2014 フィリピン厳選ダイブサイト
全コース共に出発空港より最終目的地まで無料で23kg×2個の荷物をお預け頂けます。
全国各都市発着
最短6日間（6ダイブ）〜

10月27日〜

羽田深夜便 再就航

【設定都市】旭川、帯広、女満別、紋別、稚内、
釧路、札幌、函館、庄内、秋田、八丈島、小松、
富山、輪島、広島、高知、高松、松山、徳島、萩、
出雲、鳥取、山口宇部、米子、長崎、大分、熊
本、宮崎、鹿児島、奄美大島

1.

全国各都市発Q羽田

2.

未明、羽田QマニラQブスアンガ
車とボートでリゾートへ送迎
午後フリータイム

3.

1.

午前、2ビーチダイブ
午後、
フリータイム

未明、羽田QマニラQブスアンガ
車とボートでリゾートへ送迎
午後フリータイム

2.

午前、2ビーチダイブ
午後、
フリータイム

午前、2ビーチダイブ
午後、
フリータイム

3.

●エルリオイマール利用

出発日

4.

●クラブパラダイス

朝、
ボートと車で空港へ送迎
ブスアンガQマニラQ羽田着

現 地にて追 加でボート費 用をお 支 払い頂ければ
ボートダイブへのアレンジが 可 能です

ボートダイビング

2名1室利用お１人様料金

羽田発着
フィリピン航空利用 最短4日間
リゾート3泊/4ビーチダイブ
●エルリオイマール利用

出発日

ネイティブカバナ利用
2名1室利用お１人様料金

10/27〜29、11/2〜20、11/23〜12/17 149,500
159,500

10/31、11/1、11/21、11/22
●クラブパラダイス

アイランドビュールーム利用

出発日

2名1室利用お１人様料金

10/27〜29、11/2〜20、11/23〜12/17 170,000

10/27〜29、11/2〜20、11/23〜12/17 160,000

10/31、11/1、11/21、11/22

10/31、11/1、11/21、11/22

180,000

170,000

■利用航空会社：
（国際線）フィリピン航空/（日本国内線）日本航空又は全日空 ■最少催
羽田 11/3,11/24,12/23着の場合は＋5,000円
燃油サーチャージ 23,800円（2014.8月現在） 行人員：1名（別途追加代金要） ■宿泊先：クラブパラダイス又はエルリオイマール ■
食事条件：朝3昼3夕3 ■別途必要費用：国内空港使用料、航空保険料、海外空港諸税

ジュゴンウォッチングツアー

カラミヤン諸島周辺にある各ダイビングスポットへ遠征。人気の沈船ポイント
「キョクザンマル」や、
フィリピン屈指の秘境「アポリーフ」
もアレンジ可。
御一人様：1,900ペソ
（現地払）*キョクザンマル 2ダイブの場合
※最少催行人員 5名以上 ※アポリーフは終日ツアー。詳しくはお問合せ下さい。
（別途追加代金要）

ジュゴンが生息するポイントをボートで巡る人気No.1エクスカーション。
ダイバー、
ノンダイバー問わず参加可能。
ダイビングの場合はツアーの途中で2ダイブを行います。
御一人様：3,000ペソ
（現地払い） ※最少催行人員 5名以上

リロアン

フィリピン航空

新登場 札幌・新潟・仙台発着

ヴィラトロピカルパラダイス利用

札幌・新潟・仙台発着
フィリピン航空利用 最短4日間
リゾート3泊/6ボートダイブ

同日乗り継ぎにてセブ 最 短４日間

成田発着
フィリピン航空利用 最短4日間
リゾート3泊/6ボートダイブ

2名1室利用
お１人様料金

出発日

アイランドビュールーム利用

出発日

午前、2ビーチダイブ
午後、
フリータイム

羽田Q全国各都市着

169,500

10/31、11/1、11/21、11/22

（現地オプションにて追加ダイブ可）

朝、
ボートと車で空港へ送迎
ブスアンガQマニラQ羽田着

ネイティブカバナ利用
2名1室利用お１人様料金

10/27〜29、11/2〜20、11/23〜12/17 159,500

（現地オプションにて追加ダイブ可）

※お客様ご自身にて宿泊手配

6.

全国各都市発着
フィリピン航空利用 最短6日間
リゾート3泊/4ビーチダイブ

羽田発着
最短4日間（4ダイブ）〜

（現地オプションにて追加ダイブ可）

5.

エルリオイマール／クラブパラダイス利用

全 国 各 都 市 発 着ツアーが 可 能 になりました。

（現地オプションにて追加ダイブ可）

4.

カラミアン諸島

フィリピン航空

出発日

9/12、13、20、10/10、11、31、11/1、21、22 119,500

9/12、13、20、10/10、11、31、11/1、21、22 105,500

9/11、
19、
10/9、
30、
11/20

9/11、
19、
10/9、
30、
11/20

98,500

上記以外の8/16〜12/17 期間

95,500

112,500

上記以外の8/16〜12/17 期間 109,500

札幌・新潟・仙台発着
最短4日間（6ダイブ）〜

2名1室利用
お１人様料金

成田9/15,9/23,10/13,11/3,11/24,12/23着の場合は＋5,000円 成田日曜着の場合は＋3,000円
燃油サーチャージ 16,000円（2014.8月現在）
延泊代金 2名1室利用 18,200円／泊（3食3ダイブ付） ・ 3名1室利用 17,000円／泊（3食3ダイブ付）
4名1室利用 16,400円／泊（3食3ダイブ付）

成田発着
最短4日間（6ダイブ）〜

1.

札幌・新潟・仙台発Q成田Qセブ
車でリロアンへ送迎

1.

2.

終日3ボートダイブ

2.

3.

終日3ボートダイブ

3.

終日3ボートダイブ

4.

朝、車で空港へ送迎
セブQ成田Q札幌・新潟・仙台着

4.

朝、車で空港へ送迎
セブQ（直行又は経由）成田着

※オスロブジンベエトリップアレンジ可

※オスロブジンベエトリップアレンジ可

成田発Q（直行又は経由）
セブ
車でリロアンへ送迎
終日3ボートダイブ

※オスロブジンベエトリップアレンジ可

※オスロブジンベエトリップアレンジ可

■利用航空会社：
（国際線）フィリピン航空/（日本国内線）日本航空又は全日空 ■最少催行人員：1名（別途追加代金要） ■宿泊先：ヴィラトロピカルパラダイス
■食事条件：朝2昼2夕2 ■別途必要費用：国内空港使用料、航空保険料、海外空港諸税、オスロブ入海料1,500ペソ/日、ボートアンカーフィー、カメラフィー

トロパラ
4つの特典

★オスロブのジンベエフィーディングも追加代金なしで可能※入海料1,500ペソ現地払い

★終日リロアンでダイビングの日は、
ガイド付き無制限ダイブになります。
レンタル器材も無料。

★ダイビングボート遠征費用は一切不要！
（アポ島やスミロン、バリカサグ、
ネグロス等）

★3名1室利用の場合はお1人様当たり2,000円引、4名1室利用の場合はお1人様当たり6,000円引

マラパスクア

フィリピン航空

成田発/羽田深夜発

マラパスクアエキゾチックリゾート利用

多 彩なスケジュールにてアレンジ

成田発着
最短4日間（6ダイブ）〜
1.

成田発Q（直行又は経由）
セブ
車とボートでマラパスクアへ送迎

2.

早朝1ボートダイブ（ニタリ狙い）
午前〜午後2ボートダイブ

3.

早朝1ボートダイブ（ニタリ狙い）
午前〜午後2ボートダイブ

4.

朝、
ボートと車で空港へ送迎
セブQ（直行又は経由）成田着

1.

未明、羽田QマニラQセブ
車とボートでマラパスクアへ送迎
午後フリータイム
（現地オプションにてダイビング可）

2.

早朝1ボートダイブ（ニタリ狙い）
午前〜午後2ボートダイブ

3.

早朝1ボートダイブ（ニタリ狙い）
午前〜午後2ボートダイブ

4.

朝、
ボートと車で空港へ送迎
セブQマニラQ羽田

早朝ダイブ参加条件
・アドバンスオープンウォーター以上のライセンス保持者
・ダイビング経験年数 3年以上

ご予約・お問い合せ

・合計ダイビング本数 100本以上
・最終潜行日 6ヶ月以内

出発日

リゾート
リピーター特典
マラパスクアエキゾチックリゾート
のご滞在が2回目以降のお客様は、
無料でスーパーデラックスルームに
アップグレード致します。
（チェッ
大変広いお部屋になります。
クイン当日の空室状況による）

www.u-tour.jp/dive̲utour
tabikikaku@u-tour.jp

広告掲載有効期間 2014/9/9まで

成田発着
フィリピン航空利用 最短4日間
リゾート3泊/6ボートダイブ
デラックスエアコンルーム利用

羽田発着
最短4日間（6ダイブ）〜

東京

8/16~9/10、9/14〜18、9/21〜27
9/28〜10/8、10/12〜29
11/2〜19、11/23〜12/16
9/11、9/19
10/9、10/30、11/20
9/12、9/13、9/20
10/10、10/11、10/31、11/1、11/21、11/22

107,500
109,500
109,500
110,500
112,500
117,500
119,500

出発日

2名1室利用
お１人様料金

10/27〜29、11/2〜19、11/23〜12/16 114,500
10/30、11/20
117,500
10/31、11/1、11/21、11/22
124,500
■利用航空会社：フィリピン航空 ■最少催行人員：1名（別途追加代
金要） ■宿泊先：マラパスクアエキゾチックリゾート ■食事条件：成
田発着4日の場合 朝3昼2夕2／羽田発着4日間の場合 朝3昼3夕3
■別途必要費用：国内空港使用料、航空保険料、海外空港諸税、マラパ
スクア入域料150ペソ/日、モナショールフィー50ペソ/ダイブ

成田又は羽田9/15,9/23,10/13,11/3,11/24,12/23着の場合は＋5,000円
成田着が日曜の場合は＋3,000円
燃油サーチャージ 16,000円（2014.8月現在） 延泊代金 18,500円／泊（3食3ダイブ付）
ルームアップグレード スーパーデラックス お1人様1泊当たり1,000円追加

Tel. 03-5425-2905

〒105-0004 東京都港区新橋5-13-6 汐留英テラス2F

【旅行企画・実施】株式会社ユー・ツアー・サービス 〒461-0001 名古屋市東区泉1-17-38 リバーパーク泉2F

2名1室利用
お１人様料金

羽田発着
フィリピン航空利用 最短4日間
リゾート3泊/6ボートダイブ
デラックスエアコンルーム利用

名古屋

Tel. 052-963-9500

〒461-0001 名古屋市東区泉1-17-38 リバーパーク泉2F

観光庁長官登録旅行業第1969号 日本旅行業協会正会員

総合旅行業取扱管理者：村瀬 慶美、黒田浩介

