
学生必見！スペシャルプライス

旅行代金/シンガポール2泊4日/大人お1人様/2・3名1室利用/スクート航空利用　国内空港施設使用料等及び海外空港諸税が別途必要となります。

第1版

成田発
減延泊不可／１名様から催行
有効期限：2019年9月2日まで

2019年8月 ▶2019年12月出発

シンガポール
価格重視のLCC乗継便
アジアンフード付 半日市内観光付！

旅行代金には燃油サーチャージは含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージが適用されても旅
行代金の変更はございません。国内空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要です。（裏面参照）

旅行代金は燃油サーチャージ
かかりません

3.98万円〜
10.28万円旅行代金より一律

1,000円引き（お一人様あたり）

4・5日間

 旅行代金はおトクですが、ホテルはお選びいただけません。

旅行代金　シンガポール4・5日間　 （大人お1人様/2・3名1室利用時/単位：万円）

利用ホテル エコノミークラスホテル
（注1）

オーチャードエリアスタンダード
クラスホテル （注1） ヨークホテル デラックスクラスホテル

（注1）
ヒルトン・シンガポール

（注2）

部屋カテゴリー 部屋指定なし 部屋指定なし スーペリア 部屋指定なし デラックスルーム
出発日/旅行代金（大人1名様2・3名1室利用） 4日間

ツアーコード （TC-FSN4045-FG8＿＿） A B C D E
8/17、9/1・8・10・26、10/3～5・22、 
11/3・17、12/1・5・8・15 4.98 5.98 6.48 6.98 7.78

9/2・7、11/21・22 5.48 6.48 6.98 7.48 8.28
9/11、10/10・15、12/19・20 5.98 6.98 7.48 7.98 8.78
9/13、10/13 6.98 7.98 8.48 8.98 9.78
9/28・29、10/1・6・17・18、12/6・12 3.98 4.98 5.48 5.98 6.78
10/11・12 7.48 8.48 8.98 9.48 10.28
10/19・20、11/9・16・23・24・28・30、12/7・13・14 4.48 5.48 5.98 6.48 7.28

1人部屋追加代金 2.4 3.0 3.4 3.8 4.0
出発日/旅行代金（大人1名様2・3名1室利用） 5日間

ツアーコード （TC-FSN5045-FG8＿＿） A B C D E
8/16、10/11・12 7.98 9.48 10.28 10.98 12.18
10/5、11/3・17、 
12/1・5・8・15 5.48 6.98 7.78 8.48 9.68

10/9・17、11/10・18、 
12/2・6・11・12 4.48 5.98 6.78 7.48 8.68

10/10、12/19・20 6.48 7.98 8.78 9.48 10.68
10/13 7.48 8.98 9.78 10.48 11.68
10/23、11/21・22 5.98 7.48 8.28 8.98 10.18
11/9・16・23・24・30、12/7・13・14 4.98 6.48 7.28 7.98 9.18

1人部屋追加代金 3.6 4.5 5.1 5.7 6.0

シンガポールの見どころを効率よくご案内！

シンガポール半日市内観光 選べるアジアンフード 
 ランチ付！ 

カトン地区プラナ
カン居住地（車窓）

マリーナ・ベイ・サンズ
プロムナード散策

エスプラネード劇場
・富の泉（車窓）

ラッフルズ卿
上陸地点（※）

チャイナタウンで
ローカルフードのランチ
チキンライスやサテ、バクテーなど
「S$10」分のランチが食べられます！

マーライオン
公園（注3）

タンジョンパガーの
ショップハウス散策

DFSギャラリア
で解散
（14：15頃予定）
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コード CTYAA

お1人様＋5,000円で
復路送迎手配可能！

おすすめ送迎アレンジ

（※）�ラッフルズ卿上陸地点が工事中の場合、代わりにヴィクトリアシアター＆コンサートホー
ルにご案内します。

※掲載の商品は復路の送迎はついておりません。
※1名様でのご利用時は倍額必要となります。
※混乗送迎となります。　
� ※送迎コード：TRDAJ＃

※②〜⑤、⑦は下車いたします。
マーライオン（イメージ）

マリーナベイサンズ（イメージ）

（注3）

大学生協組合員限定！

お申し込みは大学生協店舗でのみ承ります
 ※H.I.S.パンフレット掲載の割引・特典は対象外です。



4日
間 5日

間 成田発
2泊4日 3泊5日

1 1
成田(9：35～12：30)発  (乗継)シンガポール（19：00～20：50）着。
着後係員と共にホテルへご案内します。
 【シンガポール泊】

2 2 午前：  半日市内観光（アジアンフードランチ付） 
観光終了後、自由行動　※詳細は右記をご参照ください。   【シンガポール泊】

3 - 終日自由行動
  【シンガポール泊】

3 4

出発まで自由行動。
（ホテルチェックアウトは午前中。）
各自で空港へご移動ください。
＜送迎アレンジは表面参照＞
シンガポール (22：00～翌00：55)発  (乗継)空路、帰国の途へ。 【機中泊】

4 5 成田（07：45～11：00）着。着後、解散となります。
※フライトスケジュールは2019年6月27日現在。必ず最終日程表で確定便・時刻をご確認ください。

■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〜

お申し込み前のご案内とご注意（抜粋）　※別紙「お申し込み前のご案内とご注意」を必ずお読みください
日本国籍の方のビザ（査証）について

・�シンガポール：日本国籍ビザ（査証）なし。渡航条件：日本出発日にパスポー
トの有効期限6ヶ月+滞在日数以上かつ2週間以内の滞在。

現地安全情報・衛生情報
・�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）などでご確認ください。
・�渡航先（国又は地域）の衛生情報は、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/）でご確認ください。

燃油サーチャージについて
・�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、廃止また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。

お買い物についてのご注意
・お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入してください。

空港諸税等について
・�表示代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、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ください。
・�日本円目安額は、2019年7月23日現在のIATA公示レートを参考に算出しています（10円未
満は切り上げ）。また航空券発券時に徴収される航空諸税額が予告なく増減・新設された場合、
徴収額を変更する場合がありますが、レートの変動による過不足が生じても追加徴収・返金はい
たしません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みをいただいた時点での換算となります。

■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� � （2019年7月23日現在）
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 - 対象 不要

成田空港旅客保安サービス料 ¥520 国際線出発 - 対象 不要

国際観光旅客税 大人・子供：¥1,000 国際線出発 - 対象 不要

シンガポール 出国税※ 47.3シンガポールドル 国際線出発 ￥4,050 対象 不要

※2019/4/1現地発より49.8シンガポールドル（¥4,270）となります。

日本発着時利用
航空会社 LCC　スクート利用

利用ホテル 料金表参照
…旅行代金はおトクですが、ホテルはお選びいただけません。

添乗員 同行しません。現地係員がご案内します。

最少催行人数 1名様催行

延泊 不可

食事
4日間：朝2昼1、5日間：朝3昼1（機内食除く）（お荷物は機内預け荷物合計
20キロまで代金に含まれます。機内食は含まれておりません。○機内食、
飲み物、毛布、エンターテイメント機器は有料で手配可能です。（機内払い）

利用ホテルリスト

シンガポール

◆利用ホテル： エコノミークラスホテル YWCAフォートカニングロッジ【S】、サマービュー、イビスシンガポール・オン・ベンクーレン、リンクホテ
ル、クオリティ、Vホテル・ラベンダー、シーケアホテル【S】【※】、イビスシンガポールノビナ【S】、 ホテルボス【S】、Vホテル・ベンクーレンのいずれ
か、（選択不可） オーチャードエリアスタンダードクラスホテル エリザベス、グランド・セントラル【S】、ホテル・チャンセラーのいずれか、（選択不可） 
デラックスクラスホテル リージェント、シェラトン、マンダリン・オーチャード・シンガポール、ヒルトン、パンパシフィック・オーチャード、グランドハイ
アット、オーチャードホテル【R】、コンラッド・センテニアル、 パンパシフィック・シンガポール【S】【※】、マリーナマンダリン【R】、ウェスティン・シンガ
ポール、ソー・ソフィテル・シンガポール【S】【★】、フェアモントシンガポール、 スイソテル･ザ･スタンフォード【R】、グランドコプソーンウォーターフ
ロント、カールトンシティホテルシンガポール【S】のいずれか、（選択不可）【S】はバスタブなしの客室となります。【R】は現在改装中となります、

【★】ベッド一台のお部屋となります。【※】3名様1室不可 ホテル指定時 ヨーク（スーペリアルーム）、ヒルトン・シンガポール（デラックスルーム）

【共通注意事項】※子供割引：なし　※幼児旅行代金（２歳未満のお子様で航空機座席・ベッド・食事を利用しない場合）：20、000円　※表面フライトスケ
ジュールは2019年7月23日現在のものです。航空会社の諸事情などにより予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。　※表面掲
載代金の適用期間は2019年8月1日～8月17日の申込みに有効です。※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入国時6ヶ月＋滞
在日数以上、2週間以内滞在が必要です。航空機の座席数、ホテルの客室数には限りがございます。掲載商品は適用期間内でも満席になり次第販売終
了となります。また、適用期間内に満席にならない場合は、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１）ホテルランク/グレードは、
各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです （注2）21歳未満同士の宿泊の場合、保護者の同意書が必要。 

（注3）こちらの商品は市内観光を外してのご参加は不可となります。 ※シンガポールでは法律またはホテルごとの営業規定により、21歳未満（保護者
を伴わない場合）のみでの旅行、および宿泊が禁止されている場合があり21歳未満のみでのご旅行はお受けできない場合がございます。予めご了承く
ださい

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

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。

※次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

（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/

旅行条件書（要旨） ※お申し込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。

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〜当日の旅行開始前 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％

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前（※）

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の20％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の20％

●お申し込み・お問い合わせは…旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第 724号

〒163-6028 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー28階

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ください。

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・日・祝はお休みとさせていただきます）


