ご旅行条件＞日本発着時利用航空会社：キャセイパシフィック航空 ●利用ホテル：基本ホテル：サマーアイランド
（ガーデンルームまたはスーペリアルーム）または、パラダイス・アイランド・リゾート＆スパ（スーペリアビーチバンガロ
ー）または、バンドスアイランドリゾート＆スパ（スタンダードルーム）のいずれか（選択不可） （アレンジプラン） オーブ
ル―アットヘレンゲリ（プール付ラグーンヴィラ） タージエキゾティカ・リゾート＆スパモルディブ（ラグーンヴィラ） ●食
事：基本ホテル、タージエキゾティカ利用時：【5 日間】朝 3 昼 0 夕 2、【6 日間】朝 4 昼 0 夕 3、（到着日の夕食は含まれ
ません）オーブル―・アット・ヘレンゲリ利用時【5 日間】朝 3 昼 2 夕 2、【6 日間】朝 4 昼 3 夕 3、（到着日の夕食、出発日
の昼食は含まれません）、●添乗員：なし。現地係員●最少催行人数：2 名 ●減延泊不可 ●成田空港施設使用料・
空港保安料及び海外空港諸税が別途必要です。●子供割引：なし。※幼児代金（２歳未満のお子様で航空機座席・ベ
ッドを利用しない場合）：89,000 円（燃油チャージについては下記★印部分参照） ※左記フライトスケジュールは 2015
年 12 月 15 日現在のものです。※掲載商品のお申し込み有効期限は 2016 年 2 月 2 日～2016 年 2 月 29 日となります。
掲載商品は H.I.S.東日本店舗での販売となります。ご予約はお 1 人様(1 グループ)につき 1 店舗のみとさせていただき
ます。複数店舗へのご予約はご遠慮下さい。掲載商品は適用期間内でも満席に達し次第販売終了となります。また、適
用期間内に満席に達しない場合は、適用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。★（注）旅行代金には燃油サー
チャージが含まれています。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減、又は廃止があった際も旅行代金の変更は
ございません。また、為替レートの変動による過不足については追加徴収またはご返金はいたしません。尚、旅行代金の他に成
田空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要です。※その他詳細は、チャオ「モルディブ」パンフレット
最新号に準じます。但し、掲載以外の特典・アレンジなどは全て対象外となります。※日本国籍ビザ（査証）なし渡航条
件：パスポート有効残存期限 滞在日数以上。※入国時 30 日間有効の観光ビザが無料で発行されます。 ※現地連
絡先・電話番号は最終日程表にてご案内致します。

旅行条件書 (要旨)
１ 募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、
お客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行
契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお
渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

２ 旅行のお申込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みい
ただきます。電話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日か
ら起算して３日以内に申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社
が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

旅行代金の額
３０万円以上
１５万円以上３０万円未満
１５万円未満

申込金（お１人様）
６０，０００円 以上旅行代金まで
３０，０００円 以上旅行代金まで
２０，０００円 以上旅行代金まで

３ 取消料
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解
除出来ます。

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第 724 号

〒１６３-６０２９ 東京都新宿区西新宿 6-8-1
住友不動産新宿オークタワー28 階
日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う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、総
合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。
旅行契約の取消日

特定日に

特定日以外に

旅行開始日の前日から起算して

開始する旅行

開始する旅行

４０日前～３１日以前
３０日前以降～３日前以前
２日前～旅行開始日

旅行代金の１０％

無料
旅行代金の２０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

旅行開始後または無連絡不参加

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7
４ お客様の確認事項
（１）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザ
の要否などをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパ
スポート、ビザをご用意ください。
（２）渡航先の「海外危険情報」
「海外感染症情報」をご確認ください。
海外安全ホームページ

http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/

感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/

５ その他
（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（２）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に
備えて、海外旅行傷害保険のご加入をお勧めします。

お問い合わせ・お申し込みは・・・

