
●大人２・3名１室ご利用時／お１人様あたりの現地空港発着のランドパッケージ（ホテル・送迎・観光のセット商品）。　●大人２・３名１室ご利用時／お１人様あたりの現地空港発着のランドパッケージ（ホテル・送迎のセット商品）。　

掲載の代金には航空券代金・
燃油サーチャージ・空港利用料・
各国諸税は含まれておりません。 

●大人２名１室ご利用時／お１人様あたりの現地空港発着のランドパッケージ（ホテル・送迎のセット商品）。　

パンフレット有効期限
����年�月�日～
����年�月��日

BOHOL
����-�

2019.8 ～2020.3
集合

※ランドパッケージとは、H.I.S.の海外法人
　が企画・実施する海外発着のツアーです。

ランドパッケージ ホテル 送迎

観光ポイント充実。美しいビーチも
楽しめる癒しのリゾート

ボホール島
3日間

155USD～

日程 スケジュール

①

②

③

終日：自由行動。
【おすすめオプショナルツアー】
ボホール島日帰り達人ツアー

自由行動

フライト時間に合わせてホテルの送迎で

空港へご案内します。

ボホール島3日間

ボホール島空港集合
到着後、ホテルの送迎でホテルへご案内
します。その後、自由行動。
思い思いのお時間をお過ごしください。

【ボホール島泊】

【ボホール島泊】

ボホール島って
島？

どんな

観光ポイント充実。美しいビーチも楽しめる
癒しのリゾート。
フィリピン諸島の中心、セブ島とレイテ島の間に浮か
ぶ自然豊かなボホール島は、アクティビティも観光
スポットも充実。
古い街並みや名所、大自然が織りなす絶景など、見
どころの多い島です。

BOHOL

島内の移動は
トライシクルが
安くて、便利！

ボホール島日帰り達人ツアー1

オススメ
オプショナルツアー

バクラヨン教会
1595年にキリスト教の布教に訪れたス
ペイン人によって建造された、フィリピン
最古の石造教会です。
※2013年の地震の影響で修復中です。
外部のみの見学となります。

アイランドツアー（バリカサグ島）2

大人代金：125USD　子供料金：100USD
血盟同盟記念碑

1565年、スペイン初代総督と
ボホール島の首長が友好の
証としてお互いの血をワイン
に入れて飲んだと言われてい
る記念碑。

透明度の高い海でシュノーケリング。
美しい珊瑚をお楽しみください。
ウミガメに遭遇することも。

干潮時だけに現れる真っ白なビーチ。
どこまでも続くビーチを見ながらのん
びりとお過ごしください。
※シュノーケリングはできません。

ターシャ保護区

ロボックリバー
ランチクルーズ

竹を 組 ん だ ボ ート
に乗って爽快な風を
感じながら、ランチク
ルーズをどうぞ！

チョコレートヒル
約1000個にも及ぶ
小丘が果てしなく続
き、小丘を覆う芝草が
雨季には緑、乾季には
チョコレート色に染まります。

大人代金：100USD　
子供料金：   85USD（0-5歳：無料）

コード：BHLSH コード：B-ISL

※食事：ランチクルーズ　※最少催行人数：2名様　※観光の順番は変わる場合がございます。　

シュノーケリング シュノーケリング

※食事：なし（昼食が必要な方は、リバカサグ島のレストランで昼食をとるか、
ホテルにてパックランチをオーダーし、お待ちいただいております。
※最少催行人数：2名様　※タオル・シュノーケルセット・お水（ペットボトル
1本）料金に含まれております。バリカサグでシュノーケルをする際に入場料
として【150PHP】別途支払いが必要となります。お支払いはオプショナル参
加日、催行会社に直接支払うようになります。

世界最小といわれる体長約
10cmのサル、ターシャ。丸く
て大きな目が愛らしく、写真撮
影にも気軽に応じてくれます。



ご案内と注意事項

旅行契約の取消日　 取消料

予約成立～45日前以前

44日前～30日前以前 旅行代金の50％

旅行代金の30％

29日前～空港集合日または無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行契約の取消日　 取消料

予約成立～101日前以前

100日前～96日前以前 旅行代金の50％

旅行代金の30％

95日前～空港集合日または無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行条件 
◆商品企画・実施：H.I.S. (Philippines) Travel Corp. 　◆最少催行人数：�名（一人部屋追加代金別途要）
◆食事：�日間：朝�※但し、フライト時間によって最終日の朝食がご利用いただけない場合がございます。
◆現地係員がご案内いたします。◆お子様代金：�歳以上��歳未満で大人�名様と同室同伴のベッド・ホテル
でのお子様に適用。但しホテルによっては��歳未満でもベッドが必要となる場合がございます。その際はベ
ッド・朝食有りの子供代金が適用となります。２歳未満の幼児：無料   ◆ホテルクラスは、ロケーション
（眺め、立地）、設備、サービス、宿泊代金など、あらゆる角度から総合的に考慮し、弊社独自の特級で
区分されています。必ずしもオフィシャルガイドや市販のガイドブック等と一致するとは限りません。
各ホテルではダブルベッドを２名様でご利用頂く場合もございます。（お部屋のタイプによっては、ダブ
ルベッドのみのお部屋もございます。）予めご了承ください。　◆往復の送迎や観光は他社のパッケージ
ツアーとの混乗となる場合がございます。　◆ランドパックのご集合場所（旅行開始）は、ボホール島島
空港の到着ロビーとなり解散場所（旅行終了）はボホール島空港となります。　◆航空券をお求めの際は
お問い合わせください。　◆お客様自身で手配された航空機のスケジュール変更や遅延により指定された
集合場所・時間に集合できなくなった場合には、お客様ご自身で利用ホテルまでお越しいただく場合もご
ざいます。　

掲載の代金には航空券代金・燃油サーチャージ・空港利用料・各国諸税は含まれておりません
●掲載の代金は、大人2名１室ご利用時／お１人様あたりのランドパッケージ（ホテル・送迎のセット商品）。　●航空券は別途お問い合わせください。 （要別途代金）

単位:USDランドパッケージ　ボホール島�日間　代金表　

ホテル名 お部屋タイプ 滞在期間
�日間 延泊代金（�名様/�泊あたり）

大人
基準代金

大人・子供
エキストラ

ベッド

����/�/�-��/��, 
����/�/�-�/��, �/��-�/��

����/��/��-����/�/�, 
�/��-��

大人
基準代金

大人・子供
エキストラ

ベッド

子供
添い寝

朝食なし

子供
添い寝

朝食なし

注意事項

ガラディナー（��月��日）
大人：��USD/�名様
子供：��USD/�名様

ガラディナー（��月��日）
大人：��USD/�名様
子供：��USD/�名様

取消料
※期間：����/�/�-�/��、�/��-��/��、����/�/�-�/��、�/�-�/��

※期間：����/�/��-�/��、����/��/��-����/�/�、�/��-��

ブルーウォーター
パングラオ

プレミアム
デラックス

（大人�名＋子供�名）

���
�� �� �� 無料

���

��

��

����/�/�-��, �/��-��/��, 
����/�/�-�/��, �/��-�/��

����/�/��-��, 
����/��/��-����/�/�, 

�/��-��

ガラディナー（��月��日）
大人：��USD/�名様
子供：��USD/�名様

ガラディナー（��月��日）
大人：��USD/�名様
子供：��USD/�名様

��� �� �� 無料

���

���

��

���

ビーグランドリゾート
ボホール

デラックス
（大人�名＋子供�名）

����/�/�-��/��, 
����/�/�-��, �/�-�/��

����/��/��-����/�/�, 
�/��-��

ガラディナー（��月��日）
大人：���USD/�名様
子供：��USD/�名様

��� �� �� 無料

���

���

��

���

ザ・ベルビュー
リゾート

スーペリア
（大人�名＋子供�名）

ザ・ベルビューリゾート

2012年オープンの洗練された空間と充実の施
設が整った立地抜群のデラックスクラスホテル。
絶景を見渡せる屋外プールを備えたオン・ザ・
ビーチに建ち、快適で優雅なリゾートステイを
お楽しみいただけます。ボホール島の主要観光
スポットにも近くて便利。

オン・ザ・ビーチの絶景が魅力！

デラックスクラス

セブ島
オススメ

デラックス
クラスホテル

Cebu Island

客室一例

ビーグランドリゾート
ボホール デラックスクラス

2015年にオープンしたオン・ザ・ビーチのデラックスクラス
ホテル。ホテル中央には大きなプール、目の前にはアロー
ナビーチが目を引きます。お部屋はモダンな造りになってい
るので幅広い年齢層に人気です。

2015年オープンの“水”をテーマにした
デラックスクラスホテル。

ブルーウォーター
パングラオ

スーペリアスクラス

2011年にパングラオ島の南海岸にオープンしたリゾート。
プライベートビーチではペダルボート、カヤック、シュノー
ケルが無料で楽しめます。お子様向けのプログラムも充実
しているのでファミリーでも飽きることなくご滞在頂けます。

アクティビティ充実でファミリーでも楽し
めるリゾート。

※朝食付きお子様添い寝の場合は「子供添い寝朝食なし」+各ホテルの朝食代金です。(現地でお支払いのみ）

H.I.S.(Philippines) Travel Corp　セレンドラ店
+63-2-822-4496 
 serendra@his-manila.com
https://his.com.ph/

2F Serendra - Shopping Arcade Serendra, BGC, Taguig, Philippines
[月-金]11:00 - 20:00   [土曜]11:00 - 16:00   [日曜・祝日] 定休日 
/hismnl


