
●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

CEB
����-�

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

青い海と白いビーチのコントラストが
美しいリゾートパラダイス

セブ島
4日間

300USD～

H.I.S.海外支店が旅をサポート！
お気軽にご相談ください！

日系旅行会社で、多くのリゾートホテルが集まるマクタン島に
3ヶ所のオフィス・ツアーデスクを設置。
安心・便利をお届けします。

●営業時間／平日：09：00～18：00�、土曜日：09：00～13：00

●住所／Tower3, Unit2-7, Movenpick Hotel Mactan Island Cebu,
Punta Engano, Lapu Lapu City, Cebu, 6015, Philippines

●電話／（63）-32-238-1685

●営業時間／�営業時間／平日：08：00～12：00、15：00～19：00
　（定休日なし。年中無休）

●08：00～19：00（定休日なし。年中無休）
●電話／（63）-32-505-9800（内線1256）
※電話番号は、ホテルの電話番号になります。

H.I.S.セブ島支店（モーベンピックホテルマクタンアイランド ）

Jパークアイランドリゾート＆ウォーターパーク内 ツアーデスク

プランテーションベイ内 ツアーデスク

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】
ジンベエザメ スノーケリングツアー又は
ジンベエザメスノーケリング
＆ツマログの滝ツアー

④
自由行動
フライト時間に合わせてガイドと共
に空港へご案内します。

セブ島4日間

セブ島空港集合
到着後、ガイドと共にホテルへご案内
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。

【セブ島泊】

【セブ島泊】

ビーチもシティも楽しめる
セブ島満喫MAP

マクタン島

セブシティ

プルクラ

バディアン島

CEBU
アンザニ

トップス

ショッピングも
カジノも観光も！

Cebu
City

モーベンピック
リゾート＆スパ
シャングリ・
ラ マクタン
リゾート＆スパ

Jパークアイランド
リゾート＆
ウォーターパークセブ

プランテーション
ベイ・リゾート
＆スパ

透き通る青い海が
広がります！

Mactan 
Island

セブ島って
島？

どんな

青い海と白いビーチのコントラストが美しいリゾートパラダイス
セブ島は「マクタン島」と「セブシティ」といった
異なる魅力をもつ場所に分かれています。
マクタン島はたくさんのホテルが軒を連ねる
ビーチリゾート。一方、セブシティはショッピング
モールやカジノなど観光スポットが充実。
セブ島はシティもビーチも楽しめる贅沢な
場所です。

セブシティ

マクタン島

ご案内と注意事項

旅行契約の取消日　 取消料

予約成立～76日前以前

75日前～66日前以前 旅行代金の50％

旅行代金の30％

1.お申し込みの際のご注意
当商品は、H.I.S. (Philippines) Travel Corp.  が商品企画・実施する
ものになります。旅行条件は所在する国または地域の法に準拠
して実施するものであり、（株）H.I.S.の募集型企画旅行の旅行条件
は適用されません。

2.代金について
表示の代金は大人お一人様分の代金となります。子供代金は集合日を基準
に満２歳以上12歳未満に適用されます。代金に関しましては各予約担当者
までご確認ください。尚、お子様のみの参加は出来ません。必ず保護者同伴
でお申し込みいただきますようお願い致します。集合時間の遅刻などにより
参加の確認がとれない場合、「当日取消」扱いとなります。

（１）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、
　         渡航先のビザの要否などをご確認のうえ、ご自身の責任
                   においてご旅行に必要なパスポートをご用意ください。
（２）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」
              をご確認ください。
　 　    海外安全ホームページ　 http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
　 　   感染症情報ホームページ　http：//www.forth.go.jp/

3.お客様の確認事項

（1）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。
（2）予約後であっても天災地変、火災、戦争、官公署の命令、ストライキにより乗り物の故障、流行病、その他不可抗力の事由
　　   により実施日、内容、スケジュール、観光ルート、ショーの時間、所要時間の変更、または中止をする場合がございます。
（3）空港集合後、天災地変、火災、戦争、官公署の命令、ストライキにより乗り物の故障、流行病、その他不可抗力の事由によ
　　   り生じた損害、旅程変更、盗難、詐欺、暴行、障害など企画・実施旅行の責任外の事故による損害、費用の発生に関しまし
　　   ては（株）H.I.S. (Philippines) Travel Corp.  は責任を負いかねます。
（4）特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。（ 一部有料。歩行に自信がない、病気による食事制限があるなど）

4.その他

5.取消条件

65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、セブ島空港の到着ロビーとなり解散場所（旅行
終了）はセブ島空港となります。　◆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　セブ島４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

Jパークアイランド
リゾート＆

ウォーターパーク

デラックス
（大人�名＋子供�名）

シャングリ
ラ マクタン

リゾート&スパ

デラックス
（大人�名＋子供�名）

プランテーション
ベイ

リゾート&スパ

プールサイド
（大人�名＋子供�名）

モーベンピック 
ホテルマクタン 
アイランド セブ

デラックス
（大人�名＋子供�名）
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大人
基準代金

大人・子供
エキストラ

ベッド

注意事項
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��� ��� �� 無料

��� ��� �� 無料

��� ��� �� 無料

��� ��� �� 無料

スタッフにお問い合わせくださいませ。

��月��日にチェックイン
とチェックアウト不可

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

��月��日にチェックイン
とチェックアウト不可

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

※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）

子供
添い寝

朝食なし

子供
添い寝

朝食なし

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



H.I.S.は
ジンベエに

本気です

SWIM with ジンベエ！

H.I.S.のジンベエツアーは

体長5.5m～15m
ボクと

一緒に

泳ごうヨ

ジンベエザメって

どんな魚？？

・世界でクジラの次に大きな生物

・エサはプランクトン

・体にある模様が着物の甚平に似ている事か

  ら名付けられた。

・フィリピンの言葉では「ブダンディン」

・口は最大1.5m、歯は300〜350本。

・おとなしい魚なので人間にとって危険度は

  低い。

スミロン島/イメージ

イメージ

イメージ

透明度が高い海で、しかも
シュノーケリングでジンベエザメと泳げるのは
世界中でもここスミロン島ぐらいと言われています。
あなたもセブ島で貴重な体験してみませんか？

おすすめ
オプショナル

ツアー

遭遇率99%

大人/子供
215USD

※1：表示されている所要時間・スケジュールはすべて目安となります。 
※2：ジンベエ/ウミガメは自然の生き物ですので、万が一見られなかった場合もツアー
　代金のご返金はございません。

世界最大の魚、世界でクジラの次に大きな生物である
ジンベエザメと一緒に泳いでみませんか？
世界最大の魚、世界でクジラの次に大きな生物である
ジンベエザメと一緒に泳いでみませんか？

スケジュール

4:30/ホテル出発（約3〜4時間移動）→
9:00/ジンベエザメスノーケリング→
10:30/スノーケリングポイントにてスノーケリング→
12:00/昼食→18:00 ホテル到着
※ご注意：■コード：JINSN■所要時間：約13時間
■子供は4歳以下参加不可 ■最少催行人数：大人2名 
■食事：朝食+昼食 ■送迎：有（※1） ■催行日：毎日
〈料金に含まれる物〉スノーケリングレンタルセット
■主催会社：エメラルドグリーンダイビングセンター

＃セブだからできることがしたい

ジンベエザメスノーケリング
＆ツマログの滝ツアー

大人/子供
225USD

オスロブ最大の目玉！！世界最大の魚類、地球上でクジラの次に大
きいジンベイザメを、目の前で見れるツアー。ほかにもツマログの
滝へ、雰囲気の異なる名所にご案内します。

オスロブ最大の目玉！！世界最大の魚類、地球上でクジラの次に大
きいジンベイザメを、目の前で見れるツアー。ほかにもツマログの
滝へ、雰囲気の異なる名所にご案内します。

スケジュール

4:00〜5:30/ホテル出発(約3〜4時間移動)→08:30〜09:00/ジンベエザメ
とスノーケリング→11:00/スミロン島でスノーケリング→12:30〜13:00/昼食
→13:00〜13:30/ツマログの滝→18:30〜20:00/ホテル到着

＃世界最大の魚類とセブ最大級の落差を誇る滝！

※ご注意：■コード：SSJIN ■子供は5歳以下および66歳以上参加不可
■所要時間：約14時間 ■最少催行人数：大人2名 ■食事：昼食
■送迎：有（※1）■催行日：毎日※但し、第3水曜日は不催行
■主催会社：マリンハウスシーサー
※1：表示されている所要時間・スケジュールはすべて目安となります。 
※2：ジンベエイザメは野生の生き物ですので万が一見ならなかった場合もツアー
        代金のご返金はございません。
※3：海洋状況によりスノーケリングポイントが変更になる場合がございます。
※4：お申し込みの際に、身長・体重・足のサイズ・視力(コンタクト着用されている方は、
         着用時の視力)をお知らせ下さいませ。

イメージ

イメージ

ジンベエザメ スノーケリングツアー

Jパークアイランドリゾート＆
ウォーターパークセブ

Hotel information
●客室総数：556室　●レストラン＆バー（軒数）：8
●ホテル設備＆サービス：スパ／プール／キッズプール／キッズルーム／日本語スタッフ
／日本語案内書面／バスタブ／ハンドシャワー／ドライヤー／セーフティーボックス
※一部エリアにて改修工事を行っております。
（ビルディング新設：〜2019年12月末、ボートウォーク：〜5月末）

ホテル敷地内のウォーターパークには様々なプールやスライダーが充実。ファミリーでの
滞在におすすめのホテルです。お部屋タイプも豊富でプライベートプールやジャグジーの
あるヴィラも揃っています。またシーフード料理など、8つのレストランがありスパも完備した
セブ島最大級のデラックスリゾートです。

快適なリゾートホテルでファミリーに人気滞在中は
ウォーターパークで遊び放題！

デラックスクラス

ウォーターパーク

Room category デラックスルーム 38m²（バルコニー含む）

間取り一例

ベッドルーム

モダンなインテリアの設備が整った、ゆった
りとした客室。落ち着きのあるスタイリッシュ
な内装が心地良い空間です。

客室一例

プランテーションベイ・
リゾート&スパ

Hotel information
●客室総数：256室　●レストラン＆バー（軒数）：4
●ホテル設備＆サービス：スパ／プール／キッズプール／キッズクラブ／
日本語スタッフ／日本語案内書面／バスタブ（一部のみ）／ハンドシャワー／ドライヤー
／セーフティーボックス
※一部エリアにて改修工事を行っております（客室改装：〜2019年12月末）

広大な敷地には大きなプライベートラグーン。水を利用した施設としては世界トップ
クラス。ラグーンを囲むようにコロニアル・プランテーション様式のコテージが点在。
日本語スタッフが常駐しているので安心。フィリピン随一とも評されるスパでは世界
の最高レベルに引けをとらない極上の時間が味わえます。

喧騒から離れた静かな場所で日常を忘れて
一味違った休日を過ごす。

デラックスクラス

Room category プールサイド 44m²（バルコニー含む）

シンプルで機能的なお部屋。ラグーンか
ら少し離れているので、周囲は落ち着い
た雰囲気が漂います。

客室一例

ベッドルーム

ダ
ン
ラ
ベ

バスルーム

間取り一例

※一部客室から
プールが見えな
いお部屋がござ
います。

シャングリ・ラ マクタンリゾート&スパ
Hotel information

デラックスクラス

●客室総数：547室　●レストラン＆バー（軒数）：4　●ホテル設備＆サービス：スパ／プール／キッズプール／
キッズクラブ／日本語スタッフ／日本語案内書面／バスタブ／ハンドシャワー／ドライヤー／セーフティーボックス

フィリピン文化の薫り漂う547室のゲストルームとスイート。時を忘れて
南国のリゾートを存分に味わうことができます。ここではぜひスパを、至
福の時間を体感してみては。

広大なトロピカルガーデンに佇むリゾート

モーベンピック ホテルマクタン アイランド
Hotel information

デラックスクラス

●客室総数：246室　●レストラン＆バー（軒数）：4　●ホテル設備＆サービス：スパ／プール／キッズプール／
キッズクラブ／日本語スタッフ／日本語案内書面／バスタブ／ハンドシャワー／ドライヤー／セーフティーボックス

スイスの名門ホテル、モーベンピックが2012年末に改装を終えて
リニューアルオープン。

2012年12月に改装リニューアルオープン
プライベートビーチからの眺めが美しいホテル

客室一例客室一例

セブ島
オススメ

デラックス
クラスホテル

Cebu Island

セブ島
オススメ

デラックス
クラスホテル

Cebu Island

マクタン島

マクタン島

マクタン島 マクタン島


