
場所 時間 食事
成田 11:20 朝：Ｘ
モルディブ 17:50 昼：機内

18:50 夕：機内
19:45 マーレ到着

モルディブ国内線にてガーフダール環礁へ

※国内線の時間は搭乗前夜に決まります。着後現地係員よりご案内致します。
※国内線ご搭乗までお時間が空く場合には、国内線ラウンジ（軽食、ソフトドリンク）を 　無料でご利用頂けます。 

モルディブ 終日 朝：○
昼：○
夕：○

モルディブ 終日 朝：○
昼：○
夕：○

モルディブ 午前 朝：○
昼：Ｘ

国内線にて空港島へ。着後、現地係員（日本語）がお出迎え、ご出発のご案内を致します。 夕：機内
15:35

コロンボ 17:30
19:50

成田 7:30 朝：機内
昼：Ｘ
夕：Ｘ

※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。  

日数 行程

1

自由行動

UL455便にて成田発空路コロンボへ
到着後、コロンボにてお客様自身でお乗り継ぎ

UL460便にてコロンボ発空路成田へ
＜機中泊＞

3
3
|
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4 7

＜Amari Havodda Maldives泊＞

※リゾートでの滞在をお楽しみ下さい

＜Amari Havodda Maldives泊＞
自由行動
※リゾートでの滞在をお楽しみ下さい

ボートにて国内空港へ
（リゾート出発時間は出発前夜ホテルよりご案内させていただきます）

UL116便にてマレー発空路コロンボへ
到着後、お客様自身にてお乗り継ぎ

成田到着
到着後、解散5 8

UL103便にてコロンボ発空路マーレへ

2

＜Amari Havodda Maldives泊＞

お疲れ様でした
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着後、ボートにてリゾート島へ（深夜のチェックイン、夜食をご用意します）

旅行会社 社員様用 モニターツアー

Amari Havodda Maldives

【 優待旅行ご旅行条件 】

■出発日：2020年1月9日～2020年3月31日 泊数パターンによって出発曜日が限定されます

■受付期間：出発の３５日前まで（該当日が土日・祝日の場合は前営業日まで）

■利用航空会社：スリランカ航空（UL）＜エコノミークラス＞

■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。

■モルディブ出国税：大人5,600円を別途請求させて頂きます。

■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：２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。

■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。

■本優待旅行は旅行会社の社員、並びにその社員と同一行動する配偶者とその子供1名の利用になります。

■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。※社員と同室の場合のみ

■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。※社員と同室の場合のみ

■こちらはツアーは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。

【 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33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33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。



国際空港から国内線で約１時間、国内空港からはボートで約１５分の位置にあるリゾート。
タイのリゾートチェーンでもあるアマリではモルディブでタイのホスピタリティも感じることが出来ます。

1周約20分程の小さな島で、元々は無人島であった為、多くの自然が残る楽園です。
フランスの有名デザイナーが手掛け、随所に拘りが見られます。ヴィラは全室独立型となります。

今回はOVER WATER VILLA限定にて設定致しました。
温かみのある木のフロアに高い天井、水上ヴィラのテラスには水上ハンモックが付く等、
嬉しい設備がリゾートライフをさらに盛り上げます。

プランはフルボード（３食付き）にてご案内致します。
追加代金は掛かりますがオールインクルーシブ、プレミアムオールインクルーシブへ変更も可能！
○基本プラン
・食事：［AMAYA FOOD GALLERY]での朝・昼・夕食※夕食はＢＢＱ、グリルなどもあり。毎晩インターナショナルテーマが変わります。
･飲物：［AMAYA FOOD GALLERY]での食事中のソフトドリンク、ミネラルウォーター

○オールインクルーシブプラン
・基本プランに加え下記内容が追加されます。
・食事：「Pizza Kaage」でのピザとスナック
･飲物：レストラン、バーでのセレクションカクテル（アルコール・ノンアルコール）
ビール、ワイン、スパークリングワイン、リキュール、ジュース、コーヒー、紅茶

○プレミアムオールインクルーシブプラン
・オールインクルーシブプランに加え下記特典を提供（滞在中１回）
･その他：［EMBER GRILL］にてグルメセットディナー
お部屋のミニバーの利用（ソフトドリンク、ビール/毎日１回補充）
ホテルシェフとのクッキングクラス
60分のスパトリートメント
オリエンテーションダイビング（ライセンス保持者向け）

※オールインクルーシブ以上のプランでの飲物利用時間※

○Spa Journey at Breeze Spa
３日間に渡りアマリ自慢のブリーズスパを体験頂く特別プラン！
（現地申込不可・日本申込/清算のみ）
１日目（６０分）：エッセンシャルオイルを使ったジェットラグ解消の為のリラクゼーションマッサージ
２日目（６０分）：固いヤシの実を使い、身体の緊張を解し血行を促進するタイ古式マッサージ
３日目（６０分）：肌のターンオーバーを促進するローゼルフラワー・スクラブ・ボディマスク
＜注意＞
予約時の申込限定。後からの追加は出来ません。
１名様から予約可能です。
16：00-18：00を除き、10：00-20：00の間で承ります。
ご希望の日付・時間をお知らせ下さい。
施術時間は現地到着後にご案内致します。

Pizza Kaage ピザ・スタンド 飲物取扱いなし（営業12:00-18:00）
Iru Bar カジュアルバー 17:00～19:00

Ember Grill 日本料理・シーフードグリル等 19：00～22：00
Thari Bar プールバー（メインデッキバー） 10：00～24：00

名前 種類 時間
Amaya Food Gallery アジア料理・多国籍料理 食事中



Amari Havodda Maldivesモニターツアー料金表
旅行会社　社員様用　特別優待旅行
2020/1/9～3/31出発分

コースコード：kicb19uladmleamr

※２名１室利用　１名料金：単位　円

リゾート

３人目追加代金
（大人：１２歳以上）

３人目追加代金
（子供：７～１１歳）

オールインクルーシブ変更
追加代金（大人）

オールインクルーシブ変更
追加代金（子供）

プレミアムオールインクルーシブ変更
追加代金（大人）

プレミアムオールインクルーシブ変更
追加代金（子供）

※１室最大３名（大人３名または大人２名+子供１名）となります。

※7歳以上12歳以下のお子様の水上カテゴリー宿泊は、ご両親の同意書の署名が必要となります。6歳以下は不可。

＜特定日追加代金＞　※大人・子供同額

■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。 ※社員と同室の場合のみ
■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。※社員と同室の場合のみ

＜＜料金含むもの＞＞
スリランカ航空航空券、リゾート宿泊費、マーレ空港～リゾートへの国内線とボート送迎（混載）
マーレ空港ミートアシスト、食事（３食付き）

＜＜特典＞＞
○国内線ラウンジの利用（軽食、インターネット回線の利用可能）
○ガイド付きシュノーケリングツアー（am9:00～約30分/滞在中１回/参加希望日の前日までに要予約）
＊シュノーケリングツアーは初心者向けのレッスンではございませんのでご注意くださいませ。
○Wi-Fiの利用　○シュノーケリング３点セットのレンタル　○Thari Barでのイブニングイベントへの参加
○プールでのタオルサービス　○サンラウンジャー、パラソルの利用
○サンライズ・サンセットヨガ、フィットネスセンターの利用、テニス・バレーコートの利用（日中のみ）

☆追加手配☆

予約時の申込限定。後からの追加は出来ません。ご希望の日付・時間帯もご連絡下さい。
施術時間は現地にてご案内致します。

６泊８日　日本発　火・木・土・日曜日

７日間 ８日間

日曜発 火・木・土・日曜発

194,000 219,000 245,000 270,000

180,000166,000151,000137,000

51,000

25,000 32,000 40,000 47,000

47,000 62,000 92,000

27,000

Spa Journey at Breeze Spa（１名分） 25,000

27,000 35,000 43,000

77,000

15,000 19,000 23,000

5,000
5,000

往路　　 2/8　に日本出発の場合
復路　　2/9 , 3/20 , 3/21に現地出発の場合

※希望泊数により運航曜日も異なります。下記出発曜日もご確認下さい。

2020/1/9～3/31 222,000 256,000 291,000 325,000

出発日
火・日曜発 火・木・土曜発

５日間 ６日間

Amari Havodda Maldives　（Overawter Villa利用）フルボードプラン

出発曜日
３泊５日　日本発　火・日曜日

４泊６日　日本発　火・木・土曜日

５泊７日　日本発　日曜日



会社ＦＡＸ

ご自宅ＦＡＸ

第1希望 第2希望

人数 名 希望時間

性別 年齢 続柄 生年月日

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。

*事前の空席確認は承っておりませんのでご了承下さい。

＊申込み書を上記MAILまたはFAX番号にお送りください。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。

今回の参加資格は旅行会社様のみとなります。（旅行業登録をお持ちの会社勤務の方）

◆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　及び名刺コピー

　　（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）

※コピーはメールに添付、FAXでも可能です。

※リゾートからのコンファームは書類確認後となりますのでご了承下さい。

◆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 : 03-5501-7799　FAX : 03-5501-0599 MAIL : kronos@kronos.co.jp

□Spa Journey at Breeze Spa 

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）

食事プラン変更
□オールインクルーシブプランに変更 □プレミアムオールインクルーシブプランに変更

□変更なし（３食付き）

追加手配

ご出発日

滞在期間
□3泊5日

□4泊6日

□5泊7日

□6泊8日

＊＊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＊＊

送付先
〒

ご自宅/携帯TEL

会社ＴＥＬ

メールアドレス ご希望連絡方法 TEL / FAX / メール

申込者氏名（漢字）

所属会社名

会社住所
〒

旅行業登録番号

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

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

スリランカ航空ご利用　体験旅行申込書　【Amari Havodda Maldives用】
コースコード kicb19uladmleamr

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


