
※スリランカ航空直行便にて人気のスリランカへ！

食事 ☆安心の専用車・スルードライバーガイド
スリランカ航空455便にて、空路コロンボへ 朝：× ☆ガイドは英語ガイドも選べるので語学研修として！
コロンボ到着 昼：機 （日本語ガイド・英語ガイド同料金）

夕：○ ☆スリランカの代表的な世界遺産３箇所を巡る
途中、レストランで夕食 ・キャンディ

・シギリヤロック
ホテルにて朝食 朝：○ ・ダンブラ
世界遺産　古都キャンディ　観光 昼：○
・仏歯寺・キャンディマーケット 夕：○ ☆オプション追加可能！（要追加代金）※いずれかのみ
観光後、ダンブラへ移動 ※各オプションは目安３時間となります。
途中、レストランにて昼食 ①エレファントジープサファリ
世界遺産　ダンブラ　観光 涼しくなって動物達が動き出す夕刻にジープに乗って探索！
・石窟寺院入場観光 象の群れに遭遇することも！
観光後、ホテルへ

②ローズクォーツマウンテントレッキング
ローズクィーツで覆われたパワースポット！
簡単なトレッキングになります。
③アーユルヴェーダ体験
シギリヤヴィレッジにて70分のトリートメント

ホテルにて夕食

ホテルにて朝食 朝：○
シギリヤへ移動 昼：○
世界遺産　天空宮殿　シギリヤロック観光 夕：機
観光後、ホテルに戻りシャワータイム
チェックアウトして、コロンボへ移動
途中、レストランにて昼食

空港到着
スリランカ航空454便にて、空路東京（成田）へ

東京（成田）到着 朝：機
到着後解散。お疲れ様でした。 昼：×

夕：×

※記載時間は目安となります。

※現地諸事情や交通機関のスケジュール等で予告なく日程が変更となる場合がございますので予めご了承下さい。

＜機中泊＞

夜

時間（目安）都市名

2

キャンディ 朝

3

シギリヤ 午前

19:50

行程

1

成田 11:20

4

成田 7:30

直行便スリランカ航空利用4日間日程（日本発木・土曜日）

コロンボ 17:50
専用車にてキャンディへ（約３時間）

＜キャンディ泊＞
キャンディ

※ご希望でスーパーマーケットに立ち寄ります。
夕刻

コロンボ

ダンブラ 午後

＜シギリヤ・ダンブラ・ハバラナ泊＞
シギリヤ 夕刻

午後

午前

（ミンネリア国立公園、ハバラナエコパーク、カウドゥッラ国立公園のいずれか）

旅行代理店・航空会社・空港関連会社・オペレーター・ホテル 社員様用 特別優待旅行

参加資格

ご本人様・配偶者・子供

【 優待旅行ご旅行条件 】

■出発日：2020年1月4日～2020年3月31日 日本出発 （木・土曜日）

■ご出発の35日前までの受付 （該当日が土日祝日の場合は前営業日）

■利用航空会社：スリランカ航空（UL）＜エコノミークラス＞ ※フライトスケジュール等は予告なく変更される場合がございます。

■成田空港施設使用料大人2,660円を別途請求させて頂きます。

■スリランカ出国税：大人5,800円を別途請求させて頂きます。※2020年3月発は大人6,900円

■航空保険超過負担料：お一人様1,000円を別途請求させて頂きます。

■国際観光旅客税：お一人様1,000円を別途請求させて頂きます。

■燃油サーチャージ：徴収なし

■最少催行人員：1名

■現地ガイド・ホテルポーター・レストラン等へのチップは含まれておりません。

■行程表記載のお食事の際のお飲物代金は含まれておりません。

■天候及び交通機関等の事情によりサービスをご利用頂けない場合がございます。その際の返金は一切ございません。

■スリランカ航空提供のハネムーンサービス（ハネムーンケーキ、ペアシート、Cクラス無料アップグレードキャンペーン等）は適用されません。

■ホテル、航空会社等の遅延・予約過剰（オーバーブック）等により、出発日・宿泊日数・ホテル・カテゴリーをご変更頂く場合がございます（免責）。

オーバーブック等で出発日・帰国日が変更になった際の費用はお客様負担となり、これを理由とするキャンセルは別紙の通りキャンセル料をお支払い頂きます。

■キャンセル料は下記に記載の取消料をご確認ください。通常のキャンセル料とは異なりますので、お申し込み前に必ずご確認ください。

■空席照会は一切ありませんので、ご予約を頂いてからの回答となります。予約のHK/WTに関わらず、弊社からは必ず回答を入れさせて頂きます。

お申込み後3日以内に回答がない場合には、お手数ですが、確認のお電話をくださいますようお願い致します。

■本優待旅行はマイレージ積算対象外となります。

■本優待旅行は募集型企画旅行ではありません。その為任意の海外旅行傷害保険にご加入されることをお勧め致します。

■天候及び航空会社のフライト変更等不可抗力による日程の変更、預け手荷物の損傷、旅程補償・変更補償は免責となります。

■参加資格に該当しない方が不正にお申し込みを行った場合は、普通運賃を申し受けます。

■本優待旅行はホテル・旅行・航空・貨物・空港関連会社の社員、並びにその社員と同一行動する配偶者とその子供の利用になります。

■両親、祖父母、兄弟、義父母、義兄弟は10,000円の追加代金でご参加いただけます。

■旅行関係以外の友人1名様まで、10,000円の追加代金でご参加いただけます。

■このツアーはスリランカでの体験を日頃の業務にも活用いただく主旨となっております。

航空券とともに送付するA4サイズのアンケートにご協力いただきますようお願い申し上げます。

ご帰国後に弊社宛にお送りください。

■スリランカ入国に関しては査証が必要となります。ツアー代金に査証代金は含まれておりません。

コロンボ空港到着後にお支払い戴くか、事前にオンラインで査証の収得をお願い致します。

スリランカETA HP  :  http://www.eta.gov.lk/slvisa/

東京(成田)発着

2020年1月4日～2020年3月31日

※日本発木・土曜日

オプショナルツアー追加可能（要追加代金）

オプション①：エレファントジープサファリ

オプション②：ローズクォーツマウンテン

オプション③：アーユルヴェーダ体験

☆2019年下期☆

【 お支払いとお渡し方法 】 ご予約が完了次第、勤務先へ予約確認書及び請求書をFAXにてお送りします。

指定の期日迄に旅行代金全額を下記口座にお振込みください。

入金の確認が取れない場合ご予約をお取消しさせていただきます。

それに伴う取消料等の実費はお客様ご自身にご負担頂きます。

ご入金確認後、ご出発の1週間前を目途に最終日程表及び航空券等を宅急便にてお送り致します。

（但し、沖縄その他遠方の方は別途1,000円申し受けます。ご了承くださいませ。）

（その際送付のご連絡等は致しませんのでご了承下さい。）

【振込口座】 三井住友銀行 新橋支店 普通預金 1276939口座名 （株）クロノス・インターナショナル

【 取消料 】 予約回答後の旅行取消の場合は手数料として2,000円申し受けます。 ご出発の31日前から現地ホテルの取消料が発生しますので、ご注意下さい。

出発31日前～21日前 旅行代金の50%    出発20日前～出発当日 旅行代金の100%

※但し、土曜日、日曜日、祝祭日にご連絡いただいた変更・キャンセルは、翌営業日付けの手続きとなりますのでご注意ください。



旅行業界　社員様用　特別優待旅行
2020/1/4～2020/3/31出発分 

コースコード：kicb19uladcmbsd

スタンダードクラス利用予定ホテル

キャンディ滞在

シギリヤ滞在

スーペリアクラス利用予定ホテル

キャンディ滞在

シギリヤ滞在

デラックスクラス利用予定ホテル

キャンディ滞在

シギリヤ滞在

＜＜２名参加料金/２名１室利用＞＞

基本代金 シングル追加 基本代金 シングル追加 基本代金 シングル追加

1/4-1/10 ¥110,600 ¥14,500 ¥118,800 ¥19,600 ¥124,200 ¥25,000

1/11-1/28 ¥106,600 ¥12,200 ¥112,100 ¥14,500 ¥116,700 ¥19,300

1/29-2/29 ¥107,800 ¥13,300 ¥113,600 ¥15,500 ¥119,600 ¥22,200

3/1-3/31 ¥106,600 ¥12,200 ¥112,100 ¥14,500 ¥116,700 ¥19,300

＜＜1名参加料金/１名１室利用＞＞

1/4-1/10

1/11-1/28

1/29-2/29

3/1-3/31

※１名参加料金にはシングル利用代金が含まれています。

＜特定日追加代金＞
往路UL455便利用 対象日
復路UL454便利用 対象日

■両親、祖父母、兄弟、義父母、義兄弟は10,000円の追加代金でご参加いただけます。
■旅行関係以外の友人1名様まで、10,000円の追加代金でご参加いただけます。

OP アーユルヴェーダ体験 ¥6,600

OP アーユルヴェーダ体験 ¥6,100

¥125,600 ¥133,400 ¥141,800

OP ローズクォーツマウンテン ¥4,000

追加代金（１名参加時）

OP エレファントジープサファリ ¥10,900

¥125,600 ¥141,800

¥126,700 ¥135,900

５，０００円追加

日本出発（木・土曜日発）
スタンダードクラス スーペリアクラス デラックスクラス

日本出発（月・木・土曜日発）

¥129,600 ¥143,000 ¥153,900

2/8
2/9、3/20、3/21

５，０００円追加

スーペリアクラス

¥147,600

スタンダードクラス

基本代金

¥133,400

デラックスクラス

基本代金

カッサパライオンズロック、エデンガーデン、キャメリアリゾート　など　同等クラス

ホテルデボン、ヒルトップ、クィーンズホテル、ホテルトパーズ　など　同等クラス

マハウェリリーチ、アマヤヒルズ、シナモンシタデル　など　同等クラス

アリヤリゾート、アマヤレイク、シナモンロッジ　など　同等クラス

ホテルトルマリン、ティランカホテルキャンディ、オゾキャンディ　など　同等クラス

ホテルシギリヤ、ハバラナビレッジ、フレスコウォーターヴィラ　など　同等クラス

OP エレファントジープサファリ ¥7,400

追加代金（２名参加時一人あたり）

OP ローズクォーツマウンテン ¥2,800

基本代金



会社ＦＡＸ

ご自宅ＦＡＸ

第1希望 第2希望

□なし

性別 年齢 続柄

MR / MS 歳 本人

MR / MS 歳

MR / MS 歳

MR / MS 歳

MR / MS 歳

＊第1希望でご用意できない場合は、第2希望にて手配させていただきます。

　その際確認のご連絡は致しません。予めご了承ください。

＊申込み書を上記宛先までお送りください。ご予約時に下記必要書類を必ず下記住所へご郵送

　ください。頂いた書類は本優待旅行にのみ使用し、責任をもって処分させていただきます。

＊お申込・ご連絡は参加者ご本人様からとさせていただきます。

直接ご連絡が取れない場合はお断りさせていただくこともございますのでご了承下さい。

◆外務員証コピー又は会社発行のIDカードコピー（写真付き／お顔がはっきりと見えるもの）又は

　　所属会社発行の在職証明書（派遣社員の方は派遣会社発行のもの）原本

　　（会社のレターヘッド使用・社判捺印のもの。在職期間の明記してあるものに限ります）

※コピーはFAXまたはメールに添付でも受け付けております。

◆続柄を証明できる公的書類原本（住民票または戸籍抄本）

　（配偶者/子供/両親/兄弟姉妹が同行の場合のみ必要となります）

【お問い合わせ先】株式会社　クロノス・インターナショナル　　体験旅行担当者　

　〒105-0004　東京都港区新橋2-12-15　田中田村町ビル6F

　TEL : 03-5501-7798　FAX : 03-5501-0599 MAIL: kronos@kronos.co.jp

所属会社名

株式会社クロノス・インターナショナル　体験旅行担当者　行き

FAX : 03-5501-0599
スリランカ航空ご利用　体験旅行申込書　【弾丸スリランカ世界遺産用】

申込者氏名（漢字）

MAIL: kronos@kronos.co.jp

ツアーコード kicb19uladcmbsd

メールアドレス ご希望連絡方法 TEL / FAX / メール

＊＊ギヴアウェイ一式を上記ご住所ではなくご自宅にご郵送ご希望の場合には下記もご記入ください＊＊

会社住所
〒

会社ＴＥＬ

ご自宅/携帯TEL

ご出発日

送付先
〒

□日本語ガイド希望

お部屋（２名参加）

参加者氏名（パスポート通りのお名前をローマ字でご記入ください）

ご希望カテゴリー

オプショナルツアー

□スタンダード

□２名１室利用

□英語ガイド希望

□ジープサファリ □ローズクォーツ □アーユルヴェーダ

□デラックス□スーペリア

□１名１室利用

今回どの広告媒体を見てお申し込みになりましたか？
□トラベルビジョン □トラジャルネット □アクセス日本語情報ページ

□スリランカ航空の紹介 □ＴＰＣ □弊社の一斉メール・ＦＡＸ
□その他 （ ）

㈱クロノス・インターナショナル　　TEL : 03-5501-0011  FAX : 03-5501-0599


