今

ア ツ い ビーチリゾート！

名古屋
直行 から
便で
約4
時間
半

家 族 で 楽し め る
に 行こう

セブ島

日本からの渡航者数増加中で、今注目のフィリピン・セブはリゾートアイランドならではの魅力がいっぱい！
物価が安くて過ごしやすいので家族旅行にうってつけです。
今年の夏休みは、家族で南国リゾートにどっぷり浸かってみませんか？
構成・文／楢村雅美

典 満 載 。 子どもと一 緒に
ァミリー 特
楽しも
みはフ
う！
休
夏

お魚がいっぱい！

思いっきり遊ぶぞ！

フライトスケジュール
出発時刻
到着時刻
便名
運航日
PR479
火･水･土 名古屋（NGO）15:40 セブ（CEB）19:30
セブ（CEB）9:10 名古屋（NGO）14:40
PR480
火･水･土
スケジュールは2016年★月★★日現在のものです。
フライトの詳細はHPをチェック！jp.philippineairlines.com/home/home.jsp
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極 上 リ ゾ ー ト ・セ ブ で
思い出に残る夏休みを

も一緒に楽しめます ︒遊 び疲

体 感できるアクティビティが

れたら︑美しいビーチやホテル

太 平 洋 に 浮 かぶ 島々から

167の島で構 成されるセブ

なるフィリピン共 和 国のうち︑ 充 実していて︑子どもも大 人

は︑
アジア屈 指 のビーチリ ゾ

のプールでのんびり過 ごすの

贅 沢なリゾートステイに手が

ート︒透明度抜群の海と白砂

届 くのもうれしいところ ︒大

物 価が5 分の1 程 度のため︑

目の旅 先の一つです︒ボートに

自 然に囲まれて︑子どもたち

も至福の時 間 ︒日本と比べて

乗って離島のシュノーケルスポ

と 思いっきり遊んで癒されて

のビーチが広がる景 観の中に

ットへ出 掛 けるアイランドピ

⁝ ︒家 族みんなの記 憶に刻 ま

リゾート施 設が集まる︑今 注

残るホボール島 観 光 ︑野 生の

クニックや 手つかずの自 然が

ます︒

れる最 高の夏 休みが待ってい

セブへは中部国際空港 セントレ
アから、
フィリピン航空の直行便が
週3回就航。往路は4時間50分、
復路は4時間30分と、海外リゾート
の中では比較的近く、乗り継ぎや機
内泊が無いので、小さな子ども連れ
の渡航にも最適です。

ケリングなど︑南 国の自 然を

セントレアから直行便でひとっ飛び！
楽々アクセスで美しい地上の楽園へ

ジンベイザメを眺めるシュノー

今年の夏はセブ島へ！ 「ハッピー
マママガジン」を見たと言って家
族旅行をご予約いただくと特典が
いっぱいです。

※日本との
時差 -1 時間

シュノーケルで美し
い熱帯魚をたくさん
見ることができます

典で
ジン特
マママガ
の
ー
ハッピー
ア
ナルツ
オプショ

額！

金半
料
も
ど
子

ハッピーマママガジン厳選！

家族で楽しむ
アクティビティBEST3

1

たくさんのアクティビティの中から、
親子におすすめをピックアップ！

NO.
アイランドピクニック
離島の海でシュノーケリング
セブ観光で一番人気のオプショナルツア
ー。マクタン島沖の島々でシュノーケリングや
バーベキューランチを楽しみます。出発は宿泊
エリアから比較的近く、
またシュノーケリングポ
イントは内海で小さな子どもでも安心です。

DATA
料金：8800円
（3-11歳は8000円、ファミリーは2万8000円）
※ファミリーは大人2名＋子ども2名まで。
7／17〜8／31の期間に限る
所要時間：6時間
料金に含まれるもの：送迎車、入海料、
シュノーケルセット、昼食、保険

3

2

NO.
ボホール島１日観光

目の前を悠々と泳ぐ
ジンベイザメは圧巻
の迫力！

NO.
ジンベイザメウォッチングツアー
神秘的な海の世界に出合う
日本では水族館でしか見られないジンベイ
ザメ。ツアーでは野生のジンベイザメが泳ぐ姿
を眺めながらシュノーケリング！ 海洋保護区に
指定されている
「スミロン島」にも立ち寄りま
す。5歳以上の子どもの参加が可能。

くりくりした目にふかふ
かの毛がマスコットのよ
うなターシャ

ネイチャーアイランドを探検！

DATA
料金：2万3500円
（5-12歳は2万500円）
所要時間：半日
料金に含まれるもの：送迎車、入海料、
シュノーケルセット、昼食、保険

セブ島の南隣にあるボホール島へは高速フ
ェリーで約2時間。世界最小と言われるメガネ
ザルのターシャや、1000を超える丘陵が連な
る幻想的なチョコレートヒルズなど、
自然の神
秘を目の当たりに！

★名古屋発 フィリピン航空で行くセブ島4日間（大人子ども同額）

2
3

終日自由行動（オプショナルツアー等でお楽しみください）

料金：1万5000円
（4-9歳は1万3000円、
0-3歳は無料）
所要時間：14時間
料金に含まれるもの：送迎車、
フェリーチケット、入場料、昼食、
日本語ガイド、保険

するなら
セブ島を満 喫

日程表

［火･水･土出発の場合］
15:30 中部国際空港発（フィリピン航空PR479便）→ 19:00 セブ島着
［月･木･金･日出発の場合］
1 9:30 中部国際空港発（フィリピン航空PR437便）→ 12:45 マニラ着
※※※お客様ご自身でお乗り継ぎいただきます※※※
14:30〜18:30 マニラ発（フィリピン航空）→ 14:30〜18:30 セブ島着
セブ島泊
セブ島到着後、混載車にてホテルへ

DATA

門店

セブ島一筋 42 年の
経験と実績
機

セブ島泊 朝

［火･水･土帰着の場合］
早朝：混載車にて空港へ ※早朝出発のため朝食は付きません
9:10 セブ島発（フィリピン航空PR480便）→ 14:30 中部国際空港着 着後、空港にて解散
［月･木･金･日帰着の場合］※直行便運航日でも空席がない場合、下記の乗継便でご案内す
4
る事があります
8:55〜11:00 セブ島発（フィリピン航空）→ 10:10〜12:15 マニラ着
※※※お客様ご自身でお乗り継ぎいただきます※※※
13:50 マニラ発（フィリピン航空PR438便）→ 18:55 中部国際空港着
機
着後、空港にて解散

料金表
ホテル名

1室利用人数
Jパークアイランドリゾート＆ 大人2人＋子ども1人
ウォーターパーク
大人2人＋子ども2人
シャングリ･ラ マクタン 大人2人＋子ども1人
リゾート＆スパ
大人2人＋子ども2人
プランテーション ベイ 大人2人＋子ども1人
リゾート＆スパ
大人2人＋子ども2人
ブルーウォーター マリバゴ 大人2人＋子ども1人
ビーチ リゾート
大人2人＋子ども2人

「セブ旅行専
王」へ！

6/10-7/20
67,800
58,800
79,800
68,800
69,800
62,800
56,800
55,800

セブ
7/21-9/30
71,800
61,800
83,800
71,800
73,800
65,800
60,800
58,800

宿泊除外日
8/10-8/15
8/10-8/16
8/10-8/15
8/5-8/15

延泊
10,500
8,500
14,500
11,000
11,500
9,500
7,500

※食事条件(4日間)：朝2回・昼0回・夜0回(機内食を除く) ※添乗員：同行しませんが現地係員がお世話いたします ※フライトアレンジ：直行便の運航がある日でも空席状況によりマニラ乗継便にてご案内する場合があります ※最少催
行人員：上記料金表"1室利用人数"に準ずる(記載以外の組み合わせはできません) ※"子供"とは出発時の満年齢が2歳〜11歳となります。(12歳以上は小学生であっても大人となります) なお1歳未満の幼児参加の場合はお問い合
わせください。 ※料金には別途、空港諸税が必要です
（中部国際空港利用大人2570円、子ども1290円、
セブ島発直行便利用の場合、
セブ島空港税750ペソ
（現地払）、往路マニラ経由便利用の場合、
マニラ空港税600円（事前払）、
復路マニラ経由便利用の場合、
セブ＆マニラ空港税2100円（事前払）） 掲載のツアーは、
この広告でのお申込みを受け付けておりません。詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申込みください。
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ハッピーマママガジン厳選！

子ども連れで泊まる人気ホテルBEST4

子どもにも親にもやさしい、
リゾートステイを
満喫できるホテルをピックアップ！

Jパークアイランドリゾート＆ウォーターパーク
子どもが主役！ 遊べるホテル

NO.

1

セブ島最大級のウォーターパークが自慢！
趣向が異なる6つのプールと3本のウォーター
スライダーがあり、何日かかっても遊びきれない
スケールです。やんちゃ盛りの子どもはもちろ
ん、親も一緒になってはしゃいじゃおう
！

NO.

2

☎63-32-494-5000
M.L QUEZON HIGHWAY,
BRGY. MARIBAGO,
LAPU-LAPU CITY, CEBU,
PHILIPPINES

NO.

3

4

シャングリ･ラ マクタン リゾート＆スパ

プランテーション ベイ リゾート＆スパ

ブルーウォーター マリバゴ ビーチ リゾート

5つ星のホスピタリティに感動

大きなラグーンプールでくつろぐ

のんびり派のファミリーはココ！

細部まで行き届いたサービスや充実した館内施
設は5つ星ホテルならでは！ サラサラの白砂が続く
全長350メートルのプライベートビーチは清々しく、
家族で散歩するのにおすすめ。

海水を引き込んだラグーンプールを囲むように宿
泊棟やヴィラが建てられていて、直接プールや砂
浜へアクセスできる部屋があるのも、子ども連れに
便利です。
（年齢制限のある部屋あり）

湾がまるごとプライベートビーチになっているホ
テル。波が穏やかで子どもも安心して遊べます。沖
合いにはホテル所有の離島があり、干潮時は歩い
て上陸することも可能！

☎63-32-231-0288
PUNTA ENGANO ROAD, LAPU-LAPU, CEBU 6015,
PHILIPPIN

☎63-32-505-9800
MARIGONDON, MACTAN ISLAND,CEBU, PHILIPPINES
6015

☎63-32-492-0100
BUYONG MARIBAGO, LAPU-LAPU CITY

夏のファミリーキャンペーン

「ハッピーマママガジン」

オリジナル特典

セブ王は、子ども連れのセブ島旅行を応援しま
す。両親と子ども1人の3人家族、または両親と子
ども2人の4人家族で同じ部屋に宿泊する場合に、
ファミリー特別特典を用意しました！ 家族旅行に
おすすめのセブへぜひお越しください。

「ハッピーマママガジンを見た」と予約
をすれば、さらに子ども連れ家族にうれ
しい特典がついてきます。
特典1

特典2

オプショナルツアー
子ども半額
紹介した「アイランドピク
ニック」のほか、
「セブ市
内観光」や「カントリーサ
イドツアー」など、人気の
オプショナルツアーの子
ども料金が半額に！

特典3

ドライマンゴー＆
パパイヤ石鹸を
プレゼント
セブで一番人気の「7Dド
ライマンゴー」
と、
きめ細
かな泡立ちと香りが心地
いい「silkaパパイヤ石鹸
」
をプレゼント

フィリピン航空
2WAYバックを
プレゼント
濡れてもOK！ 旅行に便
利なフィリピン航空オリジ
ナルの2WAYバッグをプ
レゼント

安心のお約束

「セブ旅行専門店 セブ王」だからできる
セブ島旅行専門店

セブ王

ご予約・お問い合わせはこちらから ☎052-222-8534（名古屋支店）
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NO.

大人2人＋子ども2人
4人家族限定プラン
子ども1人目 ベッド付＆朝食付
子ども2人目 ベッド無＆朝食付
大人2人＋子ども1人
3人家族限定プラン
子ども ベッド付＆朝食付

スカード
スターバック ）を
族分
（申込み家
プレゼント！

さらに、
ファミリー
特典も！
中部国際空港 セントレアのス
ターバックスで、出発前のリラッ
クスタイムをお過ごしください。

※必ずお読みください。①大人2人＋子ども1人（2歳以上12歳
未満）の3人家族または、大人２人＋子ども2人（2歳以上12歳
未満）の4人家族が対象となります。※幼児（2歳未満）
は、含ま
れません②子ども代金（2〜11歳）
：大人と同料金になります③
幼児代金（2歳未満）
：フィリピン航空利用の場合…全出発日2
万5000円（航空座席の占有はできません）④ホテル特典は大
人のみ対象です。子ども・幼児はホテル特典が付きません。

1. 現地駐在日本人スタッフが定期的に催行会社の安全を抜き打ちチェック！
2. 「24時間日本語ダイヤル」を設置。日本人直通緊急ダイヤルもご用意！
3. 安全面、保険などにおいてもサポート万全な催行会社を選定！

