
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　

ご出発8日前12:00まで受付可能！



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　

 別途かかる費用（お一人様あたり）

❐ 成田空港施設使用料(大人2,090円,子供1,050
円)、
成田旅客保安サービス料520円、
燃油サ－チャ－ジ 4,000円（2017年4月現在の目安料
金）
 ❐ パラオ空港税($20)、環境税($30)は現地払いにな
ります。
 ❐ パスポートの残存有効期間：
入国時に滞在日数+6ヶ月以上の残存有効期限と
未使用のページが1ページ必要です。

デルタ・コンフォートプラスでは通常より

最大4インチ広いレッグルームをお楽し

みいただけます。

72の客室は、いずれも「エコ＋地元の特色」を体現した“ゆったり
設計”で、エレガントで快適な空間が旅人に「パラオの古城、
ウォーターパラダイス」体験、落ち着いた、本物のリゾート感覚を
提供しています。

ホテル情報
  　 　　　　　　　 1箇所（パラオ料理、日本料理、韓国料理、イタリア料理）
 　　　　　　    　  SPAレインボーハウス
　　　　　　　　　　プール、ジャグジー、スパ、ビーチ、ジム
                 　  テレビ、エアコン、冷蔵庫、ドライヤー、浴室セット、SPAセット、
　　　　　　　　　コーヒー、ティーバッグ、アメニティーグッズ、バスタオル、スリッパ

レストラン

スパ

ホテル設備

客室設備

　下記の追加料金でDL COMFORT PLUSのご利用が可能
です。

※ 窓側/通路側の希望は予め申し込み時に承りますが,
　　座席数によりご希望に添えない場合もありますので,
　　ご了承ください。
※ 片道のみの受付はお受けできません。
※ 特別運賃を適用しておりますので,
　　「予約・発券・払い戻し」に制限があります。

6,000円
食事食事食事食事

パラオパラオパラオパラオ着着着着((((01010101::::00000000着着着着))))。。。。着後着後着後着後、、、、ホテルホテルホテルホテルへごへごへごへご案内案内案内案内しますしますしますします。。。。

   【   【   【   【パラオパラオパラオパラオ泊泊泊泊】】】】

自由行動自由行動自由行動自由行動。。。。

   【   【   【   【パラオパラオパラオパラオ泊泊泊泊】】】】④⑤④⑤④⑤④⑤

⑤⑥⑤⑥⑤⑥⑤⑥

空港空港空港空港へごへごへごへご案内案内案内案内しますしますしますします。。。。

  パラオ  パラオ  パラオ  パラオ発発発発✈✈✈✈デルタデルタデルタデルタ航空航空航空航空282282282282便便便便((((04040404::::35353535発発発発))))にてにてにてにて帰国帰国帰国帰国のののの途途途途にににに。。。。

成田着成田着成田着成田着((((09090909::::15151515着着着着))))。 。 。 。 空港空港空港空港にてにてにてにて解散解散解散解散。。。。

↓↓↓↓↓↓↓↓

②②②②②②②②

日程表日程表日程表日程表

             　       成田発             　       成田発             　       成田発             　       成田発✈✈✈✈デルタデルタデルタデルタ航空航空航空航空281281281281便便便便((((20202020::::15151515発発発発))))にてにてにてにて出発出発出発出発。。。。

①①①①

日本午後発日本午後発日本午後発日本午後発

夜夜夜夜

機内

終日終日終日終日

オプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーややややショッピングショッピングショッピングショッピングなどおなどおなどおなどお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください。。。。 ホテル

機内

早朝早朝早朝早朝

現地早朝発現地早朝発現地早朝発現地早朝発

午前午前午前午前

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1 2 3 4 5 4

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

５５５５月月月月２０１７２０１７２０１７２０１７

❐ フライトスケジュール

デルタ航空281便（火・土）　成田（20:15発）/パラオ（01:00着）
デルタ航空282便（水・日）　パラオ（04:35発）/成田（09:35着）

5日間：土曜日出発
6日間：火曜日出発

デルタ・コンフォートプラスのお客様は、

スカイプライオリティの優先搭乗で、いち

早く機内へご案内します。離陸までご

ゆっくりお過ごしください。

座席の真上に専用の収納棚をご用意。

大切な手荷物をすぐ手が届くところに

置いておけるので、安心してご旅行をお

楽しみいただけます。

枕やブランケット、無償のヘッド

セット、アメニティキットなどの行き

届いた嬉しいサービスもご提供して

います。

出発地

利用航空会社

利用ホテル

食事条件
最少催行人数

添乗員
1名

同行しません。現地係員がご案内致します。

成田
デルタ航空　エコノミークラス

※お一人様2,000円追加で事前座席指定可能
※Delta Comfort Plusは追加代金なしで事前座席指定可能

アイライウォーターパラダイスリゾート＆スパ、
パレイシアホテルパラオ、
パラオロイヤルリゾート、

パラオパシフィックリゾート

朝食

お部屋タイプ 曜日 日数 Ａ Ｂ Ｃ
土曜日 5日間 81,400
火曜日 6日間 86,200 91,500
土曜日 5日間 87,100
火曜日 6日間 93,800 99,100

5,800
7,400

スタンダード

オーシャンビュー

一人部屋追加代金
1泊分

スタンダード
オーシャンビュー



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　

ベストダイビングリゾートホテル(海外)部門10年連続第一位！ホテル
の前はプライベートが広がり,贅沢インテリアで飾られた客室,充実した
アクティビティなどパラオを満喫できる最高の5つ星リゾートホテル。

ホテル情報
  　 　　　　　　　    ココナッツテラス(和･洋食),メドゥリブタル(シーフード),
　　　　　　　　　　　 アコイコイバー(バー)
　　　　　　　　 　    エリライ スパ, バイマンダラ(10:00～21:00)
　　　　　　　　　     プール(タオル貸し出OK),フィットネス
 　　　　　　    　    日本語案内,金庫,冷蔵庫,湯沸しポット,スリッパ,バスローブ,
                 　    歯磨きセット,ドライヤ－,ハンドシャワー

レストラン

客室設備

スパ

ホテル設備

パラオで最も高い高層建築で近代的であるが南国ムードいっぱいの
リゾート型ホテル。半分の客室は海に面しており,きらめく海と夕暮れ
になると息を呑むほどの美しい夕日を眺望できる。

ホテル情報
  　 　　　　　　　    デソメル(多国籍),ウェルツバ－(ロビーバー)
　　　　　　　　 　    中国式オイルマッサージ(13:00～22:00)
　　　　　　　　　     プール(タオル貸し出OK),フィットネス
 　　　　　　    　    日本語案内,金庫,冷蔵庫,スリッパ,バスローブ,ハンドシャワー,
                 　    歯磨きセット,ドライヤ－

レストラン

スパ

ホテル設備

客室設備

本格スパやプライベートビーチなど施設が充実。2005年に開業した
新しいデラックスホテル。全室バルコニー付きのオーシャンビューのお
部屋,近代的な設備があり,快適なリゾートライフを満喫できる。

ホテル情報
  　 　　　　　　　    ウェイブス(多国籍),コーラル(バー),ブリーズ(バー)
　　　　　　　　 　    マンダラスパ(10:00～21:00)
　　　　　　　　　     プール(タオル貸し出OK),フィットネス,コインランドリー
 　　　　　　    　    日本語案内,金庫,冷蔵庫,湯沸しポット,スリッパ,バスローブ,
                 　    歯磨きセット,ドライヤ－,ハンドシャワー

スパ

客室設備

レストラン

ホテル設備
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お部屋タイプ 曜日 日数 Ａ Ｂ Ｃ
土曜日 5日間 92,000
火曜日 6日間 100,400 105,600
土曜日 5日間 108,800
火曜日 6日間 122,800 128,000

一人部屋追加代金
1泊分

デラックスタウンビュー 8,400
ジュニアスイート 13,200

デラックスタウンビュー

ジュニアスイート

お部屋タイプ 曜日 日数 Ａ Ｂ Ｃ
土曜日 5日間 105,400
火曜日 6日間 118,300 123,500
土曜日 5日間 119,800
火曜日 6日間 137,400 142,700

12,000
デラックスオーシャン 15,800

スーペリアガーデン

デラックスオーシャン

一人部屋追加代金
1泊分

スーペリアガーデン

お部屋タイプ 曜日 日数 Ａ Ｂ Ｃ
土曜日 5日間 137,700
火曜日 6日間 161,300 166,600
土曜日 5日間 144,500
火曜日 6日間 170,400 175,700

オーシャンフロント

一人部屋追加代金
1泊分

オーシャンビュー 21,000
オーシャンフロント 22,600

オーシャンビュー



この旅行は株式会社セイコ－トラベルサ－ビス(東京都中央区京橋1-14-7観光庁登録旅行業務第

440号以下当社といいます)が旅行企画・実施するもの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を締結されることになります。募集型企画旅行契約の内容条件は出発前に

お渡しする最終旅行日程表及び募集型企画旅行条件書によります。

●旅行代金に含まれるもの

航空、船舶、鉄道、送迎バスなど旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、旅行日程の明示した ［観光庁長官登録旅行業第440号］東京都中央区京橋1-14-7京橋中央ビル
観光バス料金、ガイド料金、入場料金、食事料金、宿泊料金、手荷物運搬代金、団体旅行中の心付

●上記以外は旅行代金にふくまれません。

超過手荷物料金（23ｋｇを超える場合）クリ－ニング代、電報電話料、ホテルのボ－イメイド等に 　          ●お申込み・お問合せは下記旅行取扱店へ
対する心付その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サ－ビス料、渡航手続

関係諸費用、一人部屋を使用される場合の追加料金、オプショナルツア－の代金、日本国内に

おけるご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費、日本国内の空港空港施設使用料、旅行日程

中に明示されない食事料金、現地空港税

●旅行代金のお支払い及び取消料

無料

旅行代金の50％

旅行代金の100％旅行開始日後又は無連絡不参加

降～3日目にあたる日まで

旅行開始の前日より起算してさ

旅行代金が10万円未満*******旅行代金の20％

旅行開始日の前々日から当日

降～31日目にあたる日まで

旅行開始の前日より起算してさ 旅行代金が30万円以上**************5万円

かのぼって30日目にあたる日以 旅行代金が15万円以上～30万円未満***3万円

旅行代金の10％

かのぼって40日目にあたる日以 （10万円を上限）

旅行代金が10万円以上～15万円未満***2万円

ご旅行条件の詳細については、取扱店でお尋ね下さい。お申し込みの際には必ず取引条件説明書面をお受け取りになり、ご確認の上お申し込み下さい。

契約解除の日
4/27～5/6,7/20～8/31,

12/20～1/7に開始する旅行
左記以外の日に開始する旅行

旅行企画・実施

　  ボンド保証会員　販売店専用ダイヤル　TEL 03-5524-0451

（（（（株株株株））））セイコートラベルサービスセイコートラベルサービスセイコートラベルサービスセイコートラベルサービス

日本語ガイドと共にボートで出発。
マッシュルームの形をした珊瑚で出来
た島々「ロックアイランド」。パラオ
の代表的観光スポットを巡りながら、
シュノーケルセットを使って小さな熱
帯魚から大きなナポレオンフィッシュ
まで、沢山の魚と一緒に泳ぐことが出
来ます。無人島のビーチで昼食を取
り、化粧品としても発売されている話
題のミルキーウェイにも立ち寄りま
す。3時頃戻りなので、買い物やディ
ナークルーズなどにもご参加頂けま
す。

●予定時間：8:45～15:30
●送迎：あり
●含まれる物：ランチ,ドリンク,
   ライフジケット,
　スノーケルセットレンタル

※ロックアイランド許可証
($50/10日間有効）が別途必要で
す。

ミクロネシアでも有数の滝を訪れます。滝
までのトレッキングはゆっくりと歩いて
40分程度です。やまの尾根を歩いたり、
ジャングルを抜けたり、川を下ったりと冒
険心一杯のツアーです。
日頃コンクリートジャングルにて忙しい毎
日を過されている皆様に送る究極の癒し系
ツアーです！

竜宮城の様なきれいな海で思う存分スノーケリングをし
よう！
他のツアーではあまり立ち寄らないスノーケリングポイ
ントにも行く事ができ、昼食はIMPAC特製カレー！無人
島で食べるカレーは格別！パラオの海を120％お楽しみ
いただけます。

●予定時間：8:45～16:15
●送迎：あり
●含まれる物：特製カレーランチ、ドリンク、シュノー
ケルセット、ライフジャケット

プロの日本人ウェディングフォトグラファーがパラオのあらゆ
るロケーションで撮影します。ジャングルや美しいビーチな
ど、パラオの大自然の中で思い出に残る写真を残してみては如
何でしょうか。
●所要時間：約1時間～2時間半（撮影ポイントまでの移動を含む）
●料金に含まれるもの：CD-R1枚、送迎、ミネラルウォーター

※その他オプショナルツアーも多種ございますのでお問い合わせください。
※パラオでは海に出るオプショナルツアーの参加者に対して認可書の携帯を義務付けている為,ツアー代金とは別に認可書代として$50が必要になります。

受託販売

●予定時間：8:45～15:40
●送迎：あり
●含まれる物：ホテルへの送迎、
昼食（ハンバーガー）、ドリン
ク、マリンブーツ

南海の宝石とも言われるこのパラオを、実際に空からご
覧頂くツアーです。セスナ機は3人乗りでコースは３つ
に分かれており、＄120からご参加頂けます。

●所要時間：フライト時間+1.5時間
●送迎：あり
●含まれる物：往復送迎、お水1本


