
シンガポール発 

Perth 

Flight Schedule/フライトスケジュール 食事 

Day 1 

【シンガポール航空】 
SQ213便 07:55 シンガポール発 – 13:10 パース着 
SQ223便 09:25 シンガポール発 – 14:40 パース着 
SQ215便 19:40 シンガポール発 –  00:55 パース着 

 

 
着後係員と共にホテルへ 

Transfer to Hotel with assistant                                               

機内食
flight 

 

Day 2 終日自由行動 /  Free and Easy 
オプショナルツアーでお楽しみ下さい. 

 

朝食 
Breakfast 

 

Day 3 終日自由行動 /  Free and Easy 
オプショナルツアーでお楽しみ下さい. 

 

朝食 
Breakfast 

Day 4 

 【シンガポール航空】 
SQ226便 15:30 パース発 – 20:45 シンガポール着 
SQ214便 17:30 パース発 – 22:45 シンガポール着 
SQ216便   15:30 パース発 – 20:45 シンガポール着 

 

ご出発時間まで自由行動。 
係員と共に空港帰国の途へ 
Free time till departure,  

transfer to airport with assistant 

朝食 
Breakfast 

※フライトスケジュールは航空会社の都合により予告なく変更になる場合がございます。最新の情報はご予約時にご確認ください。 

含まれてるもの 朝食、ホテル宿泊、往復航空券、現地空港－ホテル間往復送迎 

含まれてないもの 

○燃料税/出国税  (諸税の目安：カンタス航空S$540 / シンガポール航空S$450)  
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。 
○VISA – ETA ツアーをお申し込みのお客様には代行手配をしております。パスポートコ
ピーとご住所をスタッフまでお知らせ下さい。 

キャンセル規定 
原則として手配を完了しお客様へ旅程の確認をさせて頂いたあと、航空券の発券期日までに
航空券を発券致します。ご出発日に関わらず、航空券発券後のキャンセルの場合、キャンセ
ル料金が100％となり、その後の返金はできませんので、予めご了承下さい。 

ラグジュアリークラス 

Two-Bedroom Pool Villa 

★★★★★ 
 

街の中心から歩いて10分の立地。観光にも
ショッピングにも非常に便利なホテルです。
日本語スタッフも駐在。旧シェラトンパース。 

パンパシフィックパース 

HISシンガポール支店 

日程 スケジュール/Schedule 食事 Meal 

15FEB 
 シンガポール07:40発 -  パース 12:55着 (約5時間)  到着後、現地係員がホテルへご案内 
 SQ213 Singapore 07:40 – Perth 12:55    Transfer to hotel with HIS guide. 

- 

16FEB 
   終日：自由行動 / Free & Easy plan  *オプショナルツアーをお楽しみください 

朝食 

17FEB 朝食 

18FEB 
 出発まで自由行動  現地係員が送迎車にて空港へご案内  
 パース17:30発 - シンガポール22:45着    
 Free time until departure. Transfer from hotel to Airport with HIS guide assist. SQ214  Perth17:30–Singapore22:45 

朝食 

確保中 

確保中 

確保中 

ホテル 

コンベンションセンター、ゴルフ場、そしてカジノを
併設する滞在型ホテル。パースのシティから車で
約10分の郊外に建つピラミッド型のデラックスク
ラスホテル。◆Wi-Fi 客室・公共エリア有料 オーストラリア 

最大級のリゾート。 

ホテル 

街の中心部、ヘイストリートモール東側にあるブ
ティック調ホテル。ピナクルズやウェーブロックへ
のツアー発着所に近く、シティ滞在派にお勧めの
ホテル。プール付き。どこに行くにも非常に便利
のいいホテル。★Wi-Fi 客室有料 

街の中心から徒歩約10分。 

ラングレーパーク・スワンリバーも歩いてすぐと大
変便利な立地のホテル。全館禁煙。 
★Wi-Fi 客室/公共エリア有料 

おすすめホテル 

ヘイストリートモール東端から歩いて5分。
ピナクルズやウェーブロックへのオプショ
ナルツアー発着所もすぐ近く。シティ滞在
されたい方には便利なホテル。 
★Wi-Fi 客室有料 
大人2名+子供2名宿泊可能 

おすすめホテル 

街の中心から徒歩約10分。ラングレー
パーク、スワンバレーも歩いてすぐと
大変便利な立地のホテル。お子様2名様
添い寝で宿泊できます。 
★Wi-Fi 客室有料 
大人2名+子供2名宿泊可能 
 

シンガポール航空 直行便利用 住みやすい街・美しい街  



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） 

HISシンガポール支店  
年中無休（10:00-19:00） sin.info@his-world.com 

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

【ピナクルズ4WDツアー】 大人AUD215 / 子供AUD120 08:00 - 19:30 
カバーシャムワイルドライフパークにてコアラ・ウォンバット・カンガルーとの触れ合
いビーチへの立ち寄り、ランチ、ピナクルズ見学とランセリン砂丘にて4WD走行とサン
ドボーディングが出来る大人気ツアー！安全上、幼児またドライバーの判断で小さいお
子様など（５歳未満のお子様のご参加はお勧め致しておりません。）、４ＷＤで砂丘に
乗り込む行程では、一旦ツアーバスを下車し保護者とお待ち頂くことになります。この
際、砂すべりのご参加もできません。     ※英語ガイドツアー 【CODE：PPI4P】 

【ロットネス島ツアー】  おまかせ 日本語ガイド バスツアー＆ランチ  
大人AUD215 / 子供AUD107 07:00 – 18:00   
特別自然保護区に指定されているロットネス島へのツアー。日本語ガイドのバスツ
アーで今話題のクオッカにも会えます! 12月-3月は澄み切った海で海水浴も楽しめ

ます。                          【CODE:PJROB】 

混み合うこと間違いなし！ 
出来るだけお早めに 
  お申し込みください。 

【半日ワイナリーツアー】   大人AUD70 / 子供AUD45 12:00頃 -  17:15 
パース近郊のワインの名産地スワンバレーへ！3箇所のワイナリーでのワインテイスティ
ング・ビール工場、さらにチョコレート工場にも立ち寄ります。  
試飲プラス試食三昧！！！ お昼からのツアーなので、朝ゆっくりされたい方、時間がな
い方にもぴったりです。 ワイン好きにはもちろん、お子様でも楽しめる内容。 
                               【CODE:PSVHD】 

【モンキーマイア フライトツアー】   大人S$1120 子供S$560 06:00 -  17:45 
モンキーマイアまで860kmをひとっとび！チャーター機利用でパースから海岸線を北上しモ

ンキーマイアへ。野生のイルカの餌付けに成功した場所として有名で、人なつっこいイルカ
が浜辺までやってくるかも？レンジャー（監視員）から選ばれた方は、イルカに直接餌をあ
げることができます。空から見る海岸線はまるで映画の一シーンのように美しいです。 

【サンセットピナクルズ】  大人 AUD245 / 子供AUD145  13：00 – 23:30 
大自然を駆け抜けてみたことも無い不思議世界へ！夕日にに照らされるピナクルズは神秘
的。 途中コアラ見学、美味しいディナー、さらにディナーの後は、星空鑑賞へご案内。
内容充実、必ずご満足いただける自慢のツアーです。 

お子様や朝が苦手な方でも嬉しい午後出発                 【CODE:PSUNP】 

【オージーアニマルとワイナリーツアー（午前）】  
大人AUD107 / 子供AUD55 08:00 – 12:30    
最終日におすすめ！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
撮影！途中、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。                           【CODE:PCAVC】    

3泊4日 ツアー代金 お一人様あたり 大人1名1室 大人2・3名1室 子供 
ベッド有 

CWB 

子供 
ベッド無 

CNB ご宿泊ホテル お部屋種類 SINGLE TWIN/TRIPLE 

   グレート サザン ホテル 
 The Great Southern Hotel    

お部屋指定無し 1070 910 770 590 
   メルキュール パース 
    Mercure Perth 

スタンダードルーム 1290 1040 860 620 
   パンパシフィック パース 
    Pan pacific Perth 

デラックスルーム 1510 1180 960 640 
※スタンダードクラスホテルは4名一室不可。 
※大人2名+子供2名(1名ベッド有、1名ベッド無)で一室利用は不可。子供2名様とも添い寝の場合は一室で宿泊が可能です。 
その他のホテルも取り扱いございます。ご希望の場合はお問い合わせください。 

※このツアーの最少催行人数は10名です。 
※上記の代金に別途大人s$450.00/1名、子供s$385.00/1名 燃油サーチャージ・空港税が必要となります。 
※上記代金に、シンガポール航空往復航空券、ホテル3泊、朝食、空港-ホテル間の往復送迎、日本語ガイドが含まれます。 
※ご予約金としてお一人様S$200ご入金お願いします。ツアー催行確定後は払い戻し不可(担当者よりツアー確定の可否をご案内致
します。)   
※ご出発の60日前から50％,40日前から100%のキャンセル料が発生します。 
※ETASビザ代行申請無料。パスポートの顔写真のページコピーをお渡しください。 
※ベッドタイプの確約および事前座席指定ははできませんので予めご了承ください。 
※フライトスケジュールは予告なく変更となる場合がございます。 


