
ご参加の手配条件（現地集合型）
パンフレット記載内容は、2015年1月1日～ 8月31日迄のツアーに有効です。

手配旅行・受注型企画旅行について
●お客様のご予算、日程等のご希望にあった乗船プランをお見積り致します。
●航空券、ホテル等のご要望に関しましては、お見積りの上、手配させて頂きます。
●手配内容はご予約確認書でご案内致します。
●受注型企画旅行について：お客様のご要望に応じて1名様から旅行商品をご用意
致します。（受注例）個人旅行、グループ旅行、パラオスポートチャーター、ダイビ
ングショップツアー、スポーツクラブツアー、修学旅行、法人旅行、ハネムーン旅行

自己手配について
●航空券、ホテル送迎を個人手配された場合は船室予約のみお受け致します。
　当日のトラブルはお客様自身でご解決頂き、ご乗船されない場合は100%のキャ
ンセル料を申し受けます。

マイレージ自己手配について
●マイレージ手配、入会手続き、登録などのマイレージプログラムについては航空
会社へお客様自身でお問合せ下さい。当日のトラブルはお客様自身でご解決頂
き、ご乗船されない場合は100%のキャンセル料を申し受けます。

申込金について
●お申し込み時は予約確認書記載の指定日迄にご入金下さい。
●ご出発の30日以内にお申し込みの場合は、旅行代金入金後の手配となります。
●ご予約後、申込金及び旅行代金全額が指定日迄にご入金がない場合で解約連絡
がない場合は、取消料が生じますので、必ずご連絡下さい。

申込書類について
●申込書：パスポートコピー・ダイバーの方は、ＰＡＤＩ安全潜水標準実施要項了解声
明書・ＰＡＤＩ病歴/診断書をご提出下さい。

パスポート・査証について
●氏名のつづり及びパスポート・ビザの有効期限を必ずご自身でご確認下さい。
●既婚者の方でパスポートセンターに氏名変更登録を行った場合は新性名でご予約
下さい。
●既婚者の方でパスポートセンターに氏名変更登録を行っていない場合は旧姓でご
予約下さい。
●日本国籍以外の方は、入出国に関してビザが必要な場合がございますので、自国
の領事館・渡航先国の領事館・入国管理事務所にご確認後お手続き下さい。

●パスポート申請期間は約2週間です。パスポートネームは予約時と同スペルでご
申請下さい。スペル違いの場合、渡航できません。
●旅行に必要なパスポート・査証（ビザ）等の渡航及び出入国手続きは、お客様自身
の責任で行って下さい。

●旅券（パスポート）：ご出発時は、下記の残存有効期間を満たす旅券が必要です。
残存期間が満たない場合は出発できませんので、再申請下さい。

●パスポートの保管についての注意
　パスポートは海外で身分を証明する大切なものです。旅行中はお客様の責任で管
理して下さい。万一の盗難・紛失に備えてパスポートのコピーをご用意下さい。
盗難などの再発行手続きがスムーズに行えます。

旅行代金について（現地集合型）
●手配旅行及び受注型企画旅行予約の航空運賃、乗船料、ホテル、送迎、空港使用
料等を請求します。
●旅行代金のホテルは2名部屋を2～3名様で、船室は2名部屋を2名様で、4名部屋
は3名～4名様でご利用いただくおとな1名様代金となります。
●航空券はエコノミークラスです。ビジネスクラスご利用時は差額が発生致します。
●弊社が手配する航空券には燃油サーチャージ及び諸税・出国税・観光税・客室税・
ダイビングパーミット料は含まれておりませんので、別途お支払い下さい。

航空機・その他の交通機関について
●ご利用いただく航空機のクラスは、エコノミークラス（Ｙ）で全席禁煙です。座席の
割り当ては、旅行会社の関与出来ない事となります。座席のご希望は、出発日の
手続き時に直接、当該航空会社の受付係員にお申し出下さい。又、航空会社の都
合や混雑状況等によりご希望に添えない場合や、グループまたはカップルの方で
も席が隣合わせにならない場合がございます。
●帰国日週末料金：航空会社により日曜・月曜・特定日発に追加料金が生じます。
●復路特定日：航空会社により特定帰国日に追加料金が生じます。
●運輸機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またこれらによって旅
行日程の変更、目的地滞在時間の短縮、観光ポイントの変更・中止が生じる場合
があります。この場合、当社は責任を負いかねますが、出来る限り当初の日程に
従った旅行サービスを提供するよう努力致します。

国際線機内持込量的制限について
●あらゆる液体品の持ち込みは100mℓ以下の容器で保管する事が義務ずけられてい
ます。
●国土交通省のホームページで詳細等をご確認の上、旅行準備にお役立て下さい。
　http://www.miit.go.jp/03_infomation/index.html

到着時間の遅れやオーバーブッキングで、乗り継ぎ出来ない場合の対応について
●オーバーブッキングや機体故障の遅延及び同航空会社での乗り継ぎが出来ず、航
空会社の責任と考えられる場合は、振替便及びホテル手配等の対応がありますの
で、航空会社カウンターにお申し出下さい。遅延やトラブル発生時は慌てずに最
終旅行日程表の緊急連絡先にご連絡下さい。尚、現地係員のご依頼費用は個人
負担で現地精算となります。
●乗り継ぎが出来なかった場合は、振替便の手配をお客様自身で行って下さい。ホ
テルの手配が必要になった場合、ご自身で行なって下さい。状況はスポートツアー
ズ、現地緊急連絡先、手配先旅行社（航空券手配他社）にご連絡下さい。尚、遅延
に伴って発生した諸費用はご帰国後、お客様と航空会社との交渉になります事、 
ご了承下さい。
●当日のパスポート紛失・税関及びお荷物検査・搭乗等に時間を要し乗り遅れた場
合は、お客様責任となりますので航空会社カウンターで振替便手配を交渉して下
さい。同日ご出発が不可の場合のホテル手配に関しましてはお客様負担となりま
す。尚、大幅に現地到着が遅れた場合はご乗船頂けない場合もございますので、

状況はスポートツアーズ、現地緊急連絡先、手配先旅行社（航空券手配他社）にご
連絡下さい。

現地での送迎・係員について
●送迎を担当する現地係員費用は有料となります。
●空港～ホテル間の送迎に利用するバスは他のお客様との混載バスになります。
また、少人数の場合は小型バスやワゴン車等を使用する場合があります。
●現地係員は、現地にて旅行を円滑に実施するためのご案内役です。
●入出国時の空港⇔ホテル間の送迎を現地係員が担当します。入国時は滞在中の
ご案内を行い、出国時は搭乗手続き迄をご説明致します。
●現地係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。
●個人で移動される場合は、タクシー等をご利用下さい。

ご宿泊（ホテル・お部屋）について
●日程中のホテルのお部屋は2人1部屋が基本となります。2人部屋には、ベッドが2
台の「ツインベッドルーム」と、大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類が
あります。その為、2つのベッドマットが離れていない部屋や、ベッドマットを離す
事ができない部屋、種類や大きさが異なる部屋が含まれ、バスタブが無くシャワー
のみ、又は共同シャワーとなる場合がございます。

●1名様参加または1人部屋希望の場合、1人部屋追加代金が必要となります。繁忙
期にはお受け出来ない場合がございます。又、同伴者が取り消しとなり、1人部屋
利用となる場合も追加料金が必要となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合（トリプル）は2人部屋に簡易ベッドを入れ3名様で
ご利用いただくため非常に手狭となります。ツインとシングルルーム利用の場合
は、お1人部屋追加代金を申し受けます。
●グループ及びご家族での参加の場合でもホテル側の事情により同一タイプ、同一
フロアのお部屋をご用意できない場合がございます。
●チェックインの際、国際電話やお部屋のミニバー用としてホテルより国際クレジット
カードの提示又は現金によるデポジット（保証金）を求められる場合がございます。
●チェックアウトは、お客様ご自身で行って頂きますので、ルームサービスや電話・
客室税等の旅行代金に含まれない費用をご精算下さい。又、ホテルで発生したト
ラブルはその場で解決する為にホテル係員に直接お申し出下さい。
●パラオスポート号船室は宿泊施設です。お一人部屋を希望される場合、1泊につ
き￥ 9,500の追加料金を申し受けます。又、荷物保管での船室ご利用の場合も宿
泊代金を申し受けます。尚、ご予約時及び乗船後においてのシングル料金支払い
無しでのシングル希望はトラブルになりますのでお断り致します。

空港諸税・空港施設使用料について
●渡航先の国又は地域によっては、その国の法律など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）の支払いが義務付けられています。

　　
　　
燃油サーチャージ及び諸税（付加運賃・料金）について
●燃油サーチャージとは、近年の燃油価格水準の異常な高騰に伴い、当該燃油費の
一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定期間の条件下で国土交通省
航空局に申請し許可され、ご搭乗者が支払われるものです。又、諸税の新設及び
税額が変更された場合は、徴収額が変更されます。

●パラオスポート号クルーズは現地の燃油高騰に合わせて船舶燃油差額を徴収さ
せて頂きます。

　世界自然遺産パラオクルーズ 南環礁コース 1日$20
　ウーロンコース（催行人数：6名様） 1日$40
　ペリリューコース（催行人数：7名様/ペリリュー許可証＄30別途必要） 1日$40
　ヘレンリーフクルーズ 1クルーズ＄100
　世界自然遺産トゥバタハリーフ 1クルーズ＄90
　セブ 1クルーズ＄70

パラオクルーズ船室客室税のお支払いについて
●2007年4月1日より、パラオ税務署より船室内客室に対する客室税の徴収が義務
づけられました。恐縮でございますが、宿泊日数分を下船日迄にお支払い下さい。
●1泊2日　1名様　US＄10

パラオスペシャルクルーズ・トゥバタハリーフ・セブクルーズ最少催行人員について
●催行人員に満たない場合：パラオスペシャルクルーズはご出発40日前に連絡し、
　30日前に中止決定。中止の場合、通常クルーズに変更となります。
　トゥバタハリーフ＆セブクルーズはご出発30日前に連絡し、21日前に中止決定。
　世界自然遺産トゥバタハリーフクルーズ 9名
　セブクルーズ 10名
　ヘレンリーフクルーズ 15名

その他
●「最終旅行日程表」は集合時刻・場所・主な利用運送機関・宿泊機関・旅程管理業
務を行う手配業者等の連絡先を記載した書面でご出発の7～10日前にご郵送致
します。但し、旅行申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前の場合及び
海外からのご参加時は、お客様の承諾を得て、旅行開始日当日に「最終旅行日程
表」を交付、又はメールにて交付する場合があります。

●現地でお客様からのお申し出に基づき、当社が講じた特別な措置、手配に要する
費用はお客様の負担となります。

●団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約の
締結及び解除に関する契約取引を行います。

●お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容
と異なるものと認識した時は、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者
又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。尚、現地での早
期解決の為にも、お客様自身で現地係員＆施設への交渉をお願い致します。

●添乗員及びガイドへの個人的な用件のお申し付けは受け付けておりません。

冷房について
●航空機内・船室・ホテルの部屋やレストラン、バスなど冷房のきいている所では、
長袖・長ズボン・カーディガンをご利用下さい。

お荷物について
●基本的に空港及びホテルでのお荷物はご自身で運んで頂きます。
●お客様の不注意による荷物の紛失や忘れ物などは当社は一切責任をおいかねま
す。しかし、その捜査や回収など出きる限りの対応は致します。但し、その回収費
用、運搬費などの諸費用はお客様の負担となりますのでご了承下さい。

●ご出発は、各空港受付カウンターで、お客様自身でチェックインし、受託荷物をお
預け下さい。同航空会社の経由便ご利用の場合は、到着地で受け取れるよう“ス
ルー”扱いをお申し出頂き、行き先が明記されたクレームダグをご確認下さい。

●出発空港で航空会社へ預けた荷物は、通常、最終目的地まで航空会社により運ば
れます。積み残し、積み間違いなどにより、目的地空港に荷物が届かない場合は
空港係員にお申し出下さい。このような不都合に備え、パスポート、現金など、2
～3日分の日用品を、小分けして機内持ち込みにされることをお勧めします。また、
無料で機内預けができる荷物重量には上限が設けられており、超過した場合は、
別途、航空会社にお支払いいただく事になります。

航空会社規定別受託荷物制限重量と個数について
●日本航空：TEL 03-5460-0511　機内持込手荷物10㎏×1個
　受託荷物：エコノミークラス・ラクラクシート23㎏×2個
●ユナイテッド航空：TEL 0120-24-2414　機内持込手荷物18㎏迄×1個
　受託荷物：エコノミークラス23㎏×1個迄。ビジネスクラス23㎏×2個迄
●デルタ航空：TEL 0120-120-747　機内持込手荷物・持ち上げられる重量
　受託荷物：エコノミークラス23kg×1個。ビジネスクラス32kg×2個
●フィリピン航空：TEL 03-5157-4362　機内持込手荷物7㎏迄×1個
　受託荷物：成田&中部発エコノミークラス23kg×2個。関西&福岡発23kg×1個
　スポーツプラスアジア：年会費￥12500（追加重量：20kg）
●大韓航空：TEL 0088-21-2001/06-6264-3311　機内持込手荷物：10Kg
　受託荷物：エコノミークラス23kg×1個。ビジネスクラス32kg×2個。
●JETスター航空:TEL 0120-934-787　受託荷物：20Kg。機内手荷物：10kg

海外渡航情報と海外旅行保険（加入必要）について
●渡航先（国・地域・都市）によっては、外務省より海外渡航情報で“滞在にあたって
の注意”が出されている場合がありますのでご確認下さい。

●外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/
●〈海外旅行傷害保険に必ずご加入下さい〉
　海外では、万一の病気や事故の時、思いがけないほどの費用がかかるものです。
旅行契約約款特別保証規定により、当社はお客様がご旅行中に被られた損害（お
客様の過失がない場合）については一定の範囲のみ保証させて頂きます。しかし
ながら、特別保証規定には傷害・疾病治療費救援者費用等の保証は含まれており
ません。外国における治療費用やご自身の責任による賠償責任等は高額になりま
す。賠償義務者が外国の運輸機関・宿泊機関などの場合は賠償をとりつけるのは
容易ではございません。又、国情によっては賠償額が非常に低い場合もございま
す。ご旅行をより安心してお過ごし頂く為にお客様自身で十分な海外旅行損害保
険に加入されることをお願い致します。

　〈推奨保険代理店〉　〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿1-20-1
　PADIジャパン（損保保険ジャパン代理店）　TEL03-5721-1731
　(注)ご加入及び保険金振込みはPADIジャパンへお手続き下さい。

免責事項
当社はお客様の依頼に基づき、ツアー及びオプショナルツアーを手配、媒介、または
取り次ぎをするものであり、お客様あるいは第三者の故意、過失により、お客様が損
害を被った場合、また当社が帰さない理由により、お客様が損害を被った場合、また
当社の責任に帰さない理由により発生したツアー中の事故について当社は一切の
責任を負いません。また、お客様の過失及び自由行動中の損害、紛失、盗難につき
ましても、当社は一切その責任を負いません。

責任
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官
公署の命令その他の当社Ｔ又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害
を被ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

旅行先の環境事情と保護区料金について
●国や環境保護区、世界遺産地域により水質汚染を防ぐ為、洗剤、シャンプー、サン
オイル、日焼け止めの使用が禁止されております。
●旅行先において、世界遺産や文化遺産に配慮した環境マナーや法規則がありま
す。生物の捕獲、殺傷、貝殻の持ち出し、生物へのタッチ行為、いたずら、ゴミ投
棄等に対し、罰金が課せられます。現地の環境事情条例に準じて行動して下さい。

●各クルーズ地域での環境保護税は（予告なく変更有り）、旅行代金に含まれており
ませんので、下船日迄にお支払い下さい。

個人情報について
当社は、旅行申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させ
ていただく他、お客様がお申込み頂きました旅行においての運送・宿泊・施設・機
関等で提供するサービス手配、及びそれらのサービスを受領するための手続きに必
要な範囲内で利用させていただきます事、ご了承下さい。

キャンセル料について

JATA正会員
PADIダイブリゾート

東京都知事登録旅行業第2-5828号
総合旅行業務取扱管理者　西元君子

ご予約は！株式会社 スポートツアーズ
〒162-0825　東京都新宿区神楽坂2-12-1-805　TEL 03-6276-0550　FAX 03-6240-8282
営業日 月曜日～金曜日　営業時間＆電話受付 10：00～ 19：00　定休日：土曜、日曜、祝日
九州営業所　〒892-0832　鹿児島市新町4-19　TEL 099-227-0550　FAX 099-239-8282
P A L A U 　LESSONTWO P.O.BOX 1455 kOROR PW 96940　TEL 680-488-1120　携帯 775-3184・775-3183

http://www.sporttours.co.jp　　E-mail:divecruise@sporttours.co.jp

ホームページご利用の場合 ・・ 検索アドレス：http://www.sporttours.co.jp、パラオスポート、スポートツアーズで検索して下さい。
パンフレットご請求 ・・・・・・・・ ●HP資料請求フォームを開き、ご入力下さい。受信後、ご返信及びパンプレットをお送り致します。
船室の空席照会＆予約 ・・・・・ ●HP空席照会フォームを開き、第1～第2希望日・住所・氏名・TEL・パスポートデータ・人数等を正確にご入力下さい。
旅行代金お見積りについて ・・・ ●旅行代金お見積りをお知らせ致します。
TEL受付について ・・・・・・・・・ ●ご希望の旅程、出発地、発着時刻、乗下船日、人数をお知らせ下さい。航空機の空席状況及び旅行代金見積りをご案内致します。
ご予約について ・・・・・・・・・・ ●ご旅行内容を記載した予約確認書をご送付致します。ご予約金は入金指定日迄に下記指定口座へお振込み頂き、残金はご出発30日前迄にお支払い下さい。

旅行代金のお振込み先 三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店　　　普通預金　口座 0989617　　　株式会社 スポートツアーズ

デルタ・フィリピン・コンチネンタル航空　取り消し料期日のご案内 キャンセル料（1名様）

10%

30%

50%

100%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降31日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降3日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
前々日に当たる日以降当日迄
旅行開始後の解除又は無連絡不参加
及び35日前発券済み航空券

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降31日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降21日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目に当たる日以降4日目にあたる日迄
3日目に当たる日以降当日及び旅行開始後の
解除又は無連絡不参加の場合

ピーク・
ハイシーズン

通常期

※FINAL及び発券後の航空券のキャンセル料はリファンドチャージ＋キャンセル料を
　申し受けます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
50日目に当たる日以降41日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降31日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降21日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目に当たる日以降3日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
前々日目に当たる日以降当日
及び旅行開始後、無連絡不参加  

★チャータークルーズに関しましては別規定を設けておりますのでご確認下さい。
★ハイ・ピークシーズン：4/26～5/6/2015

 新千歳空港 成田空港 中部国際空港 関西空港 福岡空港
 1,030円 2,610円 2,570円 3,040円 970円

 パラオ 不　要 入国時に6ヶ月＋滞在日数以上必要

 フィリピン 旅行日数が21日以内は不要 入国時に6ヶ月＋滞在日数以上必要

 国　名 査　証 旅券有効残存期間    

日本航空　チャーター便　取り消し料期日のご案内 キャンセル料（1名様）

ピークシーズン
ハイシーズン
通常期

ピークシーズン
ハイシーズン
通常期

10%

50%

80%

100%

10%

30%

60%

80%

100%

パラオスポート号　乗船料取り消し料期日のご案内  キャンセル料（1名様） 
トゥバタハ・セブ・パラオ
スペシャルクルーズ

旅行情報とご注意
ご旅行条件書を必ずご確認の上、お申し込み下さい。

スポート
ツアーズ
お問合せに
ついて

2015年1月▶8月

世界自然遺産
ダイバーが選ぶ

ダイブ＆トラベル大賞

14年連続
1位

クルーズ部門

PalauSport
クルーズとダイビングが楽しめる！

世界複合遺産

フィリピン トゥバタハリーフ
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サンデッキ

2号室4号室6号室8号室10号室12号室

1号室3号室5号室7号室9号室11号室

ボートデッキ
TWIN TWIN TWIN TWIN

TWIN

TWIN

TWIN TWIN TWIN
4BERTH 4BERTH

4BERTH

ブ
リ
ッ
ジ

ダ
イ
ブ
デ
ッ
キ

ロッカー

D
IVE PLATFO

RM

ギャレイダイニングルーム＆サロン

スタッフルーム

スタッフルームW.C.

液晶テレビ

パラオスポート号
Palau sport

●構造：三井造船所　●全長：38m　●船幅：7.5m
●重量：325トン　●スピード：13ノット
●電圧：100V（日本製対応／変圧器不要）
●定員30名
●40インチ液晶テレビ　　●全室シャワー・トイレ付
●部屋：2名部屋／9室、4名部屋／3室（羽毛布団使用）
●キッチン、サロン、ダイニング、ボートデッキ、サンデッキ、
　ダイブデッキ、脱水機
●シーカヤック

のパラオスポート号をサポートするスタッフ＆クルーの紹介

パラオスポート号はウォータースポーツを楽しむプレジャーボート!
“安全”“快適”“居心地”はナンバー１！

船内販売品

ウォータースポーツのスペシャリスト
PADIインストラクター&ガイド

松村亮汰
RYO

ガドウィン
GODWIN

クレイトン
CLAYTON

キャプテン
ANTONIO

ボートオペレーター
DEJUNAFEL

チーフメイト
DARWEN

エンジニア
OSCAR

ボートオペレーター
JOSE DANTE

チーフコック
JEFFREY

スチュワード
ISIDORE

ボートオペレーター
FELIX

パラオとフィリピン運航のスペシャリストクルー

サンデッキ（イメージ） サンベッド（イメージ）

（イメージ）

トビ歩道
（イメージ）

ダイブデッキ（イメージ） サロン（イメージ） ダイニング（イメージ）

野菜料理（イメージ）

肉料理（イメージ）

（イメージ） （イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

ボートデッキ 4人部屋（一例） 鏡（イメージ） シャワー（イメージ）

操舵室（イメージ）

シップショップ
●Tシャツ ＄15
●ポロシャツ ＄18
●カレントフック ＄27
●エコバック ＄7
●メッシュバック ＄15

セイフティブイ テンダーボート（T/B）セイフティスーツ

PADIコース開催
オープンウォーターコースからダイブマスター
コースまで受講可。
大人気のエンリッチドエアー受講は乗船後もOK!

ミニバー
缶ジュース類、
ビール、ワイン、
ウィスキー、焼
酎などを発売。

カメラ専用水槽とカメラ専用台 器材専用ロッカー
カメラをセッティングした
ら、水没チェックしてカメラ
ボックスにいれて出発。

水中進路をT/B
オペレーターに
知らせ、減圧停
止や耳ぬきがで
きない人を複数
でサポートする
安全ブイ！

パラオとフィリ
ピンを熟知した
ボートオペレー
ターが各ポイン
トへ10～20分
で送迎。

水中でガイドの
位置がはっきり
確認できるオレ
ンジスーツ

個人用器材専用ロッカーがあるから、
紛失・忘れ物なしで準備OK!

The meal of a buffet style

2F

3F

1F
ブッフェ（イメージ）

ビッキーのマッサージショップ・
フィリピン・クルーズ限定
●ボティマッサージ 60分/$20
●フェイシャル 60分/＄20

（イメージ）

3F Sundeck

1F Dive deck, Salon, Dining

2F Boat deck, Cabin

2F Pilothouse

ダイブデッキ、ボートデッキ、サロン、ダイニング、客室、サンデッキの全施設をリニューアル。
居住性を重視した快適な洋上ホテルで“美しい自然”“満天の星”をエンジョイしましょう。

ダイビングを100％楽しむのがパラオスポート流。ダイブデッキにはボートの発着所、タンク、器材ロッカー＆セッティング場所、
シャワー、トイレが集約されブリーフィングもできて無駄な行動や時間のロスがない。ボートデッキには水着で休憩できるテーブルと椅子が
設置され、着替え、日焼け対策は客室でOK!　疲れたらベットに横になれて自由度満点！

おすすめ
プラン
1

おすすめ
プラン
2

おすすめ
プラン
3

おすすめ
プラン
4

洋上に宿泊して世界遺産観光とウォタースポーツを１日3回～4回楽しむ、パラオスポート号だけのオリジナルプラン。
世界遺産の観光ポイントへはテンダーボートで10～20分でスピーディに移動。

ロングビーチとセブンティアイランドに囲まれた3大美景スポット！
サンデッキではパラオの太陽と風、満天の星空を楽しみ、ダイブデッキではマンタウオッチング、釣りを楽しむのが洋上ホテル流。

特別な日におすすめ！ パラオスポート号チャーター

チョット長い8日間コース。年に3か月だけダイビングが許される世界遺産トゥバタハリーフ！
２日目は世界遺産アンダーグラウンドリバーorパラワンIs観光&お買物ツアー。長旅は充実したサービスで優雅に！

ダイビングショップ、修学旅行、社員旅行、洋上披露宴など、各種イベントにご利用頂けます。
日帰り、１泊とお好みに合わせてプランニング。思い出に残るプレミアムツアーを世界遺産の海でお過ごし下さい。

日本各地 パラオ空港 ホテル 港

マニラ空港
プリンセサ空港
又はセブ空港

パラオスポート号
乗船

パラオスポート号
乗船

日本各地

AIR※ 送迎バス

■フィリピンクルーズのお客様

■パラオクルーズのお客様

AIR AIR 送迎車

送迎車 ボート

乗り継ぎ

　　快適
度がグーー

ンとアップ ! パラオスポート号で快適洋上ステイ！

全施設
リニューア

ル！

リニューアル

パラオスポート号　 タイムスケジュール 船内イベント

パラオスポート号までのアクセス

23年間無事故

◆食事
  8:00 朝食
11:30 昼食
15:00 ティータイム
18:30 夕食

◆ダイバープラン
  7：00 1st ダイブ
10：00 2nd ダイブ
13：00 3rd ダイブ
16：00 4th ダイブ

◆パラスポプラン
 7：00 1st 世界遺産観光
10:00 2nd シーカヤック
13:00 3rd スノーケリング
16:00 4th 世界遺産観光

◆24ｈフリードリンクサービス
コーヒー
紅茶
日本茶
ココア
キャンディ
クラッカー　etc...

快適1 ダイビングポイントや世界遺産ポイントに短時間で移動！
快適2 うれしい全客室シャワートイレ付。海から戻ったら温かいシャワーで気分爽快!
快適3 ブッフェスタイルの食事はHOTな料理をご用意。セカンドコックが作る本格的な韓国料理もGOOD!
快適4 波の静かなエリアに停泊しているから、船酔いの心配もなく快適ステイ！

パラオスポート号のおすすめプラン！

パラオスポート号はマリンダイビングダイバーが選ぶ

 ダイブ＆トラベル大賞14年連続1位受賞

幻のダイビングスポットへ　フィリピン「トゥバタハリーフクルーズ」

1泊からOK！ダイブデッキで釣りも楽しめる!!「パラオスポート号洋上ホテルプラン」

世界遺産のど真ん中で最高のパラオを楽しむ「パラスポプラン」

海ガール、海ボーイの有数ポイントでDIVEする「ダイバープラン」

コック手作りのバーベキューパーティ（週1回を予定）
360度の水平線と満点の星を楽しむ格別な夕食
オリジナル船内品をスタッフのおもしろトークで販売
お誕生日はケーキと記念写真でサプライズパーティ
世界遺産事務所スタッフによる環境、ルールの説明

洋上バーベキュー
サンデッキディナー
シップショップショー
記念ダイブ
トゥバタハ世界遺産講座

※ユナイテッド航空利用はグアム乗り継ぎ、大韓航空利用は仁川（ソウル）乗り継ぎになります。

（イメージ）（イメージ）



1

4

パラオ全体
マップ

3

2 世界自然遺産エリア

●ミルキーウェイ

   ●
ストーンマネー

●
ナチュラルアーチ

●ドルフィンズパシフィック

●ソフトコーラル
　　　アーチ

大砲●

マリン
レイク3

マリンレイク

ライトハウスチャネル

ブイ6レック
ヘブン

ショートドロップ
オフ

ヘルメットレック

隆興丸
シャンデリア
ケープ雷山丸

零式水偵
パラオ国際空港

バベルダオブ島

コロール島

ウルクタープル島

ホワイトフェイス

セントカーディナル
ピンチャス

明石
佐多
石廊

●
●●

ゲメリス
ビッグビーチブルーホール

セブンティアイランズ

ゲメリス
リルブラウ

マセエ
ブルーコーナー

ヴァージンホール
ゲメリス
コーラルガーデン

ニュードロップオフ ビッグドロップオフ

ベントウ

ジャーマンドロップ

ジャーマン
チャネル オジサン島

オモカン
ロングビーチ

アリスコーラルガーデン

シアストンネル

ウーロンチャネル
シャークシティ

シアスコーナー
テールシアス

ロボテルリーフ

ウーロン島
ゲゲレトイ

●ロックペインティング
●ウーロン島ビーチ

ガルメアウス

シークレットスタジアム

アサウリーフ
クラムシティ

ワンダーチャネル

マカラカル島

デンケスパス

ゲロン島 ゲロンインサイド
ゲロンアウトサイド

ウルクタープル島

●ガルメアウス島

●ローズガーデン

●
ゲロブロバン

●
セメントシップ

●クジラ島

●ジェリーフィッシュ
　レイク

イノキ島●

●
ワンダー

チャネルアウト　

スリーココナッツアイランド●
ファンタジーコーラルガーデン

バーナムウォール
タートルコーブ

ゲドブスウォール

デベット

シナバショ

オレンジビーチ

ペリリュー
ドロップ

ゲドブスコーラルガーデン

カープ島

ゲドブス島

ペリリュー島

ペリリューコーナー
ペリリューエキスプレス

イエローウォール
スティングレイポイント
ハネムーンビーチ●

ハネムーンビーチ平和記念公園

●

1

2

2

3

4

3

（注）航空会社のフライトスケジュールは予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承下さい。

日本航空（JL）【チャーター便】
成田発着⇔パラオ発着

直行便

デルタ航空（DL)
成田発着⇔パラオ発着

直行便

大韓航空（KE）
日本各地発着（14都市）⇔ソウル（仁川）経由⇔パラオ発着

ユナイテッド航空（UA）
日本各地発着⇔グアム経由⇔パラオ発着

4

日本航空、デルタ
ユナイテッド、大韓航空で行く6日間
自由自在に！ ダイバープラン

3
・
4

船内泊

船内泊

ホテル泊

１

2

5

6

各地発（航空便各自チェックイン）
DL JLは直行便でゆったり派。
UAはグアム、KEは仁川経由の自由旅派！
到着後、送迎バスにて各ホテルへ

6:45 ホテル～送迎車でマラカル港へ
スピードボートでパラオスポート号へ
午前 1stダイブ
午後 2nd～3rdダイブ

午前 1st～2ndダイブ
午後 3rd～4thダイブ
ナイトダイブ（有料1ダイブ＄60）

日
程

食
事

ホテル泊

深夜 送迎バスにてホテルから空港へ
パラオ発（航空便各自チェックイン・諸税支払）→帰国

スケジュール

朝・昼・夕

朝・昼・夕

朝

フライトスケジュールの詳細は右記

ダイビングポイント/ブルーコーナー、ブルー
ホール、バージンホール、ニュードロップ、ビッ
クドロップ、ジャーマンチャネル等

★下船日は❶と❷のいづれかをご選択下さい。
7：00 朝食
❶8：30オプショナルツアー（2つのツアーより選
択。P.6参照）→12:00マラカル港着後、ホテルへ

❷8：30下船→9:30マラカル港到着後、ホテルへ

注1）乗船後、Eチケット、パスポート、現金を金庫にてお預かりし、下船
前日の精算時にご返却します。

注2）下船後の自由行動は自己責任の下でお過ごし下さい。

運航日

乗船料

1/7～3/31/2015 7/1～8/31/2015

￥33,000 ￥33,000 ￥9,500

船室シングル追加代金

乗船料に含まれるもの／含まれないもの
含まれるもの　●乗船料、船内泊（2名又は4名部屋/2～4名1室利用/ 同性同室）●乗船中の食事（朝・昼・ティータイム・夕）、24hドリンクサ
ーバー●港⇔本船送迎●ダイビング（1日3～4ダイブ、ガイド、タン ク、ウエイト、重器材レンタル）
含まれないもの　●航空運賃、燃油サーチャージ、諸税、空港使用料 ● 前後泊ホテル料金●船室シングル（無料利用不可）●送迎費（空港⇔
ホテル⇔港）●出国税（$50）●コロール州許可証（$50)、JFL許可証（＄ 100）●船舶燃油差額（1日＄20、ウーロン1日＄35）●客室税（1日$10）

ご参加へのご案内 ●世界自然遺産観光の入海料及び諸税、船舶燃油　  サーチャージに変更があった場合は変更後の徴収額を申し受けます。
●天候不良及び催行によりご希望に添えない場合　  は、現地にてご説明させて頂きます事、ご了承下さい。

重器材無料サービス（特典欄参照）
有料レンタル
　●マスク、フィン、ブーツ　各1日＄5
　●ダイビングコンピューター　乗船中＄60　1日＄20
　●ナイトロックスタンク 1本＄13、11ダイブ＄135、15ダイブ＄183

ダイビング器材のご案内

●ナイトダイブ 1日＄60　●ドーンダイブ 1日＄40

月・木・金
UA158
1:45→4:50

火
UA158
2:10→5:15
水・土
UA192
3:05→6:10
日（ヤップ経由）
UA186
0：50→5：20

往　路
出発地
千歳
仙台
新潟
成田
中部
関西
岡山
広島
福岡

便名
UA188
UA182
UA146
UA827
UA136
UA150
UA170
UA160
UA166

曜日
月・木
金・日
火・金
毎日
毎日
毎日
月・金
木・日
毎日

日本発→グアム着
12：25→18：05
11：50→16：50
11：00→16：00
11：05→15：45
11：20→16：00
11：05→15：45
11：15→16：05
11：15→16：00
11：50→16：35

グアム発→パラオ着
月

UA157
19:55→21:10

火・金
UA193

19:30→20:45

土(ヤップ経由）
UA185

20:25→23:05

水・木・日
UA157

20:00→21:15

往　路
運航日
1/7
1/11
1/15
3/13
3/17

パラオ着
1：00
2：15
2：15
1：00
1：00

成田発
20：25
21：40
21：40
20：30
20：30

復　路
運航日
1/12
1/16
1/20
3/18
3/22

成田着
7：45
7：15
7：15
7：30
7：30

パラオ発
3：30
3：00
3：00
3：00
3：00

往　路
運航日
火・土

パラオ着
1:25

成田発
20:20

便名
DL287

復　路
運航日
水・日

成田着
9：10

パラオ発
4：30

便名
DL298

往　路
乗継
運航日 パラオ着ソウル

（仁川）発便名

木・日 1:5020:50KE677

復　路

復　路
到着地
千歳
仙台
新潟
成田
中部
関西
岡山
広島
福岡

便名
UA187
UA181
UA147
UA828
UA137
UA151
UA169
UA159
UA165

曜日
月・木
金・日
火・金
毎日
毎日
毎日
月・金
木・日
毎日

グアム発→日本着
7：25→11：25
7：40→10：55
6：50→10：05
6：55→  9：40
7：20→10：20
7：00→10：10
7：05→10：25
6：50→10：15
7：35→10：50

パラオ発→グアム着

パラオダイビングルール

オプショナルダイブ

ダイビングコンピューターとシグナルフロートは
各自所持下さい。

フライトスケジュール（予定）PALAU CRUISE
1/7～3/31、7/1～8/31/2015
世界複合遺産の海で過ごすアクティブな休日！

（イメージ）

■通常重器材レンタル代 ＄20/1日を
　重器材無料サービス（サイズ：SML）
　指定サイズ以外はご持参下さい
■早割60：￥3,000／早割45：￥2,000
　※ご出発60日又は45日前のご入金
■アゲイン割：1年以内 ￥3,000／２年以内：￥2,000
　※前回が他社利用の場合は対象外
■初乗船の友人紹介／同行割　￥2,000
■グループ同時予約割（5名以上）￥2,000

４泊￥2,000／５泊￥3,000／６泊￥4,000
2/20～3/8、7/1～8/31限定の“乗船日数割”

乗船７泊以上／船室無料サービス
1名様は2名部屋、2名様は4名部屋をSGL料金無料にてご提供。
※除外日：12/24～1/5、8/9～17及び満室時
※船室無料サービスはその他の割引との併用はございません。
注）乗船７泊未満の無料シングル利用はお受けできません。

スポートツアーズ直接予約特典

成田往復航空券

￥69,500 ￥15,000 ￥99,000 ￥19,000 ￥205,040

燃油

￥2,540

空港税 乗船料 前後泊ホテル+送迎費 合計

〈ダイバープラン〉6日間　モデル旅行代 （1名様／2名様1室利用の場合）

パラオクルーズ ダイビング＆観光 MAP

ダイバープラン乗船料　1/7～3/31、7/1～8/31/2015 （1泊1名様／2～4名様1室/ご家族・ご友人同室）

教科書とDVDで自宅学習 スキルの練習 フィリピン、パラオで実習 PADIカード取得

Congratulations!
PADIコース

開始 乗船 終了

パラオスポート号に乗船してPADIコースを受講しよう！

パラオスポート号に乗船してPADIコースを受講しよう！

ご参加へのご案内

オープンウオーターコース アドバンスコース レスキューコース
PADICカード取得
【日数】2日／4ダイブ
【講習＆申請料】¥38,000
【フルシステムキット】¥13,052

5種類の経験を実践
【日数】2日／5ダイブ
【講習＆申請料】¥39,000
【フルシステムキット】¥15,414

緊急時の訓練を実践
【日数】2日／5ダイブ
【講習＆申請料】¥39,000
【フルシステムキット】¥14,207

ピークパフォーマンスボヤンシーSP デジタルフォトSP
5ｍ/3分間の安全停止がグンと上達
【日数】1日／2ダイブ
【講習＆申請料】¥13,675 (教材別途)

初めてでもうまくとれるデジカメ撮影法
【日数】1日／2ダイブ
【講習＆申請料】¥13,675 (教材別途)

ドリフトSP ボートSP エンリッチドエアーSP
チャネルや外洋ダイブを安全に楽しむ
【日数】1日／2ダイブ
【講習＆申請料】¥13,675 (教材別途)

ボートダイブを楽しむノウハウを学ぶ
【日数】1日／2ダイブ
【講習＆申請料】¥13,675 (教材別途)

酸素中毒の予防法とダイビング中の酸素
効果を学ぶ
【日数】
１日／2ダイブ/テスト
【講習＆申請料】＄100
【教科書】￥2,877

U/WフォトSP
露出、ライティングで水中写真が上達
【日数】1日／2ダイブ
【講習＆申請料】¥13,675 (教材別途)

EFR 魚の見分け方SP
日常生活でのけが、緊急時の対処法を学ぶ
【講習＆申請料】¥11,575
【EFRマニュアル】¥1,995

魚の特徴と種類を学び、魚の名称に詳しくなる
【日数】1日／2ダイブ
【講習＆申請料】¥13,675 (教材別途)

ダイブマスターコース
プロレベルになるための学習と実践　【日数】10日間
【講習料】￥150,000【必要教材】ダイブマスターマニュアル、DVD、PADIインストラクター（デジタル版）、RDPテーブル、eRDPMLと使用
説明書、エンサイクロペディア、ダイブマスタースレート、ダイビングエデュケーションログ(プロ用）、ナレッジワークブック（推奨教材）
【必要書類】DMコース危険について・医師の診断書、ログブック：60ダイブ、AOW EFR REDのCカードコピー。

パラオスポート号は世界唯一のアジアパシフィックジャパンダイブリゾート

　　　　　　　　 申込書・PADI安全潜水標準実施要項了解声明書・PADI病歴書・写真2枚(縦4㎝×3㎝)・レベルアップコースは受講ト
レーニングレコード、ログブック、Cカードをご持参下さい。
●ご参加者注意点 薬物の服用・心臓・呼吸器・循環器・耳鼻科系・手術後に該当する方は医師の診断書が必要。又、ダイビング期間中のダ
イエット食品摂取は厳禁。● 飛行機搭乗迄、18時間以上の水面休息時間を厳守。●事前学習方法 OWD AOW RED DM コースの方
は教材が届いたらナレッジリビューを解答し、現地にご持参下さい。●当日ダイビングをお断りする場合 二日酔い、体調不良、精神不安
定、薬物使用。●レンタル度付きマスク 視力0.2以下の方はマスクをご購入し持参してください。

PADI SPECIALITY COURSE

PADI COURSE

ナイトロックス（イメージ）

乗継
運航日 パラオ発 ソウル

（仁川）着便名

月・金 8:052:55KE678

●

●パラオ
グアムフィリピン

日 本

神々が宿る海で過ごす楽園のバカンス。世界複合遺産パラオクルーズ

2012年7月2日にパラオ南環礁ロックアイランドが世界複
合遺産に登録。広大な100,200ヘクタールの海をユネスコの栄誉あるリストに地球上の象徴として明記した。
また、南環礁のロックアイランドは多様なその他に例を見ない生態環境、サンゴ礁、環礁、石灰石島、マリンレイ
クがあり、海の生態系と群生の発達の際立った見本であると高く評価された。またマリンレイクは新しい種の発
見が継続する天然の実験場であり、世界複合遺産に登録することで保護されると明記された。

世界複合遺産登録２０１２年７月
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Marine Hotel Palasupo Plan

The holiday of paradise!
パラスポプラン

曜日別ウォータースポーツと世界遺産アイランドツアー

The amazing stay パラオスポート洋上ホテルプラン
洋上ホテルで満天の星空と大海原に登る月、南十字星を見よう！

スケジュール
１

2

3

4

5

各地出発（航空便各自チェックイン）→パラオ到着
ホテル泊

6：45 ホテル発　送迎バスでマラカル港へ
7：00 スピードボートでロックアイランドをぬけてパラオスポート号へ
8：00 乗船後、船内案内＆朝食
10:00 シーカヤック→11:30 昼食→13：00 スノーケリング→
15：00 ティータイム→16:00 世界遺産アイランドツアー
18：30 夕食 ※洋上バーベキューは週1回予定
20：00 シップショップ等のイベント

7：00　世界遺産アイランドツアー
8：30 朝食→10:00ス ノーケリング→
11:30 昼食→13:00 体験ダイビング
16:00 世界遺産アイランドツアー
18：30 夕食

空港集合（深夜）→パラオ出発（航空便各自チェックイン・諸税支払）→帰国

船内泊

船内泊

ホテル泊

船内泊

ホテル泊

日
程

曜日
月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

7:00※1） 10:00※1）
世界遺産

イノキアイランド
シーカヤック
（オジサン島）

スノーケリング
（ビッグドロップ）

16：00※1）
世界遺産
ロングビーチ

世界遺産オジサン島
シーカヤック

スノーケリング
（ジャーマンリーフ）

体験ダイビング
（オモカンビーチ）

世界遺産
ゲロン島

世界遺産
ゲロン島

シーカヤック
（ロングビーチ）

スノーケリング
（ビッグドロップ）

世界遺産
ガルメアス島

世界遺産オモカン島
シーカヤック

スノーケリング
（ジャーマンドロップ）

体験ダイビング
（オモカンビーチ）

世界遺産
セブンティアイランド

世界遺産
ガルメアス島

シーカヤック
（オジサン島）

スノーケリング
（ビッグドロップ）

世界遺産
オモカン島

世界遺産ロングビーチ
シーカヤック

スノーケリング
（ジャーマンインナー）

体験ダイビング
（オモカンビーチ）

世界遺産
イノキアイランド

世界遺産
クジラ島

シーカヤック
（ロングビーチ）

スノーケリング
（ビッグドロップ）

世界遺産
ガルメアス島

13:00※1）

〈パラスポプラン〉〈パラオスポート洋上ホテルプラン〉
乗船料に含まれるもの／含まれないもの
含まれるもの　●乗船料、船内泊（2名又は4名部屋/2～4名1室利用/同性同室）
●乗船中の食事（朝・昼・ティータイム・夕）、24hドリンクサーバー●港⇔本船送
迎●パラスポプラン：1日３・４つのウォータースポーツ＆世界複合遺産ツアー●ス
ノーケリングセットレンタル料
含まれないもの　●航空運賃、燃油サーチャージ、諸税、空港使用料● 前後泊ホ
テル料金●船室シングル（無料利用不可）●送迎費（空港⇔ホテル⇔港）●出国
税（$50）●コロール州許可証（$50)、JFL許可証（＄100）●船舶燃油差額（1日
＄20、ウーロン1日＄35）●客室税（1日$10）ご参加へのご案内 ●世界自然遺産観光の入海料及び諸税、船舶燃油サーチャージに変更があった場合は変更後の徴収額を申し受けます。

●天候不良及び催行によりご希望に添えない場合は、現地にてご説明させて頂きます事、ご了承下さい。

スケジュール

１

2

3

4

各地出発（航空便各自チェックイン）→パラオ到着

6:45 ホテル発　送迎バスでマラカル港へ
7:00 スピードボートでロックアイランドをぬけてパラオスポート号へ
 シーカヤック、写真撮影、サンデッキランチ、星座鑑賞等、お楽しみ下さい。
11:30 昼食
15:00 ティータイム
18:30 夕食 ※洋上バーベキューは週1回予定
20:00 シップショップやナイトフィッシング（20時以降）

日
程

（全てイメージ）

ワクワク　パラオスポート号
オリジナルオプショナルツアー

■世界自然遺産ガルメアス
　ビーチ&ミルキーウェイ

■世界自然遺産ロックアイランド&ミルキーウェイ

乗船中に
お申し込み
OK!

1名様料金：$50
所要時間：60分　2名催行
含まれるもの：ライフベスト、飲物

■ツアー料金：1名様
　＄70（現地払い）
■催行人数：2名様
所要時間：4時間
含まれるもの：
スノーケリングセット、
ライフベスト、飲物

■世界自然遺産ジェリーフィッシュレイク&ミルキーウェイ
■ツアー料金：1名様
　＄70（現地払い）
■催行人数：2名様
所要時間：4時間
含まれるもの：
スノーケリングセット、
ライフベスト、飲物

■フィッシングボートチャーター
1ボート：$400
所要時間：4時間
含まれるもの：ライフべスト、ランチ、
含まれないもの：
フィッシングパーミット：$20

■サンセットナイトダイブ

■洋上ホテルを満喫するファンタジックナイトツアー

1名様料金：$60
所要時間：90分　2名催行
含まれるもの：ライト

1名様料金：$50
所要時間：80分　1名催行
含まれるもの：ライフジャケット、ライト

■1ビーチ&アウトリガー体験ダイブ
　&ブレックファーストとランチ付

■送迎ボートチャーター＆
　ナチュラルアーチ見学付

1名様料金：$165
所要時間：学科30分、実習60分
含まれるもの：1ダイブ・器材レンタル料、
飲物

■ナイトロックスレンタル

1ボート：$200
所要時間：3時間

■ナイトロックス講習

（イメージ）

■スノーケリング

1名様料金：$30　　　　　　　　　　　　　　　　　
所要時間：60分　2名催行
含まれるもの：ライフベスト、飲物

ミルキーウェイ（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

■ロングビーチシーカヤック

1名様料金：$50
所要時間：60分
含まれるもの：ライフベスト

（イメージ）

ジェリーフィッシュレイク（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

乗船中のオプショナルツアー

ナイトロックス、エンリッチドエアー受講

※ウォータースポーツ及び世界複合遺産ツアーは当日の海況により変更する場合がございます。
注1）乗船後、Eチケット、パスポート、現金を金庫にてお預かりし、下船前日の精算時にご返却します。
注2）下船後の自由行動は自己責任の下でお過ごし下さい。

★下船日は❶と❷のいづれかをご選択下さい。
7：30 朝食
❶8：30 オプショナルツアー（2つのツアーより選択。P.6参照）→
　12:30 マラカル港着後、ホテルへ
❷8：30 下船→9:30 マラカル港到着後、ホテルへ

食
事

朝・昼・夕

食
事

朝・昼・夕

朝

朝・昼・夕

朝

深夜 送迎バスにてホテルから空港へ
パラオ発（航空便各自チェックイン・諸税支払）→帰国

★下船日は❶と❷のいづれかをご選択下さい。
7：00 朝食
❶8：30 オプショナルツアー（2つのツアーより選択。P.6参照）→
　12:30 マラカル港着後、ホテルへ
❷8：30 下船→9:30 マラカル港到着後、ホテルへ

注1）乗船後、Eチケット、パスポート、現金を金庫にてお預かりし、下船前日の精算時にご返却します。
注2）下船後の自由行動は自己責任の下でお過ごし下さい。

大シャコ（イメージ）

■通常重器材レンタル代 ＄20/1日を
　重器材無料サービス（サイズ：SML）
　指定サイズ以外はご持参下さい
■早割60：￥3,000／早割45：￥2,000
　※ご出発60日又は45日前のご入金
■アゲイン割：1年以内
　￥3,000／２年以内：￥2,000
　※前回が他社利用の場合は対象外
■初乗船の友人紹介／同行割　￥2,000
■4名グループ同時予約割　￥2,000

『2015年初、天皇陛下慰霊』ペリリュー戦跡ツアー
アメリカ軍と日本軍が戦った70年前の戦争跡が全てそのまま残された
ペリリュー島。その時を実感する感動ツアーにご参加ください。

■ツアー料金：1名様$120 ＋ ペリリュー観光税＄15（現地払い）
9：30パラオスポート発→10：00ペリリュー島着→みたま→博物館→発電所→司令部→アメリカのセメタ
リー→オレンジビーチ→昼食→ゼロ戦→日本の戦車→アメリカの戦車→一度も使われなかった日本の大
砲→展望台→中川大佐の記念碑→千人洞窟→パラオスポート着→ホテルへ

体験ダイビング1ビーチアンドアウトリガーで1ボート
パラオで初めてのダイビング！ 基本スキルを学んでパラオの海で遊ぼう！

■ツアー料金：1名様＄165（現地払い）　■催行人数：2名様 （予約制）
7:00ホテル送迎→港→スピードボートでパラオスポート号へ→ロックアイランドをクルージング→8:00
パラオスポート号で朝食→9:00体験ダイビングの知識学習→10：00オモカンビーチ→サンデッキで
昼食→13：00アウトリガーポイント→14：30アフタヌーンティー→15：30ホテルへ送迎

下船日 のオプショナルツアー（半日ツアー）

●講習：$100（別途教科書代/日本支払）
●講習方法：ナレッジリビューの回答解説、EANビデオ、エグザムに合格し
　2ダイブ実習後、認定。EANタンクレンタル：1本＄13

1DAY TO
UR！

期間限定 

1DAY TO
UR！

期間限定 

※1）楽しみ方、準備品をブリーフィング後、出発

オモカン島  白いビーチで貝殻やサンゴを使った個性的な写真撮影、遊覧観光。
イノキ島 島内観光、写真撮影、大シャコ貝のプラムシティをスノーケリングで見学。
ゲロン島 遊覧観光、スノーケリング、写真撮影、上陸して島の生活を見学。
オジサン島 オジサン島で生息する鳥、花、木々を遊覧観光、スノーケリングで見学。
クジラ島 サンゴが隆起してできた魚型の石灰石が作る美を遊覧観光で見学。
セブンティアイランド 美しいマッシュルーム島が現れる神々しい風景を写真撮影、遊覧観光で
 見学。保護区の為、立入り禁止規制があります。
ガルメアス島 地鶏、オオトカゲ、魚の大群が棲む島を観光、スノーケリングで見学。
ロングビーチ ロングビーチの真っ白なサンゴの海の歩道を散策、写真撮影、島内観光。
サンデッキランチ＆アフタヌーンティ 360°の洋上で食す格別なランチタイム！ ご要望に応じてご用意。
用意する物：水着、ラッシュガード、サンダル、帽子、サングラス、日焼け止め、カメラ&防水ケース等。
レンタル品：ライフベスト、マスク、スノーケル、フィン、スプリングスーツ

運航日

乗船料

1/7～3/31/2015

￥18,000 ￥18,000 ￥9,500

7/1～8/31/2015 船室シングル追加代金

洋上ホテル乗船料　1/1～8/31/2015

窒素による眠気、もやもや感が軽減。帰国前のダイビングにおすすめ。
●タンクレンタル：1本$13／11ダイブパック＄135／
　15ダイブバック＄183
※エンリッチドSPカードをご提示下さい。

スポートツアーズ直接予約特典：〈パラスポプラン〉〈洋上ホテルプラン〉共通

世界複合遺産の海の楽園パラオ！
パラオスポート号に乗船して体験する、プレミアムなウォータースポーツ。

成田往復航空券

￥69,500 ￥15,000 ￥60,000 ￥19,000 ￥166,040

燃油

￥2,540

空港税 乗船料 前後泊ホテル+送迎費 合計〈パラスポプラン〉5日間  モデル旅行代金
（1名様／2名様1室利用の場合）

成田往復航空券

￥69,500 ￥15,000 ￥18,000 ￥19,000 ￥124,040

燃油

￥2,540

空港税 乗船料 前後泊ホテル+送迎費 合計

〈パラオスポート洋上ホテル〉4日間　モデル旅行代金（1名様／2名様1室利用の場合）

ウォータースポーツ、
世界遺産ツアー、
食事付きで、

おトクなプライス！！

日焼け
NG！

の方に

お勧め
する

クルー
ズプラ

ン！

WOW! ウォータースポーツ遊び放題

（1泊1名様／2～4名様1室／ご家族・ご友人同室）

オジサン島、クジラ島、フルーツバットの
洞窟をクルージング。夜のオモカン島を
探検して、夜光虫と遊ぶナイトプラン。

■サンセットシーカヤックと無人島探検ナイトツアー

1名様料金：$50
所要時間：80分　1名催行
含まれるもの：ライフジャケット、ライト

（イメージ）

美しい夕日で刻々と変わる空をながめな
がら、シーカヤックで無人島を巡り、夜の
ロングビーチを探検するナイトコース。

※乗船中に申し込みOK

ウォータースポーツ
をチョイスして洋上ホ
テルを満喫！（有料／
右記参照）

大シャコ（イメージ）

運航日

乗船料

1/7～3/31/2015 7/1～8/31/2015

￥30,000 ￥30,000 ￥9,500

船室シングル追加代金

パラスポプラン乗船料　1/7～8/31/2015 （1泊1名様／2～4名様1室/ご家族・ご友人同室）

４泊￥2,000／５泊￥3,000／６泊￥4,000
2/20～3/8、7/1～8/31限定の“乗船日数割”

乗船７泊以上／船室無料サービス
1名様は2名部屋、2名様は4名部屋をSGL料金無料にてご提供。
※除外日：12/24～1/5、8/9～17及び満室時
※船室無料サービスはその他の割引との併用はございません。
注）乗船７泊未満の無料シングル利用はお受けできません。
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Bコース

地球誕生以来、変わらぬ大自然がここにある。
人々を魅了する感動のドラマを見に行こう。

フィリピンTubbataha Reef Cruise
4/5～6/20/2015

（注）フライトスケジュールは予告なく変更される場合がございま
　　す。最新の情報をご確認ください。

（注）フライトスケジュールは予告なく変更される場合がございま
　　す。最新の情報をご確認ください。

（注）フライトスケジュールは予告なく変更される場合がございま
　　す。最新の情報をご確認ください。

マニラ

セブ島

ミンダナオ島スルー海

バラワン島
プエルトプリンセサ

気温30℃
水温31℃

世界自然遺産トゥバタハリーフクルーズ乗船料 4/5～6/20/2015
（1クルーズ1名様／2～4名様1室／ご家族・ご友人同室）

設定期間
4/5～4/11

4/11～4/18、4/18～4/25、4/25～5/2、
5/2～5/9、5/9～5/16、5/16～5/23、
5/23～5/30、5/30～6/6、6/6～6/13

6/13～6/20

乗船料

船室シングル
追加代金

￥9,500￥208,000 ￥208,000 ￥208,000

乗船料に含まれるもの／含まれないもの
含まれるもの　●乗船料、船内泊（2名又は4名部屋/2～4名1室
利用/同性同室）●乗船中の食事（朝・昼・ティータイム・夕）、24hド
リンクサーバー●ダイビング●世界遺産セミナー
含まれないもの　●航空運賃、燃油サーチャージ、諸税、空港使用
料●送迎費（空港⇔港）●船舶燃油差額１クルーズ＄90●OPツアー
費●海洋保護区税●出国税：日本⇔マニラ/セブP550

ご参加へのご案内

船内泊

船内泊

１

2

3

4

6

～

7

8

各地発（航空便各自チェックイン）

セブ空港到着後、パラオスポート号へ
20:00 出航
5:00 オスロブ（ジンベエザメダイブ別途$50)
 スミロンで2ダイブ
22:00 カガヤンシリオへ出発
5:00 カガヤンシリオ到着後、サブウエイ
 2ダイブ
22:00 トゥバタハリーフへ出発

午前1～2ダイブ
13:00 プエルトプリンサセに向け出航
22：00 港到着

日
程

食
事

セブ発トランシション８日間
Aコース

スケジュール

船内泊
海況によりコースを選択
■北リーフで、午前2ダイブ　午後2ダイブ
■南リーフで、午前2ダイブ　午後2ダイブ 海況によりコースを選択

■北リーフで、午前2ダイブ　午後2ダイブ
■南リーフで、午前2ダイブ　午後2ダイブ

海況によりコースを選択
■北リーフで、午前2ダイブ　午後2ダイブ
■南リーフで、午前2ダイブ　午後2ダイブ

船内泊

朝・昼・夕

朝・昼・夕

軽

プエルトプリンサセ空港へ
航空便各自チェックイン→マニラ経由→帰国
フライトスケジュール（予定）

到着地
マニラ
成田
中部
関西

出発地 便名
PR2782
PR432
PR438
PR408

プエルトプリンセサ

マニラ

出発時刻→到着時刻
7：20→8：35
15:00→20:10
13:50→18:35
14:35→19:20

船内泊

船内泊 船内泊

フライトスケジュール（予定）

１

2

3

5

～

１

2

3

6

～

6

7

7

8

各出発（航空便各自チェックイン）

船内泊＆オプショナルツアー（下記）は1日1ツアー
でアンダーグラウンドリバーを優先的に催行。
催行人数4名に満たない場合及び天候不良の場合
は島内観光に変更になります事、ご了承下さい。
7：00発 アンダーグラウンドリバーツアー
9：00発 パラワン島観光&ショッピングツアー

船内泊＆オプショナルツアー（下記）は1日1ツアー
でアンダーグラウンドリバーを優先的に催行。
催行人数4名に満たない場合及び天候不良の場合
は島内観光に変更になります事、ご了承下さい。
7：00発 アンダーグラウンドリバーツアー
9：00発 パラワン島観光&ショッピングツアー

午前1～2ダイブ
13:00 プエルトプリンサセに向け出航
22:00 港到着

日
程

食
事

プエルトプリンセサ発着７日間・８日間
Bコース

出発地
成田
中部
関西
マニラ

便名
PR431
PR437
PR407
PR2787

出発時刻→到着時刻
  9:30→13:30
  9:30→12:50
  9:55→13:20
17:30→18:50

到着地

マニラ

プエルトプリンセサ

スケジュール

20:00　トゥバタハリーフへ出発 船内泊20:00　トゥバタハリーフへ出発

船内泊

夕 夕

朝・昼

夕

プエルトプリンサセ空港へ
航空便各自チェックイン→マニラ経由→帰国

フライトスケジュール（予定）
出発地
成田
中部
関西
マニラ

便名
PR431
PR437
PR407
PR2787

出発時刻→到着時刻
  9:30→13:30
  9:30→12:50
  9:55→13:20
17：30→18：50

到着地

マニラ

プエルトプリンセサ

プエルトプリンセサ発トランシション８日間
Cコース

プエルトプリンセサ空港到着後、パラオスポート号へ
乗船後、運行スケジュール、2日目のオプショナル
ツアーをご説明

プエルトプリンセサ空港到着後、パラオスポート号へ
乗船後、運行スケジュール、2日目のオプショナル
ツアーをご説明

１

2

3

5

～

6

8

各出発（航空便各自チェックイン）

5:00 カガヤンシリオ到着後、サブウェイ
 2ダイブ
22:00 オスロブ島へ出発

日
程

食
事

7
5:00 オスロブ（ジンベエザメダイブ別途$50)
 スミロンで2ダイブ
マクタン港へ

スケジュール

朝・昼・夕

船内泊

船内泊

セブ空港へ
航空便各自チェックイン→マニラ経由→帰国
フライトスケジュール（予定）

到着地
マニラ
成田
中部
関西

出発地 便名
PR2850
PR432
PR438
PR408

セブ

マニラ

出発時刻→到着時刻
11:00→12:15
15:00→20:10
13：50→18：35
14:35→19:20

フライトスケジュール（予定）
到着地
セブ

マニラ

セブ

出発地 便名
PR433
PR431
PR437
PR407
PR2861

成田

中部
関西
マニラ

出発時刻→到着時刻
14:25（直行便）18:45
  9:30→13:30
  9:30→12:50
  9:55→13:20
16：05→17：20

フライトスケジュール（予定）
到着地
マニラ
成田
中部
関西

出発地 便名
PR2782
PR432
PR438
PR408

プエルトプリンセサ

マニラ

出発時刻→到着時刻
7：20→8：35
15:00→20:10
13:50→18:35
14:35→19:20

出航までのプエルトプリンセサの1Day Tourオプショナル
ツアー

世界自然遺産アンダーグラウンドリバー パラワン島内観光&
ベーカーヒルズランチ＆ショッピングツアー

朝・昼

夕

（イメージ）（イメージ）
（イメージ）

●燃油サーチャージ、諸税に変更があった場合は変
更後の徴収額を申し受けます。●天候不良によるスケジュール及びコース
変更については現地にてご説明させて頂きます事、ご了承下さい。

パラワン島の州都プエルトプリンセサの182
㎞、スルー海の中央に位置するトゥバタハリー
フは海底1000mから南（全長5㎞幅3㎞）北
（全長16㎞幅5㎞）2つの環礁が隆起し、サン
ゴ300種、魚380種、イルカ、クジラなどの海
洋哺乳類9種、ウミガメ2種、海草・藻類30種、
海鳥15種が生息し、貴重な生物層が見られ
る。大物はマンタ、ハンマーヘッド、ナースギ
ター、ブラック＆ホワイトチップなどのサメ類、
ウミガメ、ギンガメアジ、ナポレオン、バラクー
ダ、ロウニンアジなど。しばしばジンベエザメ
やジュゴンも目撃されている。1980年代に
国立海洋公園に指定、1993年に世界でも希
に見る豊かな海としてUNESCOの世界自然
遺産に登録。レンジャーによって手厚く守ら
れている。

世界自然遺産登録 1993年

今年のトゥバタハリーフは全クルーズがベタ凪
で水温は 31℃。ウエットスーツを暑く感じる。
今年は座礁事故と昨年の大型台風の影響で、
マンタ、ジンベエザメ、ギンガメアジの群れ
が少なく、水中生物は地球環境や人災により
影響を受けることを目の当たりにした。しかし、
広大なサンゴ礁は感動的で、2ｍ超のナース
ギターの出現はダイバーを興奮させた。

2013年トゥバタハリーフブログ

ジェーシービーズリーフ　リーフ／ジンベエザメ、サメ、タイマイ
シーファンアレイ　ドロップ／ウミウチワ、ハナダイ、ナースシャーク
テラス　浅瀬／ソフトコーラル、ギンガメアジ
マラヤンレック　沈船／コショウダイ、フエダイ、タイマイ
ウォールストリート　ドロップ／サメ、シルバーチップ
アモスロック　リーフとドロップ／サメ、ローニンアジ
ウォッシングマシン　ドロップ（上級者向）／ギンガメアジ群、バラ
クーダ、サメ、カメ
シャークエアポート リーフとドロップ／マンタ、タイマイ
レンジャーステーションポイント　リーフとドロップ／ギンガメアジ
群、バラクーダ、アオウミガメ

ノーストゥバタハリーフ ポイント

ブラックロック　ドロップ／ギンガメアジ群、バラクーダ、マンタ、
ジンベエザメ、ロウニンアジ
デルサンレック　沈潜／ギンガメアジ群、タイマイ
トリガーフィッシュシティ　砂地／モンガラカワハギ、イレズミフエ
ダイ、スティングレイ
スタッグボーン　サンゴの丘／アオウミガメ、タイマイ、チョウチョ
ウウオ

サウストゥバタハリーフ ポイント

トゥバタハリーフMAP

Cコース

Aコース

トゥバタハ
リーフ

鳥群（イメージ）レンジャーステーション（イメージ）

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ト
ラ
ベ
ル
ガ
イ
ド

正式国名●フィリピン共和国　
首都●マニラ
人口／民族●約8,624万人／マレー系／インドネシア系／ネグ
リート系／スペイン系。
地理●日本からマニラは約4時間。セブは直行便で約4時間30
分。大小7,107の島々が点在している。総面積は約30万k㎡。ル
ソン島・ミンダナオ島・サマール島・ネグロス島など主な11島だけ
で総面積の90％以上を占めている。
時差●日本より1時間遅れ。日本の正午はフィリピンの午前11時。
言語●ビサヤ語、タガログ語、英語。その他、島により言葉が異な
りフィリピン全体で15以上の言語がある。
通貨●通貨●1ペソ（P）＝100センタボ（¢）＝約2.5円。US＄1＝43
ペソ。米ドル・日本円ともに使える。
電圧●20ボルト、60ヘルツ。ヘアードライヤー付きのホテル、リ
ゾートが増えているが、持参の場合は電圧切り替え用が必要。
気候●年平均気温は26～27℃。雨期7～10月。乾季→11～6
月。3～6月は真夏で毎日30℃以上、1年中夏物でOK。
チップの目安●空港・ホテルのポーターには荷物1個につき10ペ
ソ。タクシーは料金の10％。

世界自然遺産ダイビングルール

世界自然遺産トゥバタハリーフ海洋公園使用料

環境保護税はトゥバタハリーフ保護に役立てられます。
●パークフィー（1クルーズ1名様） ＄80又はP3,000

ナイトロックスで快適ダイビング

流れに乗ってガイドと一緒に潜るドリフトダイビング。
ダイビングコンピューターは各自所持下さい。着底禁
止・グローブ着用禁止・貝がら等の全ての物が持出し
禁止です。

ナイトロックス（イメージ）

プエルトプリンセサ発
のお客様対象

■通常重器材レンタル代 ＄20/1日を
　重器材無料サービス（サイズ：SML）
　指定サイズ以外はご持参下さい
■早割60：￥3,000／早割45：￥2,000
　※ご出発60日又は45日前予約
■アゲイン割：1年以内 ￥3,000／2年以内 ￥2,000
　※前回が他社利用の場合は対象外
■初乗船の友人紹介／同行割　￥2,000
■4名グループ同時予約割　￥2,000

スポートツアーズ直接予約特典1名様　￥7,000　催行人数：4名　所要時間：8時間
1名様￥7,000　催行人数：1名　所要時間：7時間

Aコース Bコース Cコース

成田
往復航空券

￥64,400 ￥2,540 ￥208,000 ￥7,000 ￥299,940

空港税

￥18,000

燃油サーチャージ 乗船料 オプショナルツアー TOTAL

〈世界自然遺産トゥバタハリーフクルーズ〉8日間　モデル旅行代金（1名様／2名様1室利用の場合）

プエルトプリンセサから山間部を車で2.5時間。美しい
山々の景色をぬけると一面に海が広がる。アンダーグ
ランドリバー世界遺産事務所で登録を済ませバンカー
ボートに乗り込み15分。対岸へ渡ったら、いよいよ地底
河川の入口だ。

料金に含まれるもの：車チャーター費、入場料、ランチ、飲物
料金に含まれるもの：車チャーター費、
入場料、ランチ、飲物

スペイン文化が残る教会を訪ね、お昼はマウンテンレス
トランでランチ！ プエルトプリンセサはカシューナッツと
マンゴーが有名。地元産のお土産が買えるのはこの一
日だけ。皆でワイワイとショッピングしましょう。

バナナ（イメージ）

●ビッキーの洋上マッサージ
　ショップ（要予約）
　ボティマッサージ
　（60分間）：$20
　フェイシャルマッサージ
　（60分間）：$20

●海ガールも海ボーイも大好き！
　マンゴー＆バナナ食べ放題

ベスト
シーズン
4～6月

大自然が与えてくれた3ヶ月だけの楽園！　世界自然遺産トゥバタハリーフ

連日のダイビングに効果的！窒素
による眠気、もやもや感が軽減。
帰国日のダイビングにお勧め。
●エンリッチドエアー講習 ＄100
　（別途教科書代￥2,877）
●ナイトロックスタンク  1本 ＄10

（全てイメージ）

観光モデルコース：教
会→織物工房→蝶園
→ベーカーヒルズ（ラ
ンチ）→ワニ園→スワ
ヒリ刑務所→ショッピ
ング
※天候によりコースに
変更があります事、ご
了承ください。

ワニ園（イメージ）ワニ園（イメージ）

ウオッシング
マシン

シャークエアポート

レンジャー
ステーション
ポイント

Tレック

ko-ok

灯台

ブラックロック

レンジャーステーション

ジェーシービーズリーリーフ
シーファンアレイ

テラス

マラヤンレック

ウォール
ストリート
アモスロック

デルサンレック

トリガーフィッシュシティ
スタッグホーン

トゥバタハリーフ　美味・美・満載特典



ご参加の手配条件（現地集合型）
パンフレット記載内容は、2015年1月1日～ 8月31日迄のツアーに有効です。

手配旅行・受注型企画旅行について
●お客様のご予算、日程等のご希望にあった乗船プランをお見積り致します。
●航空券、ホテル等のご要望に関しましては、お見積りの上、手配させて頂きます。
●手配内容はご予約確認書でご案内致します。
●受注型企画旅行について：お客様のご要望に応じて1名様から旅行商品をご用意
致します。（受注例）個人旅行、グループ旅行、パラオスポートチャーター、ダイビ
ングショップツアー、スポーツクラブツアー、修学旅行、法人旅行、ハネムーン旅行

自己手配について
●航空券、ホテル送迎を個人手配された場合は船室予約のみお受け致します。
　当日のトラブルはお客様自身でご解決頂き、ご乗船されない場合は100%のキャ
ンセル料を申し受けます。

マイレージ自己手配について
●マイレージ手配、入会手続き、登録などのマイレージプログラムについては航空
会社へお客様自身でお問合せ下さい。当日のトラブルはお客様自身でご解決頂
き、ご乗船されない場合は100%のキャンセル料を申し受けます。

申込金について
●お申し込み時は予約確認書記載の指定日迄にご入金下さい。
●ご出発の30日以内にお申し込みの場合は、旅行代金入金後の手配となります。
●ご予約後、申込金及び旅行代金全額が指定日迄にご入金がない場合で解約連絡
がない場合は、取消料が生じますので、必ずご連絡下さい。

申込書類について
●申込書：パスポートコピー・ダイバーの方は、ＰＡＤＩ安全潜水標準実施要項了解声
明書・ＰＡＤＩ病歴/診断書をご提出下さい。

パスポート・査証について
●氏名のつづり及びパスポート・ビザの有効期限を必ずご自身でご確認下さい。
●既婚者の方でパスポートセンターに氏名変更登録を行った場合は新性名でご予約
下さい。
●既婚者の方でパスポートセンターに氏名変更登録を行っていない場合は旧姓でご
予約下さい。
●日本国籍以外の方は、入出国に関してビザが必要な場合がございますので、自国
の領事館・渡航先国の領事館・入国管理事務所にご確認後お手続き下さい。

●パスポート申請期間は約2週間です。パスポートネームは予約時と同スペルでご
申請下さい。スペル違いの場合、渡航できません。
●旅行に必要なパスポート・査証（ビザ）等の渡航及び出入国手続きは、お客様自身
の責任で行って下さい。

●旅券（パスポート）：ご出発時は、下記の残存有効期間を満たす旅券が必要です。
残存期間が満たない場合は出発できませんので、再申請下さい。

●パスポートの保管についての注意
　パスポートは海外で身分を証明する大切なものです。旅行中はお客様の責任で管
理して下さい。万一の盗難・紛失に備えてパスポートのコピーをご用意下さい。
盗難などの再発行手続きがスムーズに行えます。

旅行代金について（現地集合型）
●手配旅行及び受注型企画旅行予約の航空運賃、乗船料、ホテル、送迎、空港使用
料等を請求します。
●旅行代金のホテルは2名部屋を2～3名様で、船室は2名部屋を2名様で、4名部屋
は3名～4名様でご利用いただくおとな1名様代金となります。
●航空券はエコノミークラスです。ビジネスクラスご利用時は差額が発生致します。
●弊社が手配する航空券には燃油サーチャージ及び諸税・出国税・観光税・客室税・
ダイビングパーミット料は含まれておりませんので、別途お支払い下さい。

航空機・その他の交通機関について
●ご利用いただく航空機のクラスは、エコノミークラス（Ｙ）で全席禁煙です。座席の
割り当ては、旅行会社の関与出来ない事となります。座席のご希望は、出発日の
手続き時に直接、当該航空会社の受付係員にお申し出下さい。又、航空会社の都
合や混雑状況等によりご希望に添えない場合や、グループまたはカップルの方で
も席が隣合わせにならない場合がございます。
●帰国日週末料金：航空会社により日曜・月曜・特定日発に追加料金が生じます。
●復路特定日：航空会社により特定帰国日に追加料金が生じます。
●運輸機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またこれらによって旅
行日程の変更、目的地滞在時間の短縮、観光ポイントの変更・中止が生じる場合
があります。この場合、当社は責任を負いかねますが、出来る限り当初の日程に
従った旅行サービスを提供するよう努力致します。

国際線機内持込量的制限について
●あらゆる液体品の持ち込みは100mℓ以下の容器で保管する事が義務ずけられてい
ます。
●国土交通省のホームページで詳細等をご確認の上、旅行準備にお役立て下さい。
　http://www.miit.go.jp/03_infomation/index.html

到着時間の遅れやオーバーブッキングで、乗り継ぎ出来ない場合の対応について
●オーバーブッキングや機体故障の遅延及び同航空会社での乗り継ぎが出来ず、航
空会社の責任と考えられる場合は、振替便及びホテル手配等の対応がありますの
で、航空会社カウンターにお申し出下さい。遅延やトラブル発生時は慌てずに最
終旅行日程表の緊急連絡先にご連絡下さい。尚、現地係員のご依頼費用は個人
負担で現地精算となります。
●乗り継ぎが出来なかった場合は、振替便の手配をお客様自身で行って下さい。ホ
テルの手配が必要になった場合、ご自身で行なって下さい。状況はスポートツアー
ズ、現地緊急連絡先、手配先旅行社（航空券手配他社）にご連絡下さい。尚、遅延
に伴って発生した諸費用はご帰国後、お客様と航空会社との交渉になります事、 
ご了承下さい。
●当日のパスポート紛失・税関及びお荷物検査・搭乗等に時間を要し乗り遅れた場
合は、お客様責任となりますので航空会社カウンターで振替便手配を交渉して下
さい。同日ご出発が不可の場合のホテル手配に関しましてはお客様負担となりま
す。尚、大幅に現地到着が遅れた場合はご乗船頂けない場合もございますので、

状況はスポートツアーズ、現地緊急連絡先、手配先旅行社（航空券手配他社）にご
連絡下さい。

現地での送迎・係員について
●送迎を担当する現地係員費用は有料となります。
●空港～ホテル間の送迎に利用するバスは他のお客様との混載バスになります。
また、少人数の場合は小型バスやワゴン車等を使用する場合があります。
●現地係員は、現地にて旅行を円滑に実施するためのご案内役です。
●入出国時の空港⇔ホテル間の送迎を現地係員が担当します。入国時は滞在中の
ご案内を行い、出国時は搭乗手続き迄をご説明致します。
●現地係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。
●個人で移動される場合は、タクシー等をご利用下さい。

ご宿泊（ホテル・お部屋）について
●日程中のホテルのお部屋は2人1部屋が基本となります。2人部屋には、ベッドが2
台の「ツインベッドルーム」と、大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類が
あります。その為、2つのベッドマットが離れていない部屋や、ベッドマットを離す
事ができない部屋、種類や大きさが異なる部屋が含まれ、バスタブが無くシャワー
のみ、又は共同シャワーとなる場合がございます。

●1名様参加または1人部屋希望の場合、1人部屋追加代金が必要となります。繁忙
期にはお受け出来ない場合がございます。又、同伴者が取り消しとなり、1人部屋
利用となる場合も追加料金が必要となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合（トリプル）は2人部屋に簡易ベッドを入れ3名様で
ご利用いただくため非常に手狭となります。ツインとシングルルーム利用の場合
は、お1人部屋追加代金を申し受けます。
●グループ及びご家族での参加の場合でもホテル側の事情により同一タイプ、同一
フロアのお部屋をご用意できない場合がございます。
●チェックインの際、国際電話やお部屋のミニバー用としてホテルより国際クレジット
カードの提示又は現金によるデポジット（保証金）を求められる場合がございます。
●チェックアウトは、お客様ご自身で行って頂きますので、ルームサービスや電話・
客室税等の旅行代金に含まれない費用をご精算下さい。又、ホテルで発生したト
ラブルはその場で解決する為にホテル係員に直接お申し出下さい。
●パラオスポート号船室は宿泊施設です。お一人部屋を希望される場合、1泊につ
き￥ 9,500の追加料金を申し受けます。又、荷物保管での船室ご利用の場合も宿
泊代金を申し受けます。尚、ご予約時及び乗船後においてのシングル料金支払い
無しでのシングル希望はトラブルになりますのでお断り致します。

空港諸税・空港施設使用料について
●渡航先の国又は地域によっては、その国の法律など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）の支払いが義務付けられています。

　　
　　
燃油サーチャージ及び諸税（付加運賃・料金）について
●燃油サーチャージとは、近年の燃油価格水準の異常な高騰に伴い、当該燃油費の
一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定期間の条件下で国土交通省
航空局に申請し許可され、ご搭乗者が支払われるものです。又、諸税の新設及び
税額が変更された場合は、徴収額が変更されます。

●パラオスポート号クルーズは現地の燃油高騰に合わせて船舶燃油差額を徴収さ
せて頂きます。

　世界自然遺産パラオクルーズ 南環礁コース 1日$20
　ウーロンコース（催行人数：6名様） 1日$40
　ペリリューコース（催行人数：7名様/ペリリュー許可証＄30別途必要） 1日$40
　ヘレンリーフクルーズ 1クルーズ＄100
　世界自然遺産トゥバタハリーフ 1クルーズ＄90
　セブ 1クルーズ＄70

パラオクルーズ船室客室税のお支払いについて
●2007年4月1日より、パラオ税務署より船室内客室に対する客室税の徴収が義務
づけられました。恐縮でございますが、宿泊日数分を下船日迄にお支払い下さい。
●1泊2日　1名様　US＄10

パラオスペシャルクルーズ・トゥバタハリーフ・セブクルーズ最少催行人員について
●催行人員に満たない場合：パラオスペシャルクルーズはご出発40日前に連絡し、
　30日前に中止決定。中止の場合、通常クルーズに変更となります。
　トゥバタハリーフ＆セブクルーズはご出発30日前に連絡し、21日前に中止決定。
　世界自然遺産トゥバタハリーフクルーズ 9名
　セブクルーズ 10名
　ヘレンリーフクルーズ 15名

その他
●「最終旅行日程表」は集合時刻・場所・主な利用運送機関・宿泊機関・旅程管理業
務を行う手配業者等の連絡先を記載した書面でご出発の7～10日前にご郵送致
します。但し、旅行申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前の場合及び
海外からのご参加時は、お客様の承諾を得て、旅行開始日当日に「最終旅行日程
表」を交付、又はメールにて交付する場合があります。

●現地でお客様からのお申し出に基づき、当社が講じた特別な措置、手配に要する
費用はお客様の負担となります。

●団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約の
締結及び解除に関する契約取引を行います。

●お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容
と異なるものと認識した時は、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者
又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。尚、現地での早
期解決の為にも、お客様自身で現地係員＆施設への交渉をお願い致します。

●添乗員及びガイドへの個人的な用件のお申し付けは受け付けておりません。

冷房について
●航空機内・船室・ホテルの部屋やレストラン、バスなど冷房のきいている所では、
長袖・長ズボン・カーディガンをご利用下さい。

お荷物について
●基本的に空港及びホテルでのお荷物はご自身で運んで頂きます。
●お客様の不注意による荷物の紛失や忘れ物などは当社は一切責任をおいかねま
す。しかし、その捜査や回収など出きる限りの対応は致します。但し、その回収費
用、運搬費などの諸費用はお客様の負担となりますのでご了承下さい。

●ご出発は、各空港受付カウンターで、お客様自身でチェックインし、受託荷物をお
預け下さい。同航空会社の経由便ご利用の場合は、到着地で受け取れるよう“ス
ルー”扱いをお申し出頂き、行き先が明記されたクレームダグをご確認下さい。

●出発空港で航空会社へ預けた荷物は、通常、最終目的地まで航空会社により運ば
れます。積み残し、積み間違いなどにより、目的地空港に荷物が届かない場合は
空港係員にお申し出下さい。このような不都合に備え、パスポート、現金など、2
～3日分の日用品を、小分けして機内持ち込みにされることをお勧めします。また、
無料で機内預けができる荷物重量には上限が設けられており、超過した場合は、
別途、航空会社にお支払いいただく事になります。

航空会社規定別受託荷物制限重量と個数について
●日本航空：TEL 03-5460-0511　機内持込手荷物10㎏×1個
　受託荷物：エコノミークラス・ラクラクシート23㎏×2個
●ユナイテッド航空：TEL 0120-24-2414　機内持込手荷物18㎏迄×1個
　受託荷物：エコノミークラス23㎏×1個迄。ビジネスクラス23㎏×2個迄
●デルタ航空：TEL 0120-120-747　機内持込手荷物・持ち上げられる重量
　受託荷物：エコノミークラス23kg×1個。ビジネスクラス32kg×2個
●フィリピン航空：TEL 03-5157-4362　機内持込手荷物7㎏迄×1個
　受託荷物：成田&中部発エコノミークラス23kg×2個。関西&福岡発23kg×1個
　スポーツプラスアジア：年会費￥12500（追加重量：20kg）
●大韓航空：TEL 0088-21-2001/06-6264-3311　機内持込手荷物：10Kg
　受託荷物：エコノミークラス23kg×1個。ビジネスクラス32kg×2個。
●JETスター航空:TEL 0120-934-787　受託荷物：20Kg。機内手荷物：10kg

海外渡航情報と海外旅行保険（加入必要）について
●渡航先（国・地域・都市）によっては、外務省より海外渡航情報で“滞在にあたって
の注意”が出されている場合がありますのでご確認下さい。

●外務省海外安全ホームページhttp://www.anzen.mofa.go.jp/
●〈海外旅行傷害保険に必ずご加入下さい〉
　海外では、万一の病気や事故の時、思いがけないほどの費用がかかるものです。
旅行契約約款特別保証規定により、当社はお客様がご旅行中に被られた損害（お
客様の過失がない場合）については一定の範囲のみ保証させて頂きます。しかし
ながら、特別保証規定には傷害・疾病治療費救援者費用等の保証は含まれており
ません。外国における治療費用やご自身の責任による賠償責任等は高額になりま
す。賠償義務者が外国の運輸機関・宿泊機関などの場合は賠償をとりつけるのは
容易ではございません。又、国情によっては賠償額が非常に低い場合もございま
す。ご旅行をより安心してお過ごし頂く為にお客様自身で十分な海外旅行損害保
険に加入されることをお願い致します。

　〈推奨保険代理店〉　〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿1-20-1
　PADIジャパン（損保保険ジャパン代理店）　TEL03-5721-1731
　(注)ご加入及び保険金振込みはPADIジャパンへお手続き下さい。

免責事項
当社はお客様の依頼に基づき、ツアー及びオプショナルツアーを手配、媒介、または
取り次ぎをするものであり、お客様あるいは第三者の故意、過失により、お客様が損
害を被った場合、また当社が帰さない理由により、お客様が損害を被った場合、また
当社の責任に帰さない理由により発生したツアー中の事故について当社は一切の
責任を負いません。また、お客様の過失及び自由行動中の損害、紛失、盗難につき
ましても、当社は一切その責任を負いません。

責任
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官
公署の命令その他の当社Ｔ又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害
を被ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

旅行先の環境事情と保護区料金について
●国や環境保護区、世界遺産地域により水質汚染を防ぐ為、洗剤、シャンプー、サン
オイル、日焼け止めの使用が禁止されております。
●旅行先において、世界遺産や文化遺産に配慮した環境マナーや法規則がありま
す。生物の捕獲、殺傷、貝殻の持ち出し、生物へのタッチ行為、いたずら、ゴミ投
棄等に対し、罰金が課せられます。現地の環境事情条例に準じて行動して下さい。

●各クルーズ地域での環境保護税は（予告なく変更有り）、旅行代金に含まれており
ませんので、下船日迄にお支払い下さい。

個人情報について
当社は、旅行申込書に記載された個人情報について、お客様とのご連絡に利用させ
ていただく他、お客様がお申込み頂きました旅行においての運送・宿泊・施設・機
関等で提供するサービス手配、及びそれらのサービスを受領するための手続きに必
要な範囲内で利用させていただきます事、ご了承下さい。

キャンセル料について

JATA正会員
PADIダイブリゾート

東京都知事登録旅行業第2-5828号
総合旅行業務取扱管理者　西元君子

ご予約は！株式会社 スポートツアーズ
〒162-0825　東京都新宿区神楽坂2-12-1-805　TEL 03-6276-0550　FAX 03-6240-8282
営業日 月曜日～金曜日　営業時間＆電話受付 10：00～ 19：00　定休日：土曜、日曜、祝日
九州営業所　〒892-0832　鹿児島市新町4-19　TEL 099-227-0550　FAX 099-239-8282
P A L A U 　LESSONTWO P.O.BOX 1455 kOROR PW 96940　TEL 680-488-1120　携帯 775-3184・775-3183

http://www.sporttours.co.jp　　E-mail:divecruise@sporttours.co.jp

ホームページご利用の場合 ・・ 検索アドレス：http://www.sporttours.co.jp、パラオスポート、スポートツアーズで検索して下さい。
パンフレットご請求 ・・・・・・・・ ●HP資料請求フォームを開き、ご入力下さい。受信後、ご返信及びパンプレットをお送り致します。
船室の空席照会＆予約 ・・・・・ ●HP空席照会フォームを開き、第1～第2希望日・住所・氏名・TEL・パスポートデータ・人数等を正確にご入力下さい。
旅行代金お見積りについて ・・・ ●旅行代金お見積りをお知らせ致します。
TEL受付について ・・・・・・・・・ ●ご希望の旅程、出発地、発着時刻、乗下船日、人数をお知らせ下さい。航空機の空席状況及び旅行代金見積りをご案内致します。
ご予約について ・・・・・・・・・・ ●ご旅行内容を記載した予約確認書をご送付致します。ご予約金は入金指定日迄に下記指定口座へお振込み頂き、残金はご出発30日前迄にお支払い下さい。

旅行代金のお振込み先 三菱東京UFJ銀行 神楽坂支店　　　普通預金　口座 0989617　　　株式会社 スポートツアーズ

デルタ・フィリピン・コンチネンタル航空　取り消し料期日のご案内 キャンセル料（1名様）

10%

30%

50%

100%

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降31日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降3日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
前々日に当たる日以降当日迄
旅行開始後の解除又は無連絡不参加
及び35日前発券済み航空券

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降31日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降21日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目に当たる日以降4日目にあたる日迄
3日目に当たる日以降当日及び旅行開始後の
解除又は無連絡不参加の場合

ピーク・
ハイシーズン

通常期

※FINAL及び発券後の航空券のキャンセル料はリファンドチャージ＋キャンセル料を
　申し受けます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
50日目に当たる日以降41日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降31日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目に当たる日以降21日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目に当たる日以降3日目にあたる日迄
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
前々日目に当たる日以降当日
及び旅行開始後、無連絡不参加  

★チャータークルーズに関しましては別規定を設けておりますのでご確認下さい。
★ハイ・ピークシーズン：4/26～5/6/2015

 新千歳空港 成田空港 中部国際空港 関西空港 福岡空港
 1,030円 2,610円 2,570円 3,040円 970円

 パラオ 不　要 入国時に6ヶ月＋滞在日数以上必要

 フィリピン 旅行日数が21日以内は不要 入国時に6ヶ月＋滞在日数以上必要

 国　名 査　証 旅券有効残存期間    

日本航空　チャーター便　取り消し料期日のご案内 キャンセル料（1名様）

ピークシーズン
ハイシーズン
通常期

ピークシーズン
ハイシーズン
通常期

10%

50%

80%

100%

10%

30%

60%

80%

100%

パラオスポート号　乗船料取り消し料期日のご案内  キャンセル料（1名様） 
トゥバタハ・セブ・パラオ
スペシャルクルーズ

旅行情報とご注意
ご旅行条件書を必ずご確認の上、お申し込み下さい。

スポート
ツアーズ
お問合せに
ついて

2015年1月▶8月

世界自然遺産
ダイバーが選ぶ

ダイブ＆トラベル大賞

14年連続
1位

クルーズ部門

PalauSport
クルーズとダイビングが楽しめる！

世界複合遺産

フィリピン トゥバタハリーフ


