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西オーストラリアパース

パース街並み（イメージ）

シルクエアーで行く！

シンガポールチャンギ空港内
アンバサダー・
トランジット・ラウンジ
ご利用券をプレゼント!
※エコノミークラスご利用のお客様が対象。ビジネスクラス利用の
お客様はシルクエアーラウンジをご利用ください。

2019.12   2020.3

シンガポール航空ホリデーはシンガポール航空関連企業トレードウインズ社が運営する安心のツアーブランドです

▲ 広島発着

132,000円〜239,000円
広島発／シルクエアーで行く！パースフリープラン5日間／スタンダードクラスホテル／2名1室／大人お1人様の代金

※航空燃油サーチャージは旅行代金に含まれております。

参加者全員に
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完全フリープランで旅の計画自由自在！

シルクエアー利用!

2都市を満喫!シンガポール立ち寄りプラン設定

多数のオプショナルツアーをご用意！

延泊可能！（最大14日間まで）

フリープラン

©︎Tourism Western Australia

キングスパーク（イメージ）

イメージ



King George 
Falls

●●
ピナクルズピナクルズ

●●パースパース

●●
ウエーブロックウエーブロック

●●
ロットネスト島ロットネスト島

●●
マーガレットリバーマーガレットリバー

パース国際空港パース国際空港

●●
カルバリーカルバリー

●●
ペンギン島ペンギン島

ホテルクラス ホテル名

スタンダードクラス ●グッドアース　●パースアンバサダー　●アイビスパース　●トラベロッジパース
●キングスパース又は同等クラスホテル

スーペリアクラス ●ノボテル ラングレイ　●フォーポインツバイシェラトン
●クラウンプラザ又は同等クラスホテル

デラックスクラス ●パンパシフィック　●ハイアットリージェンシー　●パーメリアヒルトン　●クラウンメトロパース
●ダクストンパース又は同等クラスホテル

■出発区分カレンダー

広島発着 旅行代金（大人お1人様／２名１室利用時）   単位：円

利用ホテル ツアー
コード Ａ Ｂ

１人部屋追加代金
（1泊分）

および延泊代金
（1泊分）

宿泊日ベース

朝食
追加代金
（1回）

スタンダード
クラス ＦMIＡＵ０３１Ｓ 132,000 239,000 11,000 2,000

スーペリア
クラス ＦMIＡＵ０３２Ｓ 135,000 243,000 12,000 2,000

デラックス
クラス ＦMIＡＵ０３３Ｓ 142,000 250,000 15,000 3,000

ビジネスクラス
追加代金 170,000 120,000

上記旅行代金の他に国際観光旅客税（1，000円）、海外空港税（9，000円）が別途必要です。
（2019年11月現在） 延泊の場合、終日自由行動（朝食なし）が追加されます。
※燃油サーチャージは旅行代金に含まれています。

■シルクエアーで行く！パースフリープラン5日間

シルクエアーで行く！ パースフリープラン5日間
日次 スケジュール

1

午前：広島発、MI867便にてシンガポールへY

午後：シンガポール到着
夕刻：乗り継ぎ空路パースへY

深夜：到着後、ホテルへご案内 【パース泊】□DD

2
深夜：ホテル到着後、チェックイン

（お部屋は、すぐにご利用いただけます）
終日:自由行動

【パース泊】□□□

3 終日:自由行動　　　　　　　　　　　　　  【パース泊】□□□

4

午前：出発まで自由行動（お部屋は午前チェックアウトとなります）
午後：空港へ
夕刻：パース発、シンガポールへY

深夜：シンガポール着 
【機中泊】□□D

5
深夜：乗り継ぎ空路、MI868便にて広島へY

午前：広島到着
D□□

●最少催行人員／2名様より
●日本発着時利用予定航空会社：シルクエアー
●食事／5日間 朝食0回、昼食0回、夕食0回　※機内食は含まれません。
●添乗員／同行しませんが、現地係員がご案内します。

キングスパーク

パース街並み 動物園

カバシャムワイルドライフパークがおすすめで
す。カンガルー、コアラ、クオッカ、ウォンバット、
タスマニアンデビルといった、オーストラリア
固有の動物が中心で、これ以外にもロバや羊と
いった、ファームアニマルも多数います。

広大な公園「キングス・パーク」。その敷地面
積は約400ヘクタールほどあります。

カルバリー国立公園

世界一美しい街 パースへようこそ

カルバリー国立公園のネイチャーズ・ウィンドウ。大
きく開いた岩の窓からみるマーチソン川とその一
帯の眺めは圧巻です。

イメージ

イメージ
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沖合い1kmほどのところにある小さい島で、
フェアリーペンギンという小さいペンギン
が1200羽以上も生息しています。

ペンギン島

イメージ
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高い透明度を誇る美しい海がある人気の
観光スポットです。シュノー ケリング や
サーフィン、ダイビングなどのマリンス
ポーツを楽しむことができます。

イメージ

ロットネスト島

パースを訪れたら外せない！  多種多様なオプショナルツアーをご用意!

■パースホテル クラスリスト

※オプショナルツアー共通のご案内
●オプショナルツアーのお申し込み及び代金のお支払いは日本でお願いいたします。●オプショナルツアーは当ツアー以外のお客様とご一緒頂く場合がございますので、予めご了承願います。●天候、その他の事情によりスケジュー
ルなどの変更、またはツアーを中止する場合がございます。●お客様のご都合によりツアーお申し込み後、取消された場合、取消料がかかる場合があります。お申し込みの際にご確認ください。●表示料金は 2019年 9月現在
のものです。運輸機関の予告なしに料金が改定される場合がありますので、予めご了承願います。●オプショナルツアーは明記してある主催会社によるツアーとなります。当社が主催するものではありません。

マレーストリートとヘイストリートの
ショッピングモールからわずか300mほ
どの場所にあります。 お部屋の一例

スタンダード
クラス

アイビス パース ホテル
ibis Perth hotel

人気観光地セントメアリーズ大聖堂から
400mほどの場所にあり、屋上にある宿
泊客専用のスパからのスワン川の眺め
は絶景です。 お部屋の一例

スーペリア
クラス

ノボテル ラングレイ
Novotel Perth Langley

スワン川またはパースの街並みの美しい
景色を眺めながらお過ごしいただける
高級感あふれるホテルです。 お部屋の一例

デラックス
クラス

ハイアットリージェンシー パース
Hyatt Regency Perth

©︎Tourism Western Australia
イメージ

ピナクルズ４ＷＤツアープラン

1
パースまで来たらやっぱりコレは見逃せない！

時刻 スケジュール

08:00
08:50

12:00
12:20
13:25
14:30
16:20

19:30

パース出発
カバーシャムワイルドライフパークにてコアラ・カンガルー･ウォンバットとの触れ
合い体験。季節によっては街道に咲き乱れるワイルドフラワーが見られることもあ
ります。
ロブスターシャック見学
ピクニックランチ
ピナクルズ見学
ピナクルズ発
ランセリン砂丘にて４ＷＤ車走行と
サンドボーディング体験
パース到着

〈ツアー条件〉
■ガイド：日本語　■食事：昼食　■最少催行人員：4 人　■催行日：毎日（但し12/25は除く）
■所要時間：12時間　■料金：26,000円　■主催会社：ADAMS PINNACLE TOURS

日本事前予約要

追加代金要

パースで 1 番人気のツアー。荒野の墓標ピナクルズへ。パース
を出発し、まずはカバーシャムワイルドライフパークでコアラ
を見学、ランセリン砂丘で砂すべりも体験できる内容充実のツ
アーです。西オーストラリアを代表する奇岩群ピナクルズ。そ
の成り立ちを聞けば太古の地球が想像できます。4WD 車利用
のツアーですので、未舗装の道もへっちゃら。海の青さと赤い
土、緑の草花と、その色合いだけを見ても偉大な自然を感じ取
れます。パースへ行くなら、必ずこのツアーをご予約下さい。

イメージ

パース半日観光プラン

2
パース近郊の見どころを凝縮し、効率良く周ります。 眺め
の素晴らしいキングスパーク、旧パース造幣局見学、港町フ
リーマントルでランチタイム、高級住宅街モスマンパーク、
インド洋のビーチと盛りだくさんの観光です。ランチ付はフ
リーマントルでの昼食。大変ご満足頂けると思います。満喫
の半日です。

パース近郊の見どころ満載！

時刻 スケジュール

09:00頃

14:00頃

パース市内のホテルピックアップ
★パース市内（車窓観光）パースミントにて見学
★インド洋のサンセットコーストビーチ（下車）
★世界遺産とマーケットの港町〈自由時間〉
（昼食つきはフリーマントルでランチ)
★キングスパーク（下車）

パース中心部にて解散

〈ツアー条件〉
〈ランチあり〉■ガイド：日本語　■最少催行人員：2 人
■催行日：毎日（但し12/25、12/26、1/1、1/26 は除く）
■所要時間：5 時間　■料金：19,000 円
■主催会社：DOA AUSTRALIA

〈ランチなし〉■ガイド：日本語　■最少催行人員：2 人
■催行日：毎日（但し12/25、12/26、1/1、1/26 は除く） 
■所要時間：5 時間　■料金：16,000 円
■主催会社：DOA AUSTRALIA

日本事前予約要

追加代金要

イメージ

ロットネスト島ツアープラン

4
今話題の世界で一番幸せな動物「クオッカ」に会いに行こう！

時刻 スケジュール

07:00〜08:30
08:45
10:30

16:00
18:00

ホテルもしくは指定の集合場所へお迎え
バラックストリートジェッティを出発
ロットネスト島着
ご自身のプランに応じてお過ごし下さい。
ロットネスト島出発
バラックストリートジェッティ到着

〈ツアー条件〉
■ガイド：日本語　■食事：昼食　■最少催行人員：2 人　■催行日：毎日（但し12/25は除く）　
■所要時間：9時間30分　■料金：19,000円　■主催会社：Rottnest Express

日本事前予約要

追加代金要

エメラルドグリーンのインド洋に浮かぶ美しい島へ！
特別自然保護地区に指定されているロットネストへのツアー。
お客様に合わせてツアーのバリエーションも豊富です。日本語
ツアーでは 2 種類から❶1時間半の島内バスツアー❷ガイド共
に貸し自転車でサイクリングからお選びいただけます。（予約
時にどのプランにするか要決定）フリーマントルの沖合い約
20km に浮かぶロットネスト島へ高速艇で向かいます。深く
澄みきったインド洋に囲まれる美しい島の自然を満喫して下さ
い。この島にしか棲息しないかわいい有袋類動物「クウォッカ」
はお子様だけでなく、大人の方にも大人気です。サマーシーズン

（12月～3月頃にかけて）には澄みきった海で海水浴を楽しむ
時間もあります。

イメージ

サンセットピナクルズツアープラン

5
自然の偉大さと新たな感動を！

時刻 スケジュール

13:00頃
13:45〜14:15
16:40〜17:45
18:00〜19:00
19:30〜20:00
22:30〜23:00

ホテル出発
ヤンチェップ国立公園到着　コアラ見学
サンセットピナクルズ
夕食
星空見学
ホテル到着　※日没時間により行程・時間が変わることがあります。

〈ツアー条件〉
■ガイド：日本語　■食事：夕食　■最少催行人員：2 人　
■催行日：毎日（但し12/25、12/26、12/31は除く）
■所要時間：9時間30分　■料金：22,000円　■主催会社：DOA AUSTRALIA

日本事前予約要

追加代金要

パースの定番ツアーのサンセットピナクルズツアー。夕日に照らされたピナクルズはとても神秘
的。観光名所ナンバー 1 のピナクルズは今でも風化し続け、将来はなくなるかもしれないと言わ
れており、今でしか味わえない西オーストラリア
州ならではの豊かな大自然、美しい自然の造形を
ご堪能頂けます。運がよければ郊外で野生のカン
ガルーやエミューを見る事もできます。

ウェーブロックツアープラン

6

オーストラリア西部の旅より一度は訪れたい大迫力のウェーブロックを英語ガイドがご案内！
そしてヨーク・タウン散策やアボリジニ洞窟壁画鑑賞なども楽しめる、1 日で大満足のツアーです。

ウェーブロック、ヨーク、ワイルドフラワー＆
アボリジニ文化に触れるツアー！

日本事前予約要

追加代金要

時刻 スケジュール
07:00〜07:45

08:00
09:20
13:10
13:50
15:00

20:30

指定ホテルへお迎え　クラウン・メトロポールにてツアーバスへご案内します。
出発
西豪州の内陸の町として一番古い町「ヨーク」着
昼食
アボリジニガイドとウェーブロックへ
アボリジニの壁画が残る、マルカの
洞窟＆ザ・ハンプス
パース市内お送り（時間は目安です）

〈ツアー条件〉
■ガイド：日本語　■食事：昼食　■最少催行人員：4 人
■催行日：火・水・金・日曜日（但し12/25は除く）
■所要時間：13 ～ 13 時間 30分　■料金：26,000 円
■主催会社：ADAMS PINNACLE TOURS

スワンバレーまるごとツアープラン

3
日本語の午前半日観光ツアー！

時刻 スケジュール

08:15〜30
09:15
11:15
12:30

ホテルもしくは指定の集合場所へお迎え
カバーシャムワイルドライフパーク入場
ワイナリーとチョコレートファクトリー
ホテル到着

〈ツアー条件〉
■ガイド：日本語　■食事：なし　
■最少催行人員：2 人　
■催行日：毎日（但し12/25は除く）
■所要時間：3時間30分
■料金：10,000円
■主催会社：DOA AUSTRALIA

日本事前予約要

追加代金要

カンガルー・コアラ・ウォンバット
等オーストラリアの動物と写真を撮
ろう ! また、スワンバレーのワイナ
リー、チョコレートファクトリーに
も立ち寄ります。動物好きのお子様
に大人気のツアーです。コアラを抱っ
こする事はできませんが、木にしが
みつくコアラに寄り添ってご家族み
んなで写真を撮ったり、コアラに触
れる事はできます。 ©︎Tourism Western Australia

イメージ

シンガポール立ち寄りプラン
シンガポール・ストップオーバー・ホリデイSSH

ホテル
総額67,200円相当の無料特典付き
（一例：ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、シンガポール・フライヤー、シンガポール・リバークルー
ズ、シンガポール国立博物館、ナショナルオーキッドガーデン、キッザニア・シンガポール）

宿泊と20以上の観光名所やアトラクションの特典がセットに
なったプランです。

マーライオン公園 イメージ

を利用して東南アジアの人気観光地シンガポール
を満喫しよう！

ホテル１泊（2名1室利用）がお一人様9,200円から！
※料金はホテルプランにより異なります。詳細は、お問合せ下さい。
※特典内容は、予告無く変更となる場合がございます。
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スワン川と川沿いの公園の景色を見る
ことができ、ショッピングや観光にも便
利な立地のホテルです。 お部屋の一例

デラックス
クラス

パン パシフィック パース
Pan Pacific Perth
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ビジネス クラス

エコノミー クラス

Business 
Class

Economy
Class

■旅行代金について
●�ご旅行のお申し込みに際し、お客様ご自身で、旅券の有効期限や、査証の
有無を必ずご確認下さい。訪問国によっては、査証の取得や、旅券に一定
の残存期間が必要な場合がございます。例えば現行、日本国籍の方がシン
ガポールを訪問の際に義務付けられている旅券の残存期間は6ヶ月+滞
在日数分となります。
●�各旅行代金表の代金は、Yクラス（エコノミークラス席）利用で、2人部
屋をお2人でご利用頂く場合のお1人分の代金です。
●�航空運賃は特別航空運賃を適用しています。
●�子供代金はお子様の年齢が旅行出発日当日を基準として満2才以上
12才未満の場合に適用となります。2才未満の方の旅行代金は、航空
座席を使用されない場合と使用される場合で異なりますので、販売店
にお問い合わせください。
●�旅行代金の他に国際観光旅客税（1，000円）、海外空港税（9，000
円）が別途必要です。（2019年11月現在）旅行代金と一緒にお支払い
ください。
●��空港諸税の新設、税額の変更、または、ご出発35日前に確定させてい
ただく換算レートが当パンフレット作成時のレートと大幅に変動に
なった場合、徴収額が変更になる場合があります。

■お部屋について
●�3名様で1部屋(トリプルルーム)ご利用の場合、2人部屋(ツインルーム)
に簡易ベッドを入れ、3名様でご利用いただくため手狭となります。簡易
ベッドの搬入時刻は夜遅くなることが一般的です。また、旅行代金の割
引きはありません。なお、ホテルによって簡易ベッドの数や現地事情に
よりご用意できない場合もあります。
●�お1人部屋をご希望の場合、追加料金にて承ります。同室者斡旋のご
依頼には応じかねます。また、お1人部屋は原則として1ベッドルーム
となるため2人部屋より手狭になることがあります。
●�グループ、ご家族で2部屋以上をご利用いただく場合、一般的にホテ
ルの受け入れ事情により、お隣、または近くのお部屋をご用意するの
が困難な場合があります。
●�お2人部屋はツインルーム(2ベッドルーム)をご用意します。ハネムー
ナーやご夫婦などカップルでご参加の場合、ダブルルーム(1ベッド
ルーム)となる場合があります。

■食事について
●�旅行代金には、各コースごとの日程表に明示した食事の料金・税・
サービス料が含まれています。ただし、お客様が注文された飲み物代
や追加料理代はお客様払いとなります。

■航空機・バスおよび移動について
●�運輸機関の遅延・不通・スケジュールの変更・経路変更など、また、これ
らによって旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮および観光箇所の
変更、削除などが生じる場合もあります。このような場合、責任は負い
かねますが、当初日程に従った旅行サービスがお受けになられるよう
に手配努力致します。
●�利用予定航空会社は、変更になる場合があります。また、出発/帰国便お
よび各国間の移動におきましては、乗り継ぎ便となる場合があります。
乗り継ぎとはいったん飛行機を降り、別の飛行機へ移動する場合をい
います。また、記載の経由地、乗り継ぎ地が他の場所に変更になる場合
や乗り継ぎ回数が増える場合があります。確定航空便は日本出発前に
お渡しする最終日程表でお知らせします。いずれの場合でも旅行代金
の変更はございません。
●他のコースのお客様と同じバスで、観光および空港〜ホテル間の送迎
　を行う場合があります。
●�観光および空港〜ホテル間の送迎で利用するバスは、ツアーが少人
数の場合はセダン・バン・ミニバスとなり、ドライバーがガイドとなる
場合があります。

●シルクエアー�はすべて禁煙席となっております。

■現地係員について
●�現地係員は現地での旅行を円滑に実施するために、空港・ホテルの送
迎、観光、オプショナルツアー等のご案内を行います。これらの業務以
外の日程表上の自由行動時、ホテル滞在時には係員はおりません。ま
た、航空機による移動の際も原則として同行いたしません。現地係員
は、当社手配代行会社の社員の場合もあります。現地係員、ドライバー
は英語でご案内いたします。

■パスポートの残存有効期限
オーストラリア：日本出発時点で帰国時まで有効なパスポートが必要で
す。シンガポール：シンガポール入国時、旅券残存期間が入国時6ヶ月以
上+滞在日数以上が必要です。(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡
航先国の領事館、入国管理事務局にお問い合わせください)

■電子渡航認証システム
オーストラリア：イータス（ETAS）申請が必要となります。詳しくはお問
い合わせください。
シンガポール：不要

ご案内とご注意＜ご出発前に必ずお読みください＞

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50万円以上 お1人様　100,000円

旅行代金が30万円以上50万円未満 お1人様　50,000円

旅行代金が15万円以上30万円未満 お1人様　30,000円

旅行代金が15万円未満 お1人様　20,000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。

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

※（イメージ）：この表示のある写真は、日程中の観光では見られない場合もあるイメージ写真です。

時間帯の目安（移動の発着時間）

4:00〜 6:00〜 8:00〜 12:00〜 16:00〜 18:00〜 23:00〜 4:00

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

スケジュール表の見方
マークの見方
【日程表中のマーク】Y航空機で移動　Qバス・ミニバス・セダンで移動

【食事マーク】 D＝機内食　 ＝食事なし　G＝朝食　A＝昼食　S＝夕食

■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、2019年11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。

http://www.sia-holidays.jpホームページアドレス info@sia-holidays.jpメールアドレス

●お問い合わせ・お申し込み先

福　岡/福岡市中央区天神1-15-1 日之出ビル4階
TEL:092-732-3030（お取扱店様専用）

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

往
路

便名 シンガポール発 パース着
SQ225便 00時10分 05時25分
SQ213便 07時40分 12時55分
SQ223便 09時30分 14時45分
SQ215便 18時40分 23時55分

復
路

便名 パース発 シンガポール着
SQ216便 01時10分 06時25分
SQ224便 06時40分 11時55分
SQ226便 14時10分 19時30分
SQ214便 17時30分 22時40分

■シンガポール～パース間 往復フライトスケジュール

※上記フライトスケジュールは2019年11月現在のものです。　※フライトスケジュール及び使用機材は予告なしに変更される場合がございます。

シンガポールでの最初の目的地でもあるジュエ
ルは、チャンギ国際空港ターミナル 1 に隣接し
ており、世界一高い人口滝もあり夜は 1 時間お
きに音楽に合わせたショーが行われます。また、
荷物一時預かり・チャンギラウンジやアーリー
チェックインの施設があります。 Photo Credit : Jewel Changi Airport.

シンガポールチャンギ空港内に話題の新施設
「ジュエル・チャンギ・エアポート」がオープン！

広島への新しいサービスは、ビジネスクラスとエコノミークラスを搭載した
ボーイング737-800で運航。

シルクエアー 広島から
シンガポール、そして世界の都市へ

　シンガポール航空の子会社「シルクエアー」は、2017年10月より広島から直行便の運航を開始しまし
た。最新のビジネスクラスとエコノミークラスを備えたボーイング737-800で、広島ーシンガポール間を週3
便で結びます。
　アジアで最も受賞歴のあるリージョナル エアラインをご体験下さい。シンガポール航空グループの充実し
たネットワークで世界一流のチャンギ空港を経由して世界へ。
　15カ国※154都市へ就航するシルクエアーは、シンガポール航空とともに日本5都市6空港※2とシンガ
ポール、そして世界を結びます。
※1 オーストラリア、カンボジア、中国、インド、インドネシア、ラオス、マレーシア、モルディブ、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、スリランカ
※2 東京（羽田・成田）、名古屋、大阪、福岡

こだわりの機内食や、ワイヤレス機内エンターテインメントシステム「シルクエアースタジオ」、無料受託手荷物、
スルーチェックインなど、フルサービス。航空会社ならではの快適な空の旅をお楽しみください。

シンガポール航空のマイルがたまる
充実の特典と使い勝手のよさであなたの旅を快適
にサポートするマイレージプログラム「クリスフライ
ヤー」。�多彩な提携会社のご利用でもマイルを獲得でき
るのが魅力です。すべてのクラスを対象としていますの
で、この機会にぜひご利用ください。

シルクエアー 広島から
シンガポール、そして世界の都市へ

■広島～シンガポール往復 スケジュール
往
路

便名 広島発 シンガポール着 運航日
MI867便 10時00分 15時50分 月、木、日

復
路

便名 シンガポール発 広島着 運航日
MI868便 01時45分 09時00分 月、木、日


