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自分を取り戻すリセット＆パワーチャージの旅
毎日120分のアーユルヴェーダトリートメント体験

スリランカ航空
往復直行便利

用第2弾  2017年1月4日（水）～1月31日（火）

電話/来店受付
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来店受付の場合、すでに売切れの場合が
ございます。予めご了承下さい。（注1）

2017.1月〜2017.5月出発成田発

LKA
005-A 2017年1月4日〜2017年1月31日

■パンフレット有効期限

旅行代金：成田発着/癒しのスリランカ5・6日間/大人お1人様/2・3名様1室利用時　（注）旅行代金に燃油サーチャージはかかりません。今後、航空会社の申請によ
り燃油サーチャージが適用されても旅行代金の変更はございません。成田空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。
■ツアーコード：〈5日間〉TC-NCJ0005-FE25　〈6日間〉TC-NCJ0005-FE26　■1人部屋追加代金：〈5日間〉30,000円　〈6日間〉45,000円

※画像はすべてイメージです。

アーユルヴェーダトリートメント
治療プログラムは２日目の医師との問診にて、お客様の体質と現在の状態を判断して
決まります。ご希望のトリートメントがありましたら、当日医師にお伝えください。

イメージ イメージ

アーユルヴェーダトリートメントの流れ
1  施術初日（行程上2日目）は医師とのコンサルテーションを約30分間行い、お客

様の体質と現在の状態を判断します。 
（日本語スタッフがサポートします）

2   コンサルテーションに基づき、滞在日数に応じた個別の治療プログラム、ハーブ
薬をご用意します。 

【ご希望のトリートメントがあれば医師に伝えてください】 
（注意）ご希望のトリートメントは体質に合わない場合、受けられない可能性があ
ります。予めご了承ください。

3  施術2日目（行程上3日目）以降は毎日10分医師と面談を行い、体調を確認しなが
ら治療の方法を決めます。

4  最終日は滞在後も効果を継続できるよう、ハーブ薬やハーブ紅茶のおすすめを医
師よりご案内します。（日本語スタッフがサポートします）

額にある第三の目に温かいハーブオ
イルを垂らすことにより脳を解放いた
します。脳のマッサージとも呼ばれ、 
一種の瞑想状態をもたらしてくれます。

お客様の体質にあったハーブオイルで
行う究極の全身オイルマッサージ。体
内の毒素を優しくマッサージすること
によりデトックス効果は抜群です。

シロダーラ アビヤンガ

代表的な

1月 29
2月 5・12・19・26
3月 5・12・19・26 の出発

1月 30
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5月 7・11・14・18・21・25・28 の出発
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5月 6・8・13・15・20・22・27・29 の出発
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5日間コース 6日間コース

マッサージ、ヨガ、オーガニックフードなど様々な
治療方法を使い、ご自身の体質に合わせた最適な

アーユルヴェーダ体験

毎日120分のアーユルヴェーダ 
トリートメント&ヨガ体験付

体に優しいアーユルヴェーダに 
基づいたオーガニックフード付♪

コロンボ市内観光付
スリランカの人気建築家ジェフリーバワ作
のシーマ・マラカヤ寺院観光などへご案内!

可愛いスリランカ雑貨等が並ぶ
人気のショッピングモールへもご案内

市内観光

Tour Point

癒しのスリランカ 5・6日間



癒しのスリランカ 5・6日間
●：入場観光 ◎：下車・外観観光 ○：車窓観光
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成田（11：10〜11：20）発 a（直行）空路、コロンボへ。
コロンボ（17：00〜17：50）着
着後、現地係員と共にホテルへご案内します。 h 【ネゴンボ泊】
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午前： 120分間のアーユルヴェーダ
トリートメント & ヨガ体験 

午後：自由行動 f g h 【ネゴンボ泊】

4 5

午前： 120分間のアーユルヴェーダ
トリートメント & ヨガ体験 

午後：車にてコロンボへ
 コロンボ市内観光 
●シーマ・マラカヤ寺院、〇インディペンデンス・スクウェア、
〇旧国会議事堂、〇ゴールフェイスグリーン、
観光後ショッピングへご案内。
●ダッチホスピタル、●ベアーフット等
夜：車にて現地係員と共に空港へ
コロンボ（19：15〜19：50）発 a（直行）空路、帰国の途へ
 歩く度 ❶  f g 【機中泊】

5 6 成田（07：30〜07：35）着　着後、解散となります

旅行条件書（要旨） ※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。

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。

（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

行保険のご加入をお勧めします。
（3） 特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。（一部有料。

歩行に自信がない、病気による食事制限があるなど）

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。

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。

（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「海外安全情報」「海外感染症情報」のご確認、および「たびレジ」のご登録
をお願いします。

 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/
 たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

旅行代金の額 申込金（お1人様）
30万円以上 60,000円 以上旅行代金まで

15万円以上 30万円未満 30,000円 以上旅行代金まで
15万円未満 20,000円 以上旅行代金まで

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7
旅行契約の取消日  

旅行開始日の前日から起算して
特定日に

開始する旅行
特定日以外に
開始する旅行

40日前～31日前 旅行代金の10％ 無料
30日前以降～3日前以前 旅行代金の20％

2日前～旅行開始日 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％

【オプショナルツアー取消料】
催行日前日から起算して3日前（土・日・祝除く）より100%

●お申し込み・お問い合わせは…

観光庁長官登録旅行業第 724号 JATA正会員 
〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29階

旅行企画・実施

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。

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ございましたら
下記、お客様相談室までご連絡ください。

（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.03-5908-2505
（平日10：00〜18：30　土曜11：00〜16：30　日祝はお休みとさせて頂きます）

・スリランカ：入国時にVISA（ETA）の申請が必要となります。この査証はオンライ
ン申請が可能です。（http://www.eta.gov.lk/）にアクセスし、指示に従いお手続
きを行ってください。
入国時の条件 ①パスポートの残存期間が6ヶ月以上あること②復路の予約が確定
した航空券を保持していること③滞在期間に応じた十分な所持金があること
観光手数料：観光目的：ご出発前にご自身でオンライン申請をした場合　お1人様
US30ドル
※ 日本国籍以外の方は、上記とは異なります。ご自身にて自国及び渡航先の領事

館、入国管理事務所等にお問い合わせの上、必要な手続きをお済ませ下さい。
■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧 （2016年12月現在）

国名 税・料の名称  税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本
成田国際空港施設使用料 大人：¥2,090　子供：¥1,050 国際線出発 - 要 不要

成田空港旅客保安サービス料 ¥520（大人・子供同額） 国際線出発 - 要 不要

スリランカ 出国税 4,200スリランカルピー（大人・子供同額） 国際線出発 ¥3,500 要 不要

■時間帯の目安
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

04:00～ 06:00～ 08:00～ 12:00～ 13:00～ 16:00～ 18:00～ 23:00～

・ 渡航先（国又は地域）によっては外務省安全情報など安全関係の情報が出され
ている場合がありますので、外務省ホームページ（http://www.anzen.mofa.
go.jp） などでご確認下さい。

・ 渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情
報」ホームページ  （http://www.forth.go.jp/） でご確認下さい。

・ お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

・ 旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、
航空会社の申請により燃油サーチャージの増減、廃止又は
かからなくなった際も旅行代金に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分については追加徴収
またはご返金はいたしません。尚、成田空港施設使用料・空
港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。

・ 旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税のうち、航空券発券時に徴収すること
を義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。

・ 空港諸税等の新設、又は増額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があります。但し
為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。

・上記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております。請求額はご旅行をお申し込
みいただいた時点での換算となり、それ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。

共通のご案内 ※お申込みの際、必ずお読みください（詳しくは、Ciaoパンフレット最新号にてご確認ください）

現地安全情報・衛生情報

お買い物についてのご注意

燃油サーチャージについて 空港諸税等について日本国籍の方のビザ（査証）について

１ 募集型企画旅行契約

５ その他

３ 取消料

２ 旅行のお申込みと契約の成立

４ お客様の確認事項

《注意事項》　※観光中には最大4ヶ所の土産物屋(休憩場所・レストラン・観光施設等に併設された
土産物屋や販売コーナー除く)へご案内させて頂く事が条件となっています。※これは土産物店入
店や土産物品の購入を強制するものではありません。※観光時間の関係上土産物店へご案内でき
ないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象にはなりません。※旅程
管理上、往復送迎及び観光を外してのご予約は承れません。※掲載商品のお申し込み有効期限は
2017年1月4日～2017年1月31日となります。※旅行代金の他に国および海外空港諸税などが別
途必要となります。★（注）旅行代金には燃油サーチャージはかかりません。今後、航空会社の申請
により燃油サーチャージが適用されても旅行代金の変更はございません。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。※現地連絡先・電話番号は最終日
程表にてご案内致します。　※その他ご旅行条件などは、別冊Ciaoパンフレット「インド・スリラ
ンカ・ミャンマー・ネパール・ブータン」最新号に準じます。
（注1）掲載の商品はオンライン受付もございます。　（注2）弊社基準によります。※掲載商品は
H.I.S.全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。※適用期間内でも満席に達し次第販売を終了させて
いただきます。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。

《旅行条件》　■利用航空会社:スリランカ航空　■食事（機内食除く）：5日間／朝3昼3夕3、6
日間／朝4昼4夕4　■添乗員：なし。現地係員　■最少催行人員：1名（1人部屋利用の場合
は別途追加代金が必要です。相部屋不可）　■利用ホテル：ジェットウィングアーユルヴェーダ
パビリオンズ　※フライトスケジュールは2016年12月10日現在のものとなります。※スリラ
ンカ国内の交通機関の事情又は気象状況により、旅程が変更になる場合がありますのでご了
承ください。※こちらのコースは18歳未満の方はお申し込みできません。予めご了承下さい。

（注）ポヤデーと呼ばれる満月の日は休日となり、アルコール類の販売が禁止されます。 
※日本国籍の方はスリランカ入国の際、査証（ビ
ザ）が必要になります。ご予約時にご確認をお
願い致します。※日本国籍ビザ（査証）申請条
件：パスポート有効残存期限：査証申請時6 ヶ
月以上(査証代金別途)。

プール

お食事/イメージ 外観 客室一例

ジェットウィング
アーユルヴェーダ
パビリオンズ ホテル

古代インドの伝統医療であるアーユル
ヴェーダを受けることができるスパホテル。
リゾート地区・ネゴンボに位置し、空港から
も車で30分とアクセスも抜群。空いた時間
にビーチまで散歩することもできます。

滞在
ホテル

 アーユルヴェーダ 注意事項  ※スパは18歳未満の方はお受けいただけません。又、妊娠中
の方や高血圧や内臓疾患、肌アレルギー、その他疾患をお持ちのお客様はご利用いただけない
場合があります。予約状況によりトリートメントの順番が前後する場合がございます。いずれに
しても返金はございません。また、女性の方で生理中の場合はトリートメントはお控えください。
生理は身体の自然な浄化作用中ですので、塗布したオイルの吸収は身体に負担をかけます。ご予
約の際には生理日をご考慮いただけますと助かります。また、前日に生理が始まってしまった場

合にはフェイシャルマッサージあるいはフェイシャルトリートメント等の対応となります。

＿＿＿ デラックスクラスホテル(注2) ＿＿＿
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旅行代金

・支払月までの手数料はH.I.S.が負担！
・お支払いは最大7ヶ月後でOK！
・詳しくは各営業所スタッフまで！

歩く度 徒歩観光はできる限り連続で歩き続けることがないよう休憩などを適宜入れて行程を組んでいますが、歩く度3は一日の観光において、ほぼ徒歩観光となります。なお、各自散策の時間は除きます。
…�1日の徒歩観光時間が2時間～3時間30分未満徒歩観光がどの程度含まれているかを 

3段階の“歩く度数”で表します。（日程表内）
…�1日の徒歩観光時間が2時間未満歩く度❶ 歩く度❷ …�1日の徒歩観光時間が3時間30分以上歩く度❸


