
シンガポールから高速フェリーで約50分とアクセス良好。
88棟のモダンなヴィラは2名様用の1ベッドルームから

最大8名様まで1部屋で滞在が可能な4ベッドルームまで幅広くお部屋タイプあり！
すべてのお部屋にプライベートプール、ダイニング、

そして2ベッドルーム以上のお部屋にはスカイラウンジを完備し、
壮大な南シナ海の絶景を見渡すことができます。

スタイリッシュナデザインは、周囲の景観に自然に溶け込みながら高級感を演出。
老若男女、3世代家族やグループで楽しめること間違いなし。

またモンティゴリゾートにおきましては、 遊泳には適しておりませんのでご注意ください。

HISシンガポール支店 有効期限 2021年3月31日まで

★フェリースケジュール★ 乗船時間約50分 (乗船1時間前までにチェックイン)

シンガポール発
(タナメラ)

↓↓
ノングサ着

07:45 – 07:45+*(土曜日のみ)
08:00 – 08:00
08:55 – 08:55**(土日・祝日)
10:00 – 10:00+
11:00 – 11:00+
11:20 – 11:20+*(土曜日のみ)
12:00 – 12:00
14:20 – 14:20
16:20 – 16:20
18:30 – 18:30
20:30 – 20:30
+は運航しない場合もございます

ノングサ発
↓↓

シンガポール
着

(タナメラ)

06:00 – 08:00

08:00 – 10:00+
09:00 – 11:00
10:00 – 12:00+
12:00 – 14:00+
14:20 – 16:20
16:30 – 18:30
18:10 – 20:10
20:00 – 22:00***(日曜日以外)
+は運航しない場合もございます

100 Tras St #03-16/17/18 100AM Singapore 079027

【最寄駅】タンジョンパガ－駅 （ショッピングモ－ル100AM の3階）

シンガポール支店
年中無休（10:00-19:00） メールでのお問い合わせ： sin.info@his-world.com

6224-1512
website: www.his-travel.com



1 BEDROOM 一番小さいお部屋でも95㎡と充分な広さ。プライベートプールで
ゆっくりとしたお時間をお過ごしいただけます。最大2名様までです。

1泊2日 ツアー代金 一人あたり(SGD) 延泊代金 一泊 一人あたり(SGD)

宿泊日
平日

(日曜~金曜)

KINGorTWIN

1 BEDROOM PREMIER(KING/TWIN)
宿泊日
平日

(日曜~金曜)

KINGorTWIN

1 BEDROOM PREMIER(KING/TWIN)

大人・子供(2歳以上) 同額 大人・子供(2歳以上) 同額

2名一室 利用時 $190 2名一室 利用時 $140

1泊2日 ツアー代金 一人あたり(SGD) 延泊代金 一泊 一人あたり(SGD)

宿泊日
土曜日・祝日

KINGorTWIN

1 BEDROOM PREMIER(KING/TWIN) 宿泊日
土曜日・祝日

KINGorTWIN

1 BEDROOM PREMIER(KING/TWIN)

大人・子供(2歳以上) 同額 大人・子供(2歳以上) 同額

2名一室 利用時 $250 2名一室 利用時 $200

3＆4ベＺッドルーム

2ベッドルーム

1ベッドルーム

2020年4月～2021年3月までの祝日
右記シンガポール祝日
平日料金となります

07MAY2020(VESAK DAY)

右記シンガポール祝日
週末料金となります

14NOV2020(DEEPAVALI)

右記期間の宿泊は
最低宿泊日数 2泊 必要

となります。

10-11APR/01-02MAY/23-24MAY/31JUL-01AUG
08-9AUG/24-26DEC/31DEC2020-02JAN2021/11-14FEB

上記の期間に宿泊する場合は、ピーク料金がかかります。
※祝日料金に別途1泊一部屋あたりS$50追加代金が必要です



1泊2日 ツアー代金 一人あたり(SGD) 延泊代金 一泊 一人あたり(SGD)

宿泊日
平日

(日曜~金曜)

KING+TWIN
+DAY BED

HILL SIDE 
VILLA

HILL TOP 
VILLA

SEA 
FRONT 
VILLA

SPA 
VILLA

宿泊日
平日

(日曜~金曜)

KING+TWIN
+DAY BED

HILL
SIDE 

VILLA

HILL 
TOP 

VILLA

SEA 
FRONT 
VILLA

SPA 
VILLA

大人・子供(2歳以上) 同額 大人・子供(2歳以上) 同額

2名一室 利用時 $210 $230 $260 $280 2名一室 利用時 $150 $180 $200 $230 

3名一室 利用時 $180 $190 $210 $230 3名一室 利用時 $110 $130 $150 $160 

4名一室 利用時 $160 $170 $190 $200 4名一室 利用時 $90 $100 $120 $130 

1泊2日 ツアー代金 一人あたり(SGD) 延泊代金 一泊 一人あたり(SGD)

宿泊日
土曜日・祝日
KING+TWIN
+DAY BED

HILL SIDE 
VILLA

HILL TOP 
VILLA

SEA 
FRONT 
VILLA

SPA 
VILLA

宿泊日
土曜日・祝日
KING+TWIN
+DAY BED

HILL 
SIDE 
VILLA

HILL 
TOP 

VILLA

SEA 
FRONT 
VILLA

SPA 
VILLA

大人・子供(2歳以上) 同額 大人・子供(2歳以上) 同額

2名一室 利用時 $270 $290 $320 $340 2名一室 利用時 $210 $240 $260 $290 

3名一室 利用時 $220 $230 $250 $270 3名一室 利用時 $150 $170 $190 $200 

4名一室 利用時 $190 $200 $220 $230 4名一室 利用時 $120 $130 $150 $160 

5人目 大人 $180 5人目 大人 $120

5人目 子供 $65 5人目 子供 無料

2 BEDROOM
すべてのお部屋にプライベートプール・ルーフトップにはスカイラウ
ンジを設け、お部屋の広さも150㎡～と3階建ての貸別荘のような滞
在が可能。カップル・友達・家族と盛り上がること間違いなし♪
小さい冷蔵庫と簡単なキチネットもございます。

1泊2日 ツアー代金 一人あたり(SGD) 延泊代金 一泊 一人あたり(SGD)

子供 2歳未満 $65 子供 2歳未満 無料



3-4 BEDROOM
6名様以上のご人数で滞在を楽しみたい場合は、こちらがお勧め。
なんと小さいお部屋でも650㎡!!! 4ベッドルームはジャグジー付！
プライベートプールに加えてカバナをご用意。広々としたリビングと
テラスで極上な時間を味わいませんか？

●インドネシア入国の際は、入国時にパスポートの有効期限が 6ヶ月以上、旅券の未使用査証欄が見開２ページ以上が必要とな
ります。パスポートの残存有効期限、及び査証（ビザ）の不備等には十分ご注意下さい。お客様ご自身がご確認されない場合は当
社としては責任を負いかねますので予めご了承ください。ご予約には皆様のパスポート番号、パスポート有効期限、ご生年月日が
必要となります。スタッフまでご連絡ください。

含まれてるもの 朝食、ホテル宿泊、フェリー往復チケット、現地のフェリーターミナルからホテル間往復送迎

キャンセル規定
祝日を含む滞在：旅行開始日から起算して35日から出発前―――――― 旅行代金の100％
祝日を含まない滞在：旅行開始日から起算して15日から出発前――――――    旅行代金の100％

1泊2日 ツアー代金 一人あたり(SGD)

3 BEDROOM 
VILLA

(KING+DBL+ TWN)
+DAY BED

宿泊日
平日(日曜~金曜)

宿泊日
土曜日・祝日

大人・子供 同額

6名一室 利用時 $250 $270 

7名一室 利用時 $240 $250 

延泊代金 一泊 一人あたり(SGD)

3 BEDROOM 
VILLA

(KING+DBL+ TWN)
+DAY BED

宿泊日
平日(日曜~金曜)

宿泊日
土曜日・祝日

大人・子供 同額

6名一室 利用時 $170 $190 

7名一室 利用時 $160 $180 

1泊2日 ツアー代金 一人あたり(SGD)

4 BEDROOM 
VILLA

(KING+DBL+ TWN)
+DAY BED

宿泊日
平日(日曜~金曜)

宿泊日
土曜日・祝日

大人・子供 同額

6名一室 利用時 $290 $300

7名一室 利用時 $270 $280

8名一室 利用時 $260 $270 

延泊代金 一泊 一人あたり(SGD)

4 BEDROOM 
VILLA

(KING+DBL+ TWN)
+DAY BED

宿泊日
平日(日曜~金曜)

宿泊日
土曜日・祝日

大人・子供 同額

6名一室 利用時 $200 $220

7名一室 利用時 $190 $210

8名一室 利用時 $180 $190 

1泊2日 ツアー代金 一人あたり(SGD) 延泊代金 一泊 一人あたり(SGD)

子供 2歳未満 $65 子供 2歳未満 無料

ゴルフパッケージ
Palm Spring Selling 
のスペシャルパッケージ
が出ました！ゴルフも堪
能したい！という方は是
非、ご一緒にお申し込み
ください♪

Palm Spring Selling スペシャルパッケージ（31DEC2020まで）

平日（月～金） 土曜日 日曜＆祝日

All day 06:30 – 12:00 After lunch 06:30 – 12:00 After lunch

SGD90 SGD175 SGD155 SGD140 SGD120

含まれるもの： 18ホールグリーンフィー・2名様毎のバギーとキャディー・ゴルフ保険・ミネラルウォーター1本
モンティゴリゾート～ゴルフ場往復送迎


