
H.I.S.シンガポール支店 2020年09月30日泊まで



シギリヤロック ダンブッラ

ゴール キャンディ

ポロンナルワ ヌワラエリア

ミンネリア国立公園 アヌーラダプラ

5世紀後半に造られた、高さ約200ｍの
岩の宮殿。芸術的なフレスコ画が残る。

紀元前1世紀頃から続く石窟寺院が5つ
あり、仏像の数は圧巻です。

海外貿易の拠点として栄え、欧米列強に
よる統治の後が街中に残る。

釈迦の歯を祀る仏歯寺を中心にペラヘラ
祭りなど仏教徒憧れの聖地。

11世紀頃から都がおかれた場所。仏教
芸術の傑作が多く残る。

グリーンの絨毯を敷き詰めたような茶畑
が見渡す限り続く一大紅茶産地。

のびのびと草を食むゾウの壮大な群れは
感動！乾季は8-9月となり、象以外に
爬虫類・鳥類・魚類なども種類豊富。

紀元前5世紀頃～10世紀まで栄えた、シ
ンハラ王朝最古の都。2300年前にインド
から運ばれた菩提樹の分木がある。



世界の建築家から敬愛される奇才・バワ。可能な限り自然と共生をし、
『インフィニティープール』を世界で初めて取り入れたりと

ユニーク且つ独創的な発想が人気のリゾートをご紹介いたします。

【ダンブッラ】
ヘリタンスカンダラマ

【ネゴンボ】
ジェットウィングビーチ

【ゴール】
ジェットウィングライトハウス

【ワッドゥワ】
ブルーウォーター

ジャングルの中に建てられ、自然と人工物であるホテ
ルとの一体化を目指した、ジェフリーバワによる設計の
リゾートホテルです。外観はもちろん、インテリアや、
アートコレクションなど、バワの多くのこだわりが感じら
れます。廊下にある岩や、カンダラマ湖に続いているか
のようなプールに浮かびながら臨むことの出来るシギ
リヤロックが見物です。

やしの木に囲まれ全客室テラス付のオーシャンビュー
が美しいラグジュアリーホテルです。シックなインテリア
のモダンダイニングは味にも定評があり！アメニティは
リサイクル可能な容器を使用するなど環境面への配慮
も忘れていない。

ジェフリーバワの設計で、その外観は船の形をしており、
海に面して横長に建てられています。ゴールの中心部
から約2kmに位置し、要塞の様な石造りのエントラン
スを進むと螺旋階段が現れ、その上にはインド洋が広
がる。バワはここから眺める夕陽を愛し、テラスの椅子
に腰かけてインド洋の力強さ、スリランカの歴史、そし
て夕切れの静寂を堪能していたという。

バワが最後に辿り着いたのは、穏やかな海に面した
ワッドゥワの土地。直線が作るシンプルなシルエットの
向こうには真っ青な海が広がり、静謐な雰囲気に満ち
溢れている。バワが永眠したのち、2013年には弟子
のチャンナにより新館がオープン。バワの遺志を受け
継ぎ、生まれたデザインを比べてみるもの興味深い。



日付 日程 宿泊地 食事

DAY1
空路にて現地到着後、現地係員と共にホテルへ
ホテルチェックイン

ネゴンボ なし

DAY2

早朝：ピンナワラへ移動
ピンナワラ観光（●象の孤児院にて象のミルクやり体験、水浴び鑑賞）
午後：キャンディへ移動
夕方：【世界遺産】キャンディ市内観光
（●仏歯寺、◎キャンディマーケット、●キャンディダンス見学）
夜：ホテルチェックイン

シギリヤ 朝・昼・夕

DAY3

朝：シギリヤロックへ移動
【世界遺産】シギリヤロック観光
（◎シギリヤレディ壁画、◎ライオンテラス、◎王宮跡等）
昼：スパイスガーデンへ立ち寄った後、ダンブッラへ移動
【世界遺産】ダンブッラ石窟寺院観光
（黄金に輝く仏像群と美しい壁画が圧巻の黄金寺院）
その後、空港へ移動。空港にてチェックインを。

機内泊 朝・昼・夕

DAY4 空路にてシンガポールへ。

往路

UL307 09:45-11:05

UL303 15:00-16:20

UL309 19:50-21:10

復路

UL306 01:10-07:40

要
延
泊

UL302 07:25-13:05

UL308 12:05-18:30

2泊4日PM ツアー代金/4Days2Nights PM Package Tour Price

ホテル Hotel
ご滞在日 Stay Period

2020年07月15日～08月15日期間の
ご宿泊はお取消規定が異なります。

1人旅
Single

2名1室
Twin/DBL

子供
ベッド有

CHD
w/Bed

子供
添い寝
CHD

no Bed

スタンダードクラスホテル
STANDARD CLASS HOTEL

下記以外 1250 880 490 480

2020/07/01 - 2020/08/31 1330 930 510 500

デラックスクラスホテル
DELUXE CLASS HOTEL

下記以外 1380 1100 580 570

2020/07/01 - 2020/08/31 1480 1160 600 590

ラグジュアリークラスホテル
LUXURY CLASS HOTEL

下記以外 1490 1240 650 640

2020/07/01 - 2020/08/31 1610 1310 670 660

3つの世界遺産を駆け足で巡る
シンガポールならではのプランです。
初日は夜発利用のプランです。

都市/クラス ラグジュアリー デラックス スタンダード

ネゴンボ
ジェットウイングビーチ ジェットウイングラグーン ペガサスリーフ ゴールディサンズ ラマダカトゥナヤケ ホテルＪ

ジェットウイングブルー ジェットウイングシー クラブホテルドルフィン パームビレッジ ゴールデンスタービーチ

コロンボ

シナモングランド キングスバリー ゴールフェイスホテル カーサコロンボ グランドオリエンタル オメガリージェンシー

シナモンレイクサイド タージサムドラ ラマダコロンボ コロンボコートヤード パールグランド グローバルタワーズ

ヒルトンコロンボ ガラダリ シーマックス レヌカホテル アルフレッドアコモデーション

コロンボシティホテル

シギリヤ
ダンブッラ

ヘリタンスカンダラマ シナモンロッジ ティランカリゾート＆スパ グリーンパラダイス エデンガーデン サウンターパラダイス

ジェットイングヴィルウヤナ エレファントコリドー ソロッワ チャーウビレッジ カッサパライオンズロック ペルベヘラビレッジ

シギリヤヴィレッジ アリヤリゾート＆スパ フレスコウォーターヴィラ アクミーホテル

ホテルシギリヤ ロイヤル リトリート

アマヤレイク

キャンディ

アールズリージェンシー シナモンシタデル ツリーオブライフ ランドーリ デボン トパーズ

マハウェリリーチ グランドキャンディアン ティランカリゾート（キャンディ） トルマリン スイスレジデンス セナニ

アマヤヒルズ アールズリージェント ヒルトップ ホテルスイス

クイーンズ エメラルドヒル

記載のツアー代金は、
復路：UL306便利用となります。

UL302＆UL308便をご希望の際は、
ホテルの延泊が必要となりますので、

担当スタッフまでお気軽に
お問い合わせ下さい。



日付 日程 宿泊地 食事

DAY1

空路にてUL307便にて現地到着後、現地係員と共にシギリヤへ
夕方【世界遺産】ダンブッラ石窟寺院観光
（黄金に輝く仏像群と美しい壁画が圧巻の黄金寺院）
ホテルチェックイン

シギリヤ 夕

DAY2

朝：シギリヤロックへ移動
【世界遺産】シギリヤロック観光
（◎シギリヤレディ壁画、◎ライオンテラス、◎王宮跡等）
午後：キャンディへ移動
夕方：【世界遺産】キャンディ市内観光
（●仏歯寺）
夜：ホテルチェックイン

キャンディ 朝・昼・夕

DAY3

早朝：ピンナワラへ移動
ピンナワラ観光（●象の孤児院にて象のミルクやり体験、水浴び鑑賞）
午後ゴールへ移動
夕方：【世界遺産】ゴール要塞都市観光
（◎時計塔、◎オランダ教会、◎灯台、伝統工芸ボビンレース店）
その後、空港へ移動。空港にてチェックインを。

機内泊 朝・昼・夕

DAY4 空路にてシンガポールへ。

４つの世界遺産を駆け足で巡る
シンガポールならではのプランです。
初日は朝発利用のプランです。

2泊4日AM ツアー代金/4Days2Nights AM Package Tour Price

ホテル Hotel
ご滞在日 Stay Period

2020年07月15日～08月15日期間の
ご宿泊はお取消規定が異なります。

1人旅
Single

2名1室
Twin/DBL

子供
ベッド有

CHD
w/Bed

子供
添い寝
CHD

no Bed

スタンダードクラスホテル
STANDARD CLASS HOTEL

下記以外 1390 950 530 520

2020/07/01 - 2020/08/31 1470 1000 550 540

デラックスクラスホテル
DELUXE CLASS HOTEL

下記以外 1520 1170 620 610

2020/07/01 - 2020/08/31 1620 1230 640 630

ラグジュアリークラスホテル
LUXURY CLASS HOTEL

下記以外 1630 1310 760 750

2020/07/01 - 2020/08/31 1750 1380 780 770

含まれてるもの 往復航空券、ホテル宿泊、日本語ドライバー、車両、記載の観光と食事

含まれてないもの
○燃料税/出国税 (諸税の目安：S$365/UL)
諸税は変動する可能性がございます。ご予約時に再度ご確認下さい。

注意事項

○ツアー、オプショナル代金の子供代金は2～12歳未満のお子様で、
大人2名様と同室同伴のお子様に適用できます。添い寝は１部屋につき１名様のみです。

○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き2ページ以上が必要と なります。

○スリランカは査証（VISA）が必要な国となります。

スリランカビザの詳細はこちら
http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=ja_JP

ご取得後、Confirmation Code をお知らせくださいませ。
空港でのアライバルビザをご取得予定の際はその旨ご教示くださいませ。

キャンセル規定

[ご予約金(デポジット)]
ご予約後、航空券の発券期限までにご予約金(デポジット)をお支払いください。
航空券発券後は、ご予約金（デポジット）は払い戻し不可となります。

[お取消料]
2020/07/01 - 2020/08/31期間：40日前～：払い戻し不可
その他期間：
ご出発35日前～25日前まで：ご請求額からご予約金を差し引いた金額の50％
ご出発24日前～：払い戻し不可（100%)

http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=ja_JP


日付 日程 宿泊地 食事

DAY1
空路にて現地到着後、現地係員と共にホテルへ
ホテルチェックイン ニゴンボ泊

DAY2

早朝：ダンブッラへ移動
【世界遺産】ダンブッラダンブッラ石窟寺院観光
午後：ホテルにてチェックイン
●オプショナルをご用意しております●
夜：ホテルへチェックイン シギリヤ泊

朝・昼・夕

DAY3

早朝：シギリヤロックへ移動
【世界遺産】シギリヤロック観光
（◎シギリヤレディ壁画、◎ライオンテラス、◎王宮跡等）
昼：キャンディへ移動
途中ノリタケショップを訪問いたします。
※ノリタケショップは日曜、祝日はお店が閉まっている為、
その際はスパイスガーデンへご案内させていただきます。

【世界遺産】キャンディ市内観光
（仏陀の歯を納める●仏歯寺、◎キャンディマーケット、キャンディアン
ダンス見学）
夜：ホテルへチェックイン キャンディ泊

朝・昼・夕

DAY4

朝：ピンナラワへ移動
ピンナワラ観光（愛らしい象のミルクやりや水浴び風景が見られる●象の
孤児院）
午後：ゴールへ移動
【世界遺産】ゴール要塞都市観光
（◎時計塔、◎オランダ教会、◎灯台、伝統工芸ボビンレース店）

その後、空港へ移動。空港にてチェックインを。 機内泊

朝・昼・夕

DAY5 空路にてシンガポールへ。

３泊かけてじっくり観光
スリランカ旅の王道プラン。

大人(1人参加)：SGD140

大人(2人以上)：SGD120

お子様(大人2以上と同行)
：SGD60

大人(1人参加)：SGD190

大人(2人以上)：SGD130

お子様(大人2以上と同行)
：SGD90

3泊5日PM ツアー代金/5Days3Nights PM Package Tour Price

ホテル Hotel
ご滞在日 Stay Period

2020年07月15日～08月15日期間の
ご宿泊はお取消規定が異なります。

1人旅
Single

2名1室
Twin/DBL

子供
ベッド有

CHD
w/Bed

子供
添い寝
CHD

no Bed

スタンダードクラスホテル
STANDARD CLASS HOTEL

下記以外 1430 1070 580 520

2020/07/01 - 2020/08/31 1540 1130 600 540

デラックスクラスホテル
DELUXE CLASS HOTEL

下記以外 1540 1170 620 570

2020/07/01 - 2020/08/31 1680 1250 640 590

ラグジュアリークラスホテル
LUXURY CLASS HOTEL

下記以外 1770 1410 820 800

2020/07/01 - 2020/08/31 1940 1500 840 820

オリジナルプラン
もHISにお任せ
ください!!!

ヌワラエリヤ、ヤーラ国立公園等その他記載以外の場所、
また別のご旅程等のアレンジも可能です。
現地支店に確認をする必要がありますので、
ご希望の行程をご教示くださいませ。



スリランカ トラベルインフォメーション

物価･両替
両替は現地の空港で。街中ではUSD・クレジットカードでの買い物も出来るのであまり両替しすぎなくても大
丈夫。SGD1＝100スリランカ ルピー ミネラルウォーター1本30ルピーが相場。

体調・気候
1年間を通して高温多湿なスリランカ。日差しも強いので、遺跡観光ではバテテしまいがち。冷たいものを飲
みすぎて体調を崩さないようにご注意ください。

服装・
マナー

いくつかの寺院では首から下、膝より上の肌の露出が禁止されています。肌を隠せるスカーフなどをご持参く
ださい。（長袖長ズボンは暑すぎるのであくまで羽織るものをご用意ください。）シギリヤは長時間階段を登
るため、歩きやすい靴、帽子、日焼け止めが必須です。寺院観光の際は履物を脱ぐことが求められます。

日付 日程 宿泊地 食事

DAY1

空路にてUL307便にて現地到着後、現地係員と共にシギリヤへ
午後：ホテルにてチェックイン
●オプショナルをご用意しております●
夜：ホテルにて夕食をお召し上がりください。

シギリヤ泊

夕

DAY2

早朝：ダンブッラへ移動
【世界遺産】ダンブッラダンブッラ石窟寺院観光
午後：ホテルにてチェックイン
●オプショナルをご用意しております●
夜：ホテルにて夕食をお召し上がりください。 シギリヤ泊

朝・昼・夕

DAY3

早朝：シギリヤロックへ移動
【世界遺産】シギリヤロック観光
（◎シギリヤレディ壁画、◎ライオンテラス、◎王宮跡等）
昼：キャンディへ移動
途中ノリタケショップを訪問いたします。
※ノリタケショップは日曜、祝日はお店が閉まっている為、
その際はスパイスガーデンへご案内させていただきます。

【世界遺産】キャンディ市内観光
（仏陀の歯を納める●仏歯寺、◎キャンディマーケット、キャンディアン
ダンス見学）
夜：ホテルへチェックイン キャンディ泊

朝・昼・夕

DAY4

朝：ピンナラワへ移動
ピンナワラ観光（愛らしい象のミルクやりや水浴び風景が見られる●象の
孤児院）
午後：ゴールへ移動
【世界遺産】ゴール要塞都市観光
（◎時計塔、◎オランダ教会、◎灯台、伝統工芸ボビンレース店）

その後、空港へ移動。空港にてチェックインを。
機内泊

朝・昼・夕

DAY5 空路にてシンガポールへ。

シギリヤ2連泊で無理のないプラン。
ホテル滞在も楽しみたい方はこちら。

3泊5日AM ツアー代金/5Days3Nights AM Package Tour Price

ホテル Hotel
ご滞在日 Stay Period

2020年07月15日～08月15日期間の
ご宿泊はお取消規定が異なります。

1人旅
Single

2名1室
Twin/DBL

子供
ベッド有

CHD
w/Bed

子供
添い寝
CHD

no Bed

スタンダードクラスホテル
STANDARD CLASS HOTEL

下記以外 1460 1190 610 500

2020/07/01 - 2020/08/31 1570 1260 630 520

デラックスクラスホテル
DELUXE CLASS HOTEL

下記以外 1600 1300 660 570

2020/07/01 - 2020/08/31 1740 1380 680 590

ラグジュアリークラスホテル
LUXURY CLASS HOTEL

下記以外 1790 1480 840 800

2020/07/01 - 2020/08/31 1960 1580 860 820



日付 日程 宿泊地 食事

DAY1

空路にてUL307便にて現地到着後、現地係員と共にシギリヤへ
午後：ホテルにてチェックイン
●オプショナルをご用意しております●
夜：ホテルにて夕食をお召し上がりください。
ホテルチェックイン シギリヤ泊

夕

DAY2

午前：ダンブッラへ移動
【世界遺産】ダンブッラダンブッラ石窟寺院観光
午後：自由行動
●オプショナルをご用意しております● シギリヤ泊

朝・昼・夕

DAY3

早朝：シギリヤロックへ移動
【世界遺産】シギリヤロック観光
（◎シギリヤレディ壁画、◎ライオンテラス、◎王宮跡等）
午前：ノリタケショップまたはスパイスガーデンへ立ち寄り後、
キャンディへ移動
【世界遺産】キャンディ市内観光
（仏陀の歯を納める●仏歯寺、◎キャンディマーケット）
夜：ホテルへチェックイン キャンディ泊

朝・昼・夕

DAY4

朝：紅茶工場見学（茶葉摘み体験、世界的にも有名なスリランカ産の紅茶
のテイスティング付き）※雨天、日祭日は茶摘体験が難しい場合も御座います。
午前：ピンナラワへ移動
ピンナワラ観光
（愛らしい象のミルクやりや水浴び風景が見られる●象の孤児院）
午後：コロンボへ移動
コロンボ市内観光（◎パラダイスロード、◎シーマーマラカヤ寺院、◎
ゴールフェイスグリーン、◎インディペンデントSQ、◎ダッチホスピタ
ル＜ショッピング＞、B.M.I.C.H 、古い国会議事堂、）
夕食：レストランにて各自お召し上がりくださいませ。
夜：ホテルへチェックイン コロンボ泊

朝・昼

DAY5

午前：老舗シッダレパにて60分のアーユルヴェーダマッサージ
（※シロダーラは時間の都合上施術できません）
午後：ゴールへ移動
【世界遺産】ゴール要塞都市観光（◎時計塔、◎オランダ教会、◎灯台、
海がめセンター、伝統工芸ボビンレース店）
その後、空港へ移動。空港にてチェックインを。 機内泊

朝・昼・夕

DAY6 空路にてシンガポールへ。

アーユルヴェーダーとセイロン紅茶
コロンボ観光付の大満喫決定版です。

4泊6日AM ツアー代金/6Days4Nights AM Package Tour Price

ホテル Hotel
ご滞在日 Stay Period

2020年07月15日～08月15日期間の
ご宿泊はお取消規定が異なります。

1人旅
Single

2名1室
Twin/DBL

子供
ベッド有

CHD
w/Bed

子供
添い寝
CHD

no Bed

スタンダードクラスホテル
STANDARD CLASS HOTEL

下記以外 1590 1240 570 530

2020/07/01 - 2020/08/31 1720 1310 590 550

デラックスクラスホテル
DELUXE CLASS HOTEL

下記以外 1760 1330 640 610

2020/07/01 - 2020/08/31 1930 1420 640 610

ラグジュアリークラスホテル
LUXURY CLASS HOTEL

下記以外 2020 1600 910 880

2020/07/01 - 2020/08/31 2220 1700 920 890

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


