
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

日次 スケジュール 

① 

関西空港 11:00 発     デンパサール 17：10 着 <ＧＡ883>                 

着後、混載車にてホテルへ。 
＜バリ島 泊＞ 

② 

ホテルにて朝食。 
終日自由行動 
おすすめのオプショナルツアーをご用意しております。 

＜バリ島 泊＞ 

③ 

ホテルにて朝食。出発まで自由行動。 

※ チェックアウトのお時間は各ホテルによって異なります。 
詳しくは裏面をご覧ください。 

混載車にて空港へ 
 

④ 
デンパサール 00：40 発    関西空港 08：30 着 <ＧＡ882> 

到着後、解散。 お疲れ様でした。 

■利用航空会社／ガルーダ・インドネシア航空（ＧＡ） ■最少催行人員／2 名様          

■添乗員／同行しませんが、現地係員がお世話します。■食事条件／朝 2 回、昼 0 回、
夕 0 回 （機内食は除く）  ■空港税／関西空港 2,650 円 海外空港税 約 1,450 円  
燃油サーチャージ約 29,000 円は別途お支払いください。（2013 年 2 月 20 日現在）    
■インドネシア短期観光ビザ／US＄25 （当日関空にて支払い、機内にて取得） 
 

ご旅行代金（大人お 1人様）フリープラン 4日間 （2名様 1室ご利用時） 
※ご利用いただくホテル・お部屋タイプによりご旅行代金が異なります。 
燃油サーチャージ約 29,000円（2013年 2月 20日現在）、関西国際空港及び海外空港諸税及び査証取得代金は 
別途必要です。 

タナロット寺院 

海の守護神を祀るバリ島でも重要な６大寺院
の一つ。夕日の美しさから多くの観光客に人
気の観光スポット。また、最近寺院の近くでケ
チャックダンスの公演が行われるようになり、
これも観光客の人気の的となっています 

■ブサキ寺院  
バリ島 1 のパワースポット。大小 30 余りの
寺が建ち並ぶ巨大な寺院の複合体。 
 
 
 
■テガララン（ライステラス） 
バリ島を代表する風物詩、ライステラス。ウ
ブドらしい見事な棚田が見られるテガララン
では、素朴な景色と緑の青さに癒されます。 
 
 
 
■ティルタエンプル 
バリ島屈指のパワースポット。聖なる水の
湧き出るティルタエンプル。この水には病を
治癒する力があると信じられており、多くの
人々がこの寺院を訪れる。 
 
 

【おすすめの観光地】 

ウブド 

ウブドではネカ美術館などの芸術、王宮周辺で毎日開催されるバリ舞踊、

ライステラスで有名。 
 

ケチャックダンス 

上半身裸の大勢の男性が円陣を組んで「チ

ャッ、チャッ、チャッ」と奇声を発するバリ古

典舞踊の中でも最も有名なダンス。大勢の

男性のダンスに圧巻。 

 

■ウルワツ寺院 

バリ島 6 大寺院のひとつに数えられている

寺院。断崖の上に立つ。 



  
 
                  6 名様以上のお申込でご旅行代金からお１人様 2,000 円引き！卒業旅行にも☆ 

 
【ホテルのご案内】 
 

フェイブホテル  

【スミャック地区】 
スミニャックに 11 月オープンしたホテル。 

女性らしい可愛い色の館内。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 旅行条件(要約)  お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。                 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は、神姫バスツアーズ株式会社（姫路市西駅前町 1 番地 観光庁長官登録旅行業第 1938 号。以下「当社」
という。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契
約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発
前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（1）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込み下さい。お申込金は、旅行代金お支
払いの際差し引かせていただきます。 
（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起
算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。 
（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。 
（4）お申込金  

区分 申込金（おひとり） 

旅行代金が 30 万円以上 50,000 円以上旅行代金まで 
旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満 30,000 円以上旅行代金まで 
旅行代金が 15 万円未満 20,000 円以上旅行代金まで 

●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって２１日目に当たる日より前(お申し込みが間際の場合は当社が指定
する期日までに)お支払いください。 

●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。 

契約解除の日 取消料 

40 日目にあたる日以降 31 日目にあたる日まで 無料 旅行開始日の前日から 
起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降 3 日目にあたる日まで 旅行代金の 20% 
旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の 50% 
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の 100% 

●旅行代金に含まれるもの 
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈にないかぎりエコノミークラス）＊旅行日程に明示した観光の料
金(バス料金、ガイド料金、入場料金)＊旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（２人部屋に２人ずつ
の宿泊を基準とします）*旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金＊航空機による手荷物の運搬料金
＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコースがあります。また、一部の空港・ホテルではお客様自身で運搬し
ていただく場合があります）＊添乗員同行コースの同行費用 
これらの費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 

●旅行代金に含まれないもの 
前項のほかは旅行代金に含まれません、その一部を例示いたします。 
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報代、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、その他の追加飲食等個
人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊渡航手続費用＊お１人部屋を使用される場合の追加料金  
＊オプショナルツアー料金＊日本国内の空港施設使用料＊海外空港税＊燃油サーチャージ＊日本国内におけるご
自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・宿泊費＊旅行日程中の空港税等（但し、空港税等を含んでいる
ことをパンフレットで明示したコースを除きます。） 

●特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特
別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は
手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約款で定める範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 
・死亡補償金 2500 万円 ・入院見舞金 4～40 万円 ・通院見舞金 2～10 万円 
・携行品損害補償金お客様 1 名につき～15 万円（但し、補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします。） 

●保健衛生について 
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ http：//www.forth.go.jp/でご確認下さ
い。 
 

●旅券・査証について 
（日本国籍の方の条件です。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に御問い合
わせ下さい。） 

このパンフレット記載の旅行には有効期限が入国時 6ヶ月以上残っている旅券（パスポート）が必要です。また査証の取
得が必要です。ガルーダインドネシア航空をご利用の際は、到着までに機内にて取得いただけます。（お１人様 25 米ド
ル）＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券、査証取得はお客様の責任で行って下さい。これ
らの手続き等の代行については、販売店（当社）が渡航手続代行料金をいただいてお受けします。 

●海外危険情報について 
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があ
ります。海外渡航関連情報は外務省海外安全相談センター等で（TEL03-3580-3311  FAX ｻｰﾋﾞｽ 0570-023300 
URL:http://www.anzen.mota.go.jp/）、また、衛生状況に ついては、厚生労働省「海外渡航者の為の感染症情報 
URL:http://www.forth.go.jp などで、ご出発までに必ずご自身にてご確認ください。 

●海外旅行保険への加入について 
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費用等がかかることがあります。また、事故の場合、加害
者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障
害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険について
は、販売店の係員にお問合せ下さい。 

●空港諸税について 
渡航先の国又は地域によっては、その国の法律等により渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空港施設使用料、
税関審査料等）の支払いが義務付けられています。各コースに表示されている旅行代金には、空港税等は含まれてお
りませんので、別途お支払いが必要です。 
○販売店でお支払いただくもの：関西空港使用料、現地空港使用料・出国税 
○現地にてお支払いただくもの：特になし 

●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または最終日程表でお知らせする連絡先にご通
知下さい。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい） 

●個人情報の取扱について 
当社及び販売店は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のた
めに利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手
配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 
当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供するこ
とがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電
子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お
申込店に出発前までにお申し出下さい。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2013 年 2 月 20 日を基準としています。又、旅行代金は 2013 年 2 月 20 日現在の有効な運賃・規則
を基準として算出しています。 

お申込み・お問い合わせは・・・ 

 

 

※  

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。このご旅行契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく取扱管理者までお訊ね下さい。 

 

ホテル フェイブ 

ホテル 

ラマビーチ 

ホテル  

クラブ・ミラー
ジュ・バリ 

ハリス・リゾー
ト・クタビーチ 

ア ス ト ン ・ ク
タ・ホテル 

アヨディアリゾ
ート・バリ 

メリア・バリ 

部屋タイプ デラックス デラックス デラックス スタンダード スーペリア デラックス 
デラックス・ガ

ーデン 
デュープレッ
クス・スイート 

ラグーン・アク
セス・スイート 

2/25-3/31 54,800 円 57,800 円 58,800 円 66,800 円 65,800 円 69,800 円 75,800 円 
お１人部屋利
用追加代金/
延泊追加代金 

2,500 円 4,000 円 4,000 円 4,000 円 4,000 円 8,000 円 7,500 円 9,500 円 12,500 円 

トリプル割引

（お１人様） 
対応不可 2 名 1 室と同額 2 名 1 室と同額 1,000 円引き 1,000 円引き 2,000 円引き 1,000 円引き 1,000 円引き 2,000 円引き 

チェックアウト 12：00 14：00 

●時間帯のめやす●  早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜  

 04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00 

神姫バスツアーズ株式会社  
〒670-0913  姫路市西駅前町 1番地  

  （観光庁長官登録旅行業1938 号） 

 

＜旅行企画・実施＞   

 （社）日本旅行業協会正会員 

■ ご旅行代金 （お一人様/2 名 1 室ご利用時） 

 

関西空港 発着  54,800 円 ～75,800 円 （フリープラン 4 日間 大人お 1 人様 ・フリープラン 4 日間 ご利用いただくホテル・お部屋タイプにより
ご旅行代金が異なります。（2 名様 1 室ご利用時） 
               

ラマビーチ ホテル＆スパ  
【クタ地区】 

バリ国際空港まで車で 5 分の便利なロケ

ーションにあるホテル。 

アヨディアリゾートバリ  
【ヌサドゥア地区】 

バリ島神話が息づく王宮の 

ような大型デラックスリゾート 

 

メリア・バリ 
【ヌサドゥア地区】 

バリ島屈指の高級リゾートエリア、 

ヌサドゥアの美しいビーチに建つ。 

客室はチーク材をふんだんに 

使った自然派ホテル。 

 

 

 

 

 

 

 

アストン・クタ・ホテル＆レジデン
ス 

【トゥバン地区】 
白を基調とした館内は、とても明るい雰

囲気。トゥバンビーチまでは、徒歩 3～5

分。クタの繁華街までは、徒歩で     

15～20 分程度の立地。               

クラブ・ミラージュ・バリ 
【ベノア地区】 

多くのマリンスポーツが楽しめる人気エリ

ア、ベノア地区。そのオンザビーチに建

つ。 

ハリス・リゾート・クタ・ビーチバリ 

【クタ地区】 

立地はクタビーチの目の前で、お買い物

へも、ビーチへも目と鼻の先。       

 

 


