
HISシンガポール支店 

高級ホテルでのスパ＆ディナープラン / 3泊4日プランの場合 

ラグジュアリークラスホテル、Intercontinental 
Asiana Saigonにて、3時間のエステとディナーを
優雅に楽しむのはいかがでしょうか？完全個室で
技術の高い極上のエステの後は、ホテル内のイタ
リアンに舌鼓を打ちながら、ゆったりと贅沢な時
間をお過ごしいただけます。 

シンガポール発 
(諸税の目安S$410)  
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。 
日付 スケジュール 食事 

Day1 
SQ406便 17:10シンガポール発 - デリー20:10着 
着後、現地係員がホテルへご案内します。                                    デリー泊                   

Day2 

朝：「デリー観光」へご案内 
■世界遺産クトゥブ・ミナール（入場） ■世界遺産フマユーン廟（入場） ■インド門・大統
領官邸（下車）■タンドリーチキンの昼食 ■紅茶屋（3種類の試飲つき） ■世界遺産レッド
フォート（外観のみ）■オールドデリー（サイクルリクシャー乗車） ■民芸品店 
その後、ジャイプルへ（陸路/約６時間） 
夜：ホテル内レストランにて夕食をお楽しみ下さい。            ジャイプール泊 

朝 
昼 
夕 

Day3 

朝：「ジャイプル観光」へご案内 
■アンベール城**（象のタクシー乗車体験） ■風の宮殿（外観） ■シティパレス（入場） 
■宝石工場 ■世界遺産ジャンタル・マンタル（入場） ■ラジャスターン地方カレーの昼食 
■ラジャスターンテキスタイル店 
その後、アグラへ（陸路/約６時間）  
途中、■世界最大規模の階段井戸 チャンドバオリ (入場） 立ち寄り 
夜：ホテル内レストランにて夕食をお楽しみ下さい               アグラ泊 

朝 
昼 
夕 

Day4 

朝：「アグラ観光」へご案内 
■世界遺産アグラ城（入場） ■世界遺産タージ・マハル*（入場） ■北インド定食ターリー
の昼食 ■大理石工場 
カーンマーケット or コンノートプレイス立ち寄り、その後◎紅茶屋へ御案内 (3種の試飲付) 
その後、日本語ガイドとともにデリー空港へ（陸路/約５時間） 
デリー発、空路帰国の途へ 
SQ403便 デリー21:55発 –   機中泊 

朝 
昼 
 

Day5 シンガポール06:10着  ご到着後解散となります 

有効期限 2018年09月30日 

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

【最寄駅】タンジョンパガ－駅 （A出口すぐ 新しいショッピングモ－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 



①７つの世界遺産を満喫（レッドフォートは外観のみ）  
②名物料理を含む全８回の食事つき 
③アンベール城では象のタクシー乗車体験つき   
④紅茶ボックスのプレゼント(大人のみ) 
⑤デリー空港からデリー空港までスルーガイドがご対応 
⑥５日間で北インドの人気３都市に滞在 

⑦HISならデリー観光で「サイクルリクシャーでのオールドデリー散策」つき  

ダルマワンサ支店  
月～土： 10:00～18:00  / 日・祝 休み 021-7278-4671 

お好みのホテル をご選択ください 3泊5日ツアー代金1名様あたり 
TOUR FEE FOR 5D3N 

ホテル 
種類 

デリー泊 アグラ泊 
ジャイ 
プール泊 

出発日 
大人2名1室 
大人3名1室 
TWN/DBL/TPL 

一人旅 
大人1名1室 

SGL 

子供 
ベッド有 
CHD with 

BED 

子供 
ベッド無 
CHD no BED 

スーペリア スーペリアクラスホテル ☆☆☆ 
01APR-31JUL18 1200 1670 1150 1060 

01AUG-30SEP18 1260 1760 1200 1100 

デラックス 
デラックスクラスホテル 

☆☆☆☆ 

01APR-31JUL18 1320 1860 1250 1140 
01AUG-30SEP18 1340 1900 1270 1160 

ヒルトン系 
ヒルトン 
ガーデン 
イン 

Wツリー ヒルトン 
01APR-31JUL18 1380 1970 1300 1190 
01AUG-30SEP18 1400 2010 1330 1200 

タージ系 
タージ 
パレス 

ゲート 
ウェイ 

ジャイマハ 
パレス 

01APR-15APR18 1660 2500 1570 1410 

16APR-28SEP18 1540 2250 1450 1310 

29-30SEP18 1640 2440 1550 1380 
※別途燃油サーチャージ・空港税が約S$45.00/1名様かかります。 
※インド入国には査証が必要です。弊社での代行は別途$150/1件、約10日間必要(パスポートお預かり)となります。 
観光ビザ電子発給制度(Tourist Visa on Arrival(TVoA) enabled with Electronic Travel Authorization(ETA))も可能です。 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 
出発日の30日前から最低5日前までに申請が必要です。申請代金USD60.00(予告なく変更なる場合もございます) 
※一部ホテルでは3名様1室が出来ない場合がございます。 

【注意事項】※寺院にはノースリーブや短パンでの入場が出来ません。肌の露出にはご注意ください。※他の国に比べ、鉄道・飛行機など定時運
航の確率が低いです。また天候などでスケジュールが変動する場合がございます。現地ガイドが状況にに併せてご案内いたします。個人的サービ
スを受けた場合は、1回約10ルピーがチップとして必要です。ほとんどのホテルやレストランで10％のサービス料が料金に含まれていますが、含
まれていない場合は、10％が基本となります。 
※世界遺産タージ・マハルは金曜日がCLOSEとなります。 

絶対に押さえたい人気3都市を周遊!  
■プラプラ雑貨や洋服をデリーで山買い■ 

◎激安アクセの宝庫 ピンクシティ・ジャイプール◎ 
★アグラで世界遺産、タージマハルを堪能★ 

9WK350 

含まれてるもの 往復航空券、ホテル宿泊、空港～ホテル往復送迎、日程表内の観光・食事、日本語ガイド 

含まれてないもの 
○燃料税/出国税  (諸税の目安：S$45)  
 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。 
○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。  

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] 
 ご出発31日前～16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15日前～：払い戻し不可（100%) 
TAJ系ホテルおよびピークシーズンは規定が厳しくなります。ご予約時にご案内します。 

 利用予定ホテル【スーペリアクラス】下記のホテルのいづれかとなります。           ***3名一室ができないホテル 

デリー ジャイプール アグラ 
・ハンズ/・コンノート/・コンフォートイン・アネハ 
・シェルバニ・ネールプレイス/オークランド/ 
・コーラス/・シティーパーク/・ベルベット・アップル 
・アショカ・カントリーリゾート 
・パークランド・サフダルジャング/・カスピア ホテル 
または同等クラスホテル 

・パークイン/・ロイヤルオーキッドセントラル 
・クラークス・アメール/・KKロイヤル 
・リブラ/ゴールデンマノア/・べラカサ 
・コンフォートイン・ハワーマハル/・ヴェスタイ
ン/・ラディソンジャイプールシティセンター 
または同等クラスホテル 

・アマル/・グランド・インペリアル/・タージリゾート 
・クリスタルイン/・タージイン/・アトゥルヤ タージ 
・セブンヒルズタワー/・ハワードプラザ 
・ヤムナービュー/・クラークス・シラーズ 
・マンシン・パレス 
または同等クラスホテル 

 利用予定ホテル【デラックスクラス】下記のホテルのいづれかとなります。 

デリー ジャイプール アグラ 

・ザ・パーク/・ピカデリー ニューデリー/・ザ・グラン
ド***/ヒルトン・ガーデンイン/・クラウンプラザ・
ニューデリー・オクラ/・ル・メリディアン/・ITCウェル
カムホテル/・ザ・クラリッジス/・ザ・メトロポリタン 
・ハイアット・リージェンシ*** 
・ラディソンブルー・ドワルカ/・タージ ディプロマ
ティック エンクレイブ 
または同等クラスホテル 

・マンシンタワー/・ラマダ/・マンシン 
・ル・メリディアン/・レモンツリープレミア 
・ザ・ファーン/・トライデン*** 
・ITCラジプタナ/・フォーポインツ・シェラトン 
・ジャイマハルパレス/・マリオット/ 
・フェアモント/・ロイヤルオーキッド 
または同等クラスホテル 

・ジェイピー・パレス/・ザ・ゲートウェイ/・ラディソン 
・トライデント***/・ITC ムガル・ラグジュアリーコレ
クション/・ウィンダムグランド/・コートヤードマリオッ
ト 
・ラマダプラザ/・フォーポインツ バイ シェラトン 
または同等クラスホテル 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

