
■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2017年3月13日現在）
国名 税・料名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本 中部国際空港施設使用料
大人：2,570円　子供：1,290円 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要

大人：310円　子供：150円 国内線出発/到着 ＊　＊　＊ 対象 不要
インドネシア 旅客サービス料 200,000ルピア 国際線出発 1,690円 対象 不要

共通のご案内　　※お申込みの際、必ずお読み下さい。（詳しくはciaoパンフレット最新号をご覧ください。）

おすすめ！ オプショナルツアー

ケチャックダンス/イメージ

バリ島達人ツアー ツアースケジュール
08：30

22：00

ホテル出発
バロンダンス鑑賞
銀細工の街「チュルク」の雑貨屋さんへ
象の洞窟「ゴアガジャ」観光
キンタマーニ高原で絶景ランチ
テガラランのライステラス
ウブド王宮、ウブド市場＆フリータイム
ケチャックダンス鑑賞
シーフード料理の夕食
ホテル到着

■ツアー代金：＄94（日本予約限定価格）
■催行日：毎日（ニュピ除く）
■最少催行人数：2名　■送迎：あり
■ガイド：日本語　■食事：昼食・夕食
■旅行企画・実施：MaiMai　■コード：TSSP

貸切航空機（チャーター機）利用等の取消料

取消料旅行契約の取消日

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の８０％

旅行代金の１００％旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって３日前以降

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって２０日前以降～４日前以前

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって３０日前以降～２１日前以前

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって６０日前以降～３１日前以前

2017年2月

※写真は全てイメージです。

H.I.S.バリ支店が24時間日本語サポート

※観光中には、チュルク村、雑貨屋の2ヶ所のお土産屋へご案内させていただきます。これらは、お土産店入店や、お土産物の購
入を強制するものではありません。観光・送迎時間の関係上ご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償
金の支払い対象とはなりません。予めご了承ください。　※ご宿泊ホテル等で送迎時間が異なる場合があります。　※当日の交
通事情等でスケジュール行程の順番が入れ替わる場合もあります。

MaiMai特典！！※詳細はチャオ「バリ島」
パンフレットをご確認下さい。

ポケット
Wi-Fi無料
貸し出し
（コード:WIFI）

スミニャックスクエア

H.I.S.オリジナル MaiMaiシャトルが POWER UP!

バリ島 正装衣装
試着

H.I.S.オリジナル
日本語情報誌

「MaiMai マガジン」

滞在中ずーっと
乗り放題！

1.MaiMaiシャトルクタ・スミニャックライン
2.MaiMaiシャトルヌサドゥアライン
3.MaiMaiシャトルジンバランライン
4.MaiMaiシャトルウブドライン
5.　  MaiMaiシャトルクロボカンライン新

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

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
★時間帯の目安★

日本国籍の方のビザ（査証）について
●日本国籍ビザ（査証）渡航条件：バリ島（ングラライ空港）にて、入国日を含む30日以
内の観光目的の場合は査証不要。
●インドネシア入国時にパスポートの有効期限6ヶ月以上の残存期間＋未使用査証欄
が連続3頁以上ある旅券が必要です。
※日本国籍以外の方には、上記とは異なります。ご自身にて自国および渡航先の領事
館、入国管理事務所等にお問い合わせの上、必要な手続きをお済ませ下さい。

現地危険情報･衛生情報
●渡航先（国又は地域）によっては外務省危険情報など安全関係の情報が出されてい
る場合がありますので、詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）、外務

かからなくなった際も旅行代金に変更はございません。また、為替レートの変動による過
不足についても追加徴収又は返金はいたしません。

空港諸税等について
●旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収
することを義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。

●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があり
ます。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。

●下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております（10円未満切り上げ）。
請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、それ以降の為替変
動による追加徴収、返金はいたしません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを
頂いた時点での換算となります。

省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認下さい。
●渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」
ホームページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認下さい。

買い物についてのご注意
お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

燃油サーチャージ
旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定
の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）が含まれています。
お申し込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに新設・増減額又は廃止又は

■日本発着時利用航空会社:ガルーダインドネシア航空チャーター便（航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします。）■食事:5日間利用時:朝3、6日間利用時:朝4（機
内食除く）　■添乗員:なし、現地係員　■最少催行人員:1名（但し1人部屋追加代金要、相部屋不可）　■最大ご旅行日数:8/11出発時：6日間、8/16出発時：5日間　■利用ホテル:代
金表参照　■子供代金（ベッドあり・朝食あり）：設定なし　■子供割引（ベッドなし・朝食あり）：代金表参照　※大人２名様に同室同伴の2歳以上12歳未満のお子様1名まで適用可能　
■幼児旅行代金：25，000円（ビジネス利用時：62,000円）※燃油サーチャージは含まれていますが、海外空港税などが別途必要となります。但し、ご旅行帰国日に2歳未満のお子様で航空
座席を利用されず、ご宿泊はホテルでベッド・アメニティを必要としない場合に適用となります。　■祝日や宗教行事が行われる際には交通渋滞が起こる場合や、各観光地などが閉館に
なる場合がございます。予めご了承ください。※サーフボードを現地に持ち込む際は、別途追加代金が必要です。詳細はお問い合わせください。※その他詳細はチャオ【バリ島】パンフレット
最新号に準じます。但し、チャオパンフレット掲載の特典等は適用できません。（注）掲載のご旅行代金には、燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サー
チャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金に変更はございません。尚、国内空港施設使用料、及び海外空港諸税が別途必要です予めご了承下さい。

発行日:2017年3月14日
2017年8月

有効期限:2017年3月14日〜2017年5月31日

名古屋発着 DPS-611-B

ガルーダ・インドネシア航空
チャーター便※1

で行く

バリ島 5・6日間
燃油サーチャージ込み！（注）  144,800円

旅行代金:8/16出発/5日間/ホテルネオ＋クタレギャン（スーペリアルーム）泊（大人お1人様・2・3名1室利用時）/
1人部屋追加代金:代金表参照

（注）今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の変更はございません。
※国内空港施設使用料・海外空港諸税は別途必要※1：関係国政府の許認可の取得等を条件とします。

※エコノミークラス利用の場合に適応。※座席番号、窓側/通路側などの指定はいただけません。※ご予約時にお申し込みください。
また、お席の数には限りがございますのでご希望に添えない場合がございます。※ご利用の際は、最終日程表にてご案内する集合
時間までに必ずご集合ください。指定集合時間までにお越しにならなかった場合、《ペアシート》の手配をお受けしていた場合でも当
該お座席の用意ができない場合がございますのでご注意下さい。

ペアシートアレンジプラン

日本からバリ島まで唯一直行便を運航。
直行便なら夕方にはバリ島に到着するので、1日目からバリ島をお楽しみいただくこと
ができます。2014年3月には世界的な航空アライアンスであるスカイチームに加盟。
2014年、2015年には2年連続でスカイトラックス社※より最高品質のパフォーマン
スを達成した航空会社のみに与えられる5スターエアラインの認定を受けました。
※スカイトラックス社：イギリスに拠点を置く航空サービスのリサーチ会社。
世界の空港や航空会社の評価を毎年行っています。

ゆったりとくつろげるフルフラットシート

食事一例

ラウンジ

ガルーダ・インドネシア航空

〜ビジネスクラスで上質で快適な空の旅〜

中部国際空港から
バリ島まで直行便！！

ビジネスクラス追加代金（お1人様あたり）� 往復/￥100,000

8/11㊗㊎▶16㊌

8/16㊌▶20㊐

6日間

5日間

夏休み出発

全席が直接通路に面した1-2-1
配列で、幅約61ｃｍ、全長約208
ｃｍのフルフラットシートにもなり
長時間のフライトでも快適に過
ごすことができます。また、全席
に16インチのタッチパネル式モ
ニターや最新タッチパネル式コン
トローラーによる高い操作性の
AVOD（オーディオビジュアル
オンデマンド）システムを搭載、また、USB×2ポートと電源コンセントも付い
ており、プレミアムな空間をご堪能いただけます。

外観シート一例

追加代金：￥5,000（お1人様往復）



バリ最大級のプールや熱帯植物の庭園も自慢。レストラン、スパなど施設も充実してい
るので、快適な滞在をお過ごし頂けます。

ウェスティンのモダンスタイ
ルとバリ島の伝統的雰囲気
を併せもったリゾート。ウォー
タースライダー付の巨大な
プールやテニスコート、キッズ
クラブなど、娯楽施設の充実
ぶりはバリ島トップクラス。

クタビーチが公道を挟んですぐ、H.I.S.マイ
マイツーリストインフォメーションクタも徒
歩圏内で便利な立地。巨大ショッピングモー
ル『クタビーチウォーク』も隣接しています。

●穏やかな海を一望できるリゾート
白い砂浜が広がる美しいジンバランビーチに
位置し、インド洋に沈む壮大な夕日の美しさ
で有名。静かなロケーションに広大な敷地を
構え、見事に自然と調和しています。ビーチ沿
いにシーフード屋台が立ち並ぶ、バリ島でも有
名な「ジンバランカフェ」エリアにも徒歩圏内。
バリ島の醍醐味を味わえるホテルと言えるで
しょう。 ※現在改装工事中です。

●ヒルトングループ最高峰ブランド
ヌサドゥアビーチ北、静かなベノア半島に位置するラグジュアリーリゾート。バリ伝統
的スタイルと現在のモダンなスタイルを併せ持ったタイプの人気ホテル。
6.6エーカーもの広い敷地にはラグーンプールや滝があり、リラックスするには絶好の
楽園です。

●インド洋を望む屈指の極上リゾート

※写真は全てイメージです。

プール

プール

客室一例

客室一例客室一例

客室一例メインプール

嬉しいシアワセ

嬉しいシアワセ

嬉しいシアワセ

嬉しいシアワセ

嬉しいシアワセ

客室一例

客室一例

客室一例

アヤナ リゾート＆スパ・バリ

インターコンチネンタル・バリ・リゾート

77ヘクタールに及ぶリゾートには贅を凝らした
客室、レストランにプール、スパなど充実の設
備に加え、サービスにも定評のある世界屈指の
大型リゾートです。客室は約４８㎡と広々。豪華
な大理石のバスルームとプライベートバルコ
ニーを完備。お部屋からはホテルのトロピカル
ガーデンの景色をお楽しみいただけます。

ラグジュアリー
ジンバラン

ラグジュアリー
ジンバラン

●到着時、ウェルカムドリンクと冷たい
　おしぼり
●公共エリアでのWi-Fiアクセス無料　
●「ロック・バー」での優先入場
●到着時、お部屋にフルーツプレート
●バリ・コレクション（ヌサドゥア）への
　無料シャトルバス

●到着時、ウェルカムドリンクと
　冷たいおしぼり
●スパへの入場無料
  （スパトリートメントは有料）　
●毎日お部屋にミネラルウォーター2本
●お部屋にコーヒー・
　紅茶メーカーをご用意
●ロビーにて無料で新聞をご用意

コンラッド・バリ

●到着時、ウェルカムドリンクとおしぼり
●お部屋にDVDプレーヤー
●毎日、お部屋にミネラルウォーター4本
●プールアメニティ（ビーチタオル、
　おしぼり、ミストスプレー、
　ミネラルウォーター）利用無料
●フィットネスセンター24時間利用可能
●ロビーエリアでのWi-Fiアクセス無料

ラグジュアリー
ヌサドゥア・ベノア

デラックス
クタ

●到着時、ウェルカムドリンク
●毎日、お部屋にミネラルウォーター
●ロビーでのWi-Fiアクセス無料

メリア・バリ・ヴィラズ＆スパ・リゾート

シェラトン・バリ・クタ・リゾート

●到着時、ウェルカムドリンクとおしぼり
●毎日、お部屋にミネラルウォーター2本
●日替わりアクティビティへの参加
　（現地でのご案内）
●フィットネスセンター利用無料（サウナ除く）
●出発まで使えるホテル内無料ラウンジ

デラックス
ヌサドゥア

デラックス
ヌサドゥアザ・ウェスティン リゾート ヌサ ドゥア バリ

●最高のおもてなしをお届けするラグジュアリーリゾート ●ムリアグループの中でもお手頃に贅を体感できるリゾート
インド洋を一望する高台に位置し、目の前には白砂のビーチが広がります。心地よい風が吹
き抜ける開放的なロビーからはリゾート全体が見渡せ、インド洋の素晴らしい景色とともに贅
沢なひとときを提供してくれます。

ヌサドゥアの広大な敷地にインドネシ
ア語で『高貴』を意味する「ムリア」ホテ
ルがあります。リゾート内に一歩足を踏
み入れた瞬間から贅沢で優雅な時間
が流れているのが感じられ、ホテルス
タッフの心からの笑顔に癒されます。
豪華絢爛でありながら、気負いせずリ
ラックスができる最上質のリゾート空
間で最高の休日をお過ごしください。
個性際立つ3つのホテルが訪れる人に
至福の時をもたらします。

プール

プール

嬉しいシアワセ

客室一例

客室一例

●ウェルカムトロピカルフルーツ　●お部屋に紅茶＆コーヒーメーカーをご用意
●お部屋にミネラルウォーター　●キッズクラブの利用（09:00〜18:00）
●フィットネスセンターの利用　●Wi-Fi利用無料

スーパーラグジュアリー ラグジュアリー
ヌサドゥアヌサドゥアザ・リッツカールトン・バリ ムリア・リゾート

嬉しいシアワセ
●到着時、冷たいおしぼりとウェルカムドリンク　
●到着時、お部屋にフルーツ
●毎日、ターンダウンサービス
●ZJ'sバー入場無料
●フィットネスセンターの利用無料
●Wi-Fi利用無料　●ホテルアクティビティ無料
●ムリアキッズクラブの利用無料
　（スペシャルイベントは有料）

嬉しいシアワセ

客室一例

魚市場もあるクドンガナンビーチや有名なイカンバ
カール（シーフード屋台）があるエリアまでも徒歩で行
けるスーペリアホテルです。

ウォーターマーク ホテル& スパ バリ ジンバラン スーペリア
ジンバラン

●到着時、ウェルカムドリンクと冷たいおしぼり
●毎日お部屋にミネラルウォーター　●ジムの利用無料
●ディパーチャーラウンジの利用無料　
●ビーチクラブの利用無料
●ホテル⇔ビーチクラブ間の無料シャトルサービス

日程 スケジュール
2017年8月11日出発�6日間 2017年8月16日出発�5日間

1 1

中部国際空港（11:30）発  
（直行）空路、バリ島へ
バリ島（18:00）着
着後、現地係員が送迎車にて
ホテルへご案内します。
★H.I.S.オリジナルマイマイ特典
 【バリ島泊】

中部国際空港（11:30）発 
 （直行）空路、バリ島へ
バリ島（18:00）着
着後、現地係員が送迎車にて
ホテルへご案内します。
★H.I.S.オリジナルマイマイ特典
 【バリ島泊】

2・3

2・3・4

終日：自由行動
※オプショナルツアー各種ご用意しております。
 【バリ島泊】

4 5

ご出発まで自由行動
※チェックアウト時間は12時となります。
現地係員が送迎車にて空港までご案内します。
 【機中泊】

5 6
バリ島（01:00）発  （直行）
中部国際空港（10:00）着
着後、解散

バリ島（01:00）発  （直行）
中部国際空港（10:00）着
着後、解散

※上記スケジュールは2017年3月13日現在のものです。予告なく変更となる場合がございます。

ご旅行代金表（大人お１人様/２・３名１室利用） 
ご旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。今後航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際もご旅行代金に変更はございません。※国内空港諸税、海外空港諸税は別途必要です。

利用ホテル お部屋タイプ
チェック
アウト
時間

2017年8月11日出発　6日間 2017年8月16日出発　5日間

ツアーコード                             
（NC-GDG

●●●●
-X611A)

旅行代金
1人部屋
追加代金
（注1）

出発までの
レイトチェック
アウト代金

（注2）

子供代金
（ベッドなし/

2歳以上
12歳未満）

ツアーコード                             
（NC-GDG

●●●●
-X611A)

旅行代金
1人部屋
追加代金
（注1）

出発までの
レイトチェック
アウト代金

（注2）

子供代金
（ベッドなし/

2歳以上
12歳未満）

ホテルネオ+クタレギャン
※① スーペリアルーム 12:00 6314 ¥199,800 ¥22,000 ¥6,000

¥179,800

5314 ¥144,800 ¥18,000 ¥6,000

¥124,800

ウォーターマーク ホテル ＆ 
スパ バリ ジンバラン ※②

スーペリアルーム 12:00 6211 ¥209,800 ¥36,000 ¥9,000 5211 ¥154,800 ¥27,000 ¥9,000

プルマン バリ レギャン
二ルワナ ※③

デラックスルーム 12:00 6112 ¥219,800 ¥50,000 ¥13,000 5112 ¥164,800 ¥39,000 ¥13,000

メリア バリ ヴィラズ＆
スパ リゾート

ゲストルーム 12:00 6105 ¥229,800 ¥54,000 ¥13,000 5105 ¥169,800 ¥39,000 ¥13,000
プレミア

ガーデンビュー 12:00 6125 ¥234,800 ¥62,000 ¥15,000 5125 ¥174,800 ¥45,000 ¥15,000

ザ ウエスティン リゾート
ヌサドゥア バリ ※③

デラックス
ガーデンルーム 12:00 6106 ¥234,800 ¥62,000 ¥15,000 5106 ¥174,800 ¥45,000 ¥15,000

プレミアムルーム 12:00 6126 ¥244,800 ¥68,000 ¥18,000 5126 ¥179,800 ¥54,000 ¥18,000

ヒルトンバリリゾート
眺望指定なし 12:00 6109 ¥234,800 ¥62,000 ¥16,000 5109 ¥174,800 ¥48,000 ¥16,000
デラックス ※④
オーシャンビュー 12:00 6129 ¥239,800 ¥66,000 ¥17,000 5129 ¥179,800 ¥51,000 ¥17,000

シェラトン バリ クタ リゾート
デラックスルーム 12:00 6114 ¥239,800 ¥64,000 ¥16,000 5114 ¥164,800 ¥36,000 ¥12,000
デラックス ※④
オーシャンビュー 12:00 6124 ¥249,800 ¥70,000 ¥18,000 5124 ¥169,800 ¥39,000 ¥13,000

パドマ・リゾート・レギャン
眺望指定なし 12:00 6101 ¥239,800 ¥66,000 ¥17,000 5101 ¥179,800 ¥51,000 ¥17,000

デラックスシャレー 12:00 6131 ¥249,800 ¥74,000 ¥19,000 5131 ¥184,800 ¥57,000 ¥19,000
グランド ハイアット バリ 眺望指定なし 12:00 6108 ¥244,800 ¥68,000 ¥17,000 5108 ¥179,800 ¥51,000 ¥17,000

リンバ ジンバラン バリ
by アヤナ

ヒルサイドルーム 12:00 6117 ¥249,800 ¥74,000 ¥19,000 5117 ¥184,800 ¥57,000 ¥19,000
ジンバランルーム 12:00 6127 ¥259,800 ¥84,000 ¥21,000 5127 ¥194,800 ¥63,000 ¥21,000

（注1）１人部屋追加代金とはお一人で2･3名様部屋を使用する場合に必要となる代金です。他の方との相部屋はお受けできません。
（注2）出発までのレイトチェックアウトは2･3名様部屋を使用する場合のお1人様あたりの金額です。
　　  また、18時までのチェックアウトは出発までのレイトチェックアウト代金の半額にてご利用頂けます。（リンバジンバランbyアヤナ、アヤナリゾート＆スパ、ムリアリゾート、ザ ムリアは出発までのレイトチェックアウトのみの設定となります。）
※①：バスタブなし、シャワーのみのお部屋となります。 ※②：窓の開閉ができないお部屋となります。 ※③：3名1室利用時はダブルベッド＋ソファベッド又はエキストラベッドになります。 ※④：眺めはパーシャルオーシャンビューになります。
※航空会社のスケジュールにより、最終日のお部屋がチェックアウトの時間までご利用頂けない場合がございます。※フライトスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ご旅行代金表（大人お１人様/２・３名１室利用） 
ご旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。今後航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際もご旅行代金に変更はございません。※国内空港諸税、海外空港諸税は別途必要です。

利用ホテル お部屋タイプ
チェック
アウト
時間

2017年8月11日出発　6日間 2017年8月16日出発　5日間

ツアーコード                             
（NC-GDG

●●●●
-X611A)

旅行代金
1人部屋
追加代金
（注1）

出発までの
レイトチェック
アウト代金

（注2）

子供代金
（ベッドなし/

2歳以上
12歳未満）

ツアーコード                             
（NC-GDG

●●●●
-X611A)

旅行代金
1人部屋
追加代金
（注1）

出発までの
レイトチェック
アウト代金

（注2）

子供代金
（ベッドなし/

2歳以上
12歳未満）

コンラッド バリ
デラックスガーデン 12:00 6004 ¥239,800 ¥62,000 ¥16,000

¥179,800

5004 ¥179,800 ¥48,000 ¥16,000

¥124,800

デラックスリゾート 12:00 6014 ¥249,800 ¥70,000 ¥18,000 5014 ¥184,800 ¥51,000 ¥18,000
コンラッドスイート 12:00 6024 ¥299,800 ¥116,000 ¥29,000 5024 ¥219,800 ¥84,000 ¥29,000

インターコンチネンタル 
バリ リゾート

眺望指定なし 12:00 6003 ¥239,800 ¥64,000 ¥16,000 5003 ¥179,800 ¥51,000 ¥16,000
クラブルーム

（ラウンジ利用可） 12:00 6013 ¥289,800 ¥104,000 ¥26,000 5013 ¥204,800 ¥72,000 ¥26,000

アヤナ リゾート＆スパ

リゾートビュー 12:00 6001 ¥274,800 ¥96,000 ¥24,000 5001 ¥209,800 ¥75,000 ¥24,000
デラックス

オーシャンビュー 12:00 6011 ¥299,800 ¥118,000 ¥30,000 5011 ¥224,800 ¥90,000 ¥30,000
クラブルーム

（ラウンジ利用可） 12:00 6021 ¥319,800 ¥140,000 ¥35,000 5021 ¥244,800 ¥105,000 ¥35,000

ムリアリゾート

ムリアグレンジャー
（3名1室不可） 12:00 6005 ¥284,800 ¥104,000 ¥26,000 5005 ¥209,800 ¥81,000 ¥26,000

ムリアグレンジャー
デラックス

（3名1室不可）
12:00 6015 ¥294,800 ¥112,000 ¥28,000 5015 ¥219,800 ¥84,000 ¥28,000

ムリアシグネチャー
オーシャンコート
（3名1室不可）

12:00 6025 ¥299,800 ¥118,000 ¥30,000 5025 ¥224,800 ¥87,000 ¥30,000

ザ・リッツ・カールトンバリ ザ・サワンガン・
ジュニアスイート 12:00 6058 ¥309,800 ¥130,000 ¥33,000 5058 ¥229,800 ¥99,000 ¥33,000

フォーシーズンズ リゾート
　ジンバラン

ガーデンヴィラ 12:00 6052 ¥359,800 ¥180,000 ¥45,000 5052 ¥274,800 ¥138,000 ¥45,000
ジンバランベイヴィラ 12:00 6062 ¥379,800 ¥200,000 ¥50,000 5062 ¥294,800 ¥153,000 ¥50,000

ザ ムリア

ジ・アールスイート
ガーデンビュー
（3名1室不可）

12:00 6054 ¥399,800 ¥218,000 ¥55,000 5054 ¥299,800 ¥165,000 ¥55,000

ジ・アールスイート
ビーチフロントビュー

（3名1室不可）
12:00 6064 ¥449,800 ¥262,000 ¥66,000 5064 ¥339,800 ¥198,000 ¥66,000

（注1）１人部屋追加代金とはお一人で2･3名様部屋を使用する場合に必要となる代金です。他の方との相部屋はお受けできません。
（注2）出発までのレイトチェックアウトは2･3名様部屋を使用する場合のお1人様あたりの金額です。
　 また、18時までのチェックアウトは出発までのレイトチェックアウト代金の半額にてご利用頂けます。（リンバジンバランbyアヤナ、アヤナリゾート＆スパ、ムリアリゾート、ザ ムリアは出発までのレイトチェックアウトのみの設定となります。）
※航空会社のスケジュールにより、最終日のお部屋がチェックアウトの時間までご利用頂けない場合がございます。※フライトスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


