お申し込みのご案内（必ずご覧ください）詳しい旅行条件につきましては書面を交付致します。

■旅行期間：２０２０年３月２４日（木）～３月３１日（木）
■旅行代金：３１５，０００円（２名様以上ご参加の場合）

【８日間】

■個室追加料金：７０，０００円
■ビジネスクラス追加料金：お問い合わせ下さい。
■申込金：７０，０００円（旅行代金に充当いたします。）
■最少催行人員：２名様
★成田空港発着 ★６名様以上の場合添乗員同行
■旅行締切日：２０２０年１月３１日（金）
★全食事つき
★デラックスホテル利用
★地方空港より成田（羽田）へＪＡＬ便にて手配可能
お申し込み方法・当社所定の申込用紙に必要事項ご記入の上、弊社宛にお送りください。（ＦＡＸ可）
・申込金は、下記銀行又は ゆうちょ銀行にお振り込みをお願いします。（申込書送付後１週間以内）
・三井住友銀行
備後町（びんごまち）支店 普通口座 １２３１３３３
（株）トラベルサライ
・ゆうちょ銀行
００９５０－１－６６０２３
（株）トラベルサライ
《各銀行からゆうちょ銀行へお振り込みの場合》
ゆうちょ銀行 〇九九支店 当座 ００６６０２３

旅行条件(要約)

お申込の際には、必ず旅行条件書をお受け取り下さい。

お申込時に詳しい旅行条件書をお受け取り下さい。
この旅行は、(株)トラベルサライ(大阪市中央区淡路町 1-2-10 観光庁長官登録旅行業第 1510 号、以下｢当社｣といいます)が
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を締結することになります。旅行契約の内容、条件は別途お渡しする
旅行条件書、最終日程表ならびに当社旅行業約款によります。

旅行代金に含まれている経費
●航空運賃 ：エコノミークラス利用
●交通費
：旅程に従った団体行動中の利用交通費
●手荷物料金：お１人様につき３０㎏以内
●ホテル料金：旅程表記載のホテル又は同等クラス以上のホテルを２名１室利用
●サービス料：団体行動中の税金・サービス料
●食事料金 ：パンフレット記載の食事
●添乗員
：成田空港より同行いたします。（６名様ご参加の場合）
●見学費
：団体行動中の見学・観光・ガイド費用一切
●団体保険
●成田空港施設使用料 ２，６６０円
●国際観光旅客税 １，０００円
●現地空港税 約５，５００円
●航空保険料

旅行代金に含まれていない経費
●任意の海外旅行保険料
●ご自宅より出発空港までの交通費
●前日及び到着日の宿泊費
●自由行動中の諸費用
●超過手荷物料金
●お客様の傷害、疾病に関する医療費、入院費
●個人的性質の費用（クリーニング代、電話料、飲物代、記念写真代、ホテルのメイド等に対するチップの諸費用
●スリランカ査証代（実費） ●査証取得代行料 ４，４００円

取消料
●２０２０年２月２３日～３月２１日までのお取り消し・・・・・・・・・・・・・・・・旅行費用の２０％
●２０２０年３月２２日～３月２３日までのお取り消し・・・・・・・・・・・・・・・・旅行費用の５０％
●出発日当日のお取り消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行費用全額
★査証取得後の場合は、別途ビザ代と代行料を頂戴いたします。

旅券残存有効期間と査証について

２０２０年９月２４日以降まで有効なパスポートが必要です。

お持ちのパスポートの有効期限をご確認ください。
観光庁長官登録旅行業第１５１０号（社）日本旅行業協会正会員・ボンド保証会員

＜お申込み・お問い合わせは＞
旅行企画・実施
株式会社トラベルサライ
〒５４１－００４７ 大 阪 市 中 央 区 淡 路 町 １ － ２ － １ ０ Ｒ Ｒ ビ ル ３ Ｆ
フリーダイヤル：０１２０－４０８－１２８
ＴＥＬ：０６－６２３２－３０１２／ＦＡＸ：０６－６２３２－３０１３
（ 営業時間：平日：９時３０分～１８時 土・日・祝日休業）
総合旅行業務取扱管理者 奥村雅堂・諏訪圭二郎 ：旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所で取引に
関する責任者です。この旅行契約に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊光輝く島スリランカの旅＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日程 月
１

日（曜）

発着都市名

時

刻

交

通

２０２０年

摘 要
成田空港第②ターミナルに午前９時集合

３月２４日

成田空港

発

11:20

（木）

コロンボ

着

17:50

UL455

空路、スリランカ航空にてコロンボへ

２００４年にはスマトラ沖大地震と津波で島の沿岸部がほとんど

着後、空港近くのホテルへ

で壊滅し３万人も亡くなりました。インド洋沿岸のリゾート地も
（ネゴンボ泊）

２

３月２５日
（金）

ネゴンボ
発 08:00
（アヌダーラプラ）
（ミヒンタレー）
ダンブッラ 着

専用
バス

夕刻

北海道の８割ぐらいの島に２０００万人が住む国です。

朝食後、専用車にてアヌダーラプラへ
世界遺産アヌダーラプラを見学
後、スリランカへ初めて仏教が伝えられた地
ミヒンタレーを見学
後、ダンブッラへ

復活し、観光客が増え、ホテルやリゾートがたくさん出来ていま
す。スリランカはアーユルベーダを体験する女子に大変人気です。
インドで生まれた仏教はまずスリランカに伝わり、そこからア
ジアに広まっていきました。人口の大部分は仏教徒なのでインド
とぜんぜん違う文化があります。
ポロンナルワの広大な遺跡

（ダンブッラ泊）
３

３月２６日
（土）

ダンブッラ
08:00
（シギリヤロック）

専用
バス

（ポロンナルワ）
夕刻

見るといかに栄えていたかがわかります。スリランカのお札にあ

朝食後、専用車にてシギリヤへ
世界遺産シギリヤロックに登ります
後、レストランで昼食
世界遺産ポロンナルワを見学
後、ホテルへ

るのがここの石立像。７００年以上たっている像の前に立つとパ
ワーがのりうつってきます。
シギリヤの岩山

３月２７日
（日）

５

３月２８日
（月）

６

３月２９日

ダンブッラ 発
（ダンブッラ）
キャンディ 着

08:30

キャンディ 発
（ランボダ）
（ヌワラエリヤ）
ハットン
着

08:30

ハットン

発

夕刻

７

着

00:00

専用
バス

３月３０日

３月３１日

専用
バス

19:30

（水）

８

専用
バス

15:00

（火）

コロンボ

専用
バス

コロンボ

発

16:00
19:50

成田空港

着

07:30

UL454

朝食後、専用車にてキャンディへ
途中、世界遺産ダンブッラ石窟寺院を見学
着後、世界遺産仏歯寺を見学
（キャンディ泊）
朝食後、ランボダへ
紅茶園を訪問します。
ホテルにてハイティーのランチ
後、ハットンへ
ホテルにて夕食
夕食後、お部屋にて休憩
（ハットン泊）
専用バスにてスリパーダの登山口へ
聖なる山スリパーダに登ります。（約４時間）
サンライズを鑑賞し、下山します。
（約４時間）
下山後、ホテルへ戻り休憩
ランチ、チェックアウト後、コロンボへ
着後、ホテルへ
・ ・
（コロンボ泊）
出発まで、コロンボ市内見学やショッピングで
お楽しみ頂きます。
後、空港へ
空路、帰国の途へ
（機中泊）
着後、入国、通関手続き

（木）
※ 上記日程表中の時刻は、全て現地時刻で記入しています。（時差がございますので、ご注意下さい。）
※ 日本とスリランカの時差は３時間半です。（日本が正午の時、スリランカは午前８時半です。）
※ 上記日程表中の国際線、国内線をはじめとする時刻は、予告なく変更される場合があります。
※

２００ｍの岩山の上に宮殿や庭や池を作った

王様がいたなんて。建てた人はたいへんでしたが、見学に行く人

(ダンブッラ泊）
４

あまりにも広い地区に残る建物を

もたいへんです。階段をのぼって岩山にたどりつく。階段がいく
つあるかは内緒です。
■バワ建築に泊まる

岩山の壁に描かれた「シーギリヤ・レディ」、裸の天女の絵。こ

スリランカを代表する建築家ジェフ リ

れを見にわざわざスリランカまで行く価値があるのです。色っぽ

ー・バワ。ケンブリッチ大学を卒業して弁護

い、艶っぽい、悩ましい。１４００年前の美女が謎の微笑みをう

士になったのに、世界を周遊して建築に目覚

かべてあなたを見つめます。５００人も美女が描かれていたそう

め、建築家としてスタートしたのは 38 歳の

ですが、今は１８人の姿しか見えません。

ころだったそうです。
■スリパーダに登る

建築物は眺めるだけでなく泊まってみな
いと魅力がわからないと思います。今回はバ

今回の旅行のハイライト、聖な

ワの最高傑作と言われるホテル、ヘリタンス

る山スリパーダに登ります。

カンダラマ連泊予定です。

夜中に登りはじめ日の出に間
に合うように山頂へ向かいま
す。
この時期、たくさんの熱心な仏
教徒が山頂を目指しています。

・・・ 利用予定ホテル ・・・
【ネゴンボ】
ジェットウィングビーチ、
ジェットウィングブルー クラス
【ダンブッラ】
ヘリタンスカンダラマ、
ジェットウィングレイク クラス
【キャンディ】
シナモンシタデル クラス
【ハットン】
アーガイルホテル クラス
【コロンボ】
ジェットウィングコロンボセブン

・・・その他 旅行事情・・・

■スリランカの気候
最高平均気温は３０℃前後、最低平均気
温は２４℃前後。３月後半は乾期の為、雨は降りません。
■通貨 スリランカルピー １ルピー＝約０．６円
両替は現地にて日本円またはドルから両替します。
■お食事 朝食と夕食は基本ホテルのブッフェとなりますが、飽
きのこないようバラエティに富んだお食事をご提供いたします。
クラス

