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　スリランカを代表する建築家ジェフリー・バワが遺した唯一の内陸部のリゾートホテル「ヘリタンス・カンダラマ」と、
インド洋に面した初期から晩年にかけてのホテル「ジェットウィング・ライトハウス」滞在をお楽しみいただきます。

このコースでは、内陸部の仏跡や古代遺跡から高原地帯の茶畑、ゾウのサファリ、
そして大航海時代の面影が残る世界遺産の港町ゴールまでその多彩な魅力を満喫します。

スリランカ名作ホテルと
世界遺産の旅 

10日間

成田発

ジェフリー・バワが手掛けたホテルで珠玉の滞在を

●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追
加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税等
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又は船会社が予め定めております。ま
た、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合がありま
す。 当社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、各
地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

（2）可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払戻しはございません。
●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光 ◯＝下車観光 i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食 h＝昼食 y＝夕食 k＝機内食 s＝食事なしl＝軽
食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝航空機 B＝バス D＝列車 K＝自動車 F＝船 R＝ロー
プウェイ
●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内
容・条件の他、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2023年1月10日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
（旅行開始前）までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

海外旅行「安心」への取り組み 万が一のコロナウィルス罹患に備えて

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

全参加者が3回のワクチン接種済
ご出発の15日前までに3回目の新型コロナワクチン接種を
完了された方だけがツアーにご参加いただけます。
※PCR検査の必要はありません。事前にお住まいの自治体が発行す
る英文の「ワクチン接種証明書」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になっ
た場合、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のための航空券代が補償されます。また国によっては
加入が義務づけられているところもあります。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない
事情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャン
セル料金の70%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、2席以上をご用意
バスの乗車率を50%以下に。1名様につき2席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保
観光の際にはイヤホンガイドシステムを利用し、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。

心に残る高品質な旅

キャンペーン企画

¥598,000
燃油サーチャージ込み

旅行
代金

スリランカ航空
ビジネスクラス 直行便利用

ジェットウィング・ライトハウス



裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。

スリランカを代表する建築家、ジェフリー・バワが遺した
唯一の内陸部のリゾートホテル「カンダラマ」と、インド
洋に面した初期から晩年にかけてのホテル滞在をお楽
しみいただきます。このコースでは、内陸部の仏跡や
古代遺跡から高原地帯の茶畑、ゾウのサファリ、そし
て大航海時代の面影が残る世界遺産の港町ゴールま
でその多彩な魅力を満喫します。往復の移動はスリラ
ンカ航空の直行便ビジネスクラス（燃油サーチャージ込
み）を利用。お身体に楽な旅です。

ツアープランナーよりここにご注目。旅のポイント

❶ スリランカ航空、往復
直行便ビジネスクラス
利用のお身体に楽な
旅。

❷ 現代リゾートホテルの
礎を築いた、建築家
ジェフリー・バワの設
計した名作ホテルに宿
泊します。

❸ 世界遺産にも登録され
るスリランカの文化遺
産と大自然を満喫する
行程です。

スリランカ名作ホテルと世界遺産の旅 10日間

iアヌラーダプラ
ミヒンタレー

B

iポロンナルワ

iシギリヤ
ミンネリア国立公園

iダンブッラ（3泊）

ピンナワラ

ネゴンボ
（1泊）

ゴール（2泊）

B

H

H

Bコロンボ

コガール

iキャンディ（1泊）
ヌワラエリヤ（1泊）

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。スリランカ航空 ビジネスクラス 直行便利用

ジェフリー・バワが手掛けたホテルで珠玉の滞在を
コロンボで生まれたジェフリー・バワは38歳から建築家の道を歩み、スリランカの文化と自然を融合させた、繊細かつダイナミックに構成された空間
を次 と々生み出しました。オープンエアのホテル・レストランからラグーンの波音を聞きながら食事を楽しむ、180度広がる青く美しきインド洋をカク
テル片手に眺める、そんな贅沢な時間を演出してくれるのが自然との調和を意識し、スリランカをこよなく愛した建築家バワの名作ホテルたちです。

★★★★★ ★★★★★

自然とホテルが見事に溶け込んでいます（ライトハウス）

現代リゾート建築の先駆け
ジェットウィング・ライトハウス
バワが手掛けた代表的なビーチリゾート。テーマは「怒り、哀しみ、そしてそ
の全てを包み込む慈愛」。このあたりに打ち寄せる波を人生に例えたバワら
しい表現です。ロビーから眺め
る夕日の美しさが代名詞となっ
ています。開放的なデザインで、
海辺ならではの自然の特性を
活かすことにも重きが置かれ、
こだわりを感じます。その後の
ホテルのデザインに大きな影響
を与えたこだわりの宿をお楽し
みください。

ジェフリー・バワを代表する名建築
ヘリタンス・カンダラマ
バワ建築で唯一のマウンテン・リゾート。自然を遮断した空間を作る西欧建築
に対して、バワの建築はアジア的な感性に満ち、自然と調和した空間美が
魅力であり、その大胆な発想を
具現化した傑作がこのホテルで
す。岩山を背景に湖を見下ろ
す立地、そして森の中に建物
が包み込まれるように建てられ
ています。ロビーや廊下にも剥
き出しの岩がそのまま残され、
自然との一体感を目指したバワ
の代表作に３連泊します。

その後のリゾートホテルに大きな影響を与えたライ
トハウス。沿岸部のバワ建築の代表作です

バワの最高傑作とも称されるヘリタンス・カンダラ
マ。自然と一体となった見事な建築です

特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
なお、航空会社の指定および便の指定はできません。その他、付帯条件がございますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

燃油サーチャージ込み

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食8回、昼食8回、夕食8回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到着
時まで同行いたします。■パスポート必要残存有効期間：申請時6カ月以上　■パスポート査証未使用欄：見開き2
ページ以上必要 　■スリランカ入国の際、電子渡航認証（ETA）取得が義務付けられております。弊社で代行取得
することもできます（機械読み取り式のパスポートである必要がございます。確認のためパスポートの顔写真ペー
ジのコピー（白黒コピー可）を申込書と一緒にお送りください）。電子渡航認証ETA＝7,500円、代行取得手数料 
4,400円（税込）で承ります。　※ご自身で取得される場合は、ETA専用サイト（https://eta.gov.lk/slvisa/）に
アクセスして取得してください（実費35米ドル。支払いはクレジットカードとなります）。※手続きの詳細に関し
ては出発の30日前前後にご案内させていただきます。

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1
成田空港11：20発H
コロンボ17：45着 B
ネゴンボ

成田空港より、スリランカ航空直行便ビジネスクラスにてコロン
ボへ。
着後、バワが初期に手がけたデザインホテル「ジェットウィング・ラ
グーン」へ。 � （ネゴンボ泊）skk

2

ネゴンボ09：00発B
ワッドゥワB
ルヌガンガB
ゴール16：00着

午前、バワが最後に手がけたワッドゥワにあるホテル「ザ・ブルー
ウォーター」やバワの理想郷ルヌガンガにご案内します。
午後、ゴールへ。ご宿泊は、インド洋に面したバワ晩年の名作ホ
テル「ジェットウィング・ライトハウス」です。
� 【２連泊】（ゴール泊）ahy

3
ゴール 午前、ゴール旧市街の観光。 ○ムーン要塞や○オランダ教会、

○灯台、●国立博物館などへご案内します。
午後、自由行動。ホテルにてごゆっくりお過ごしください。
� （ゴール泊）ahy

4
ゴール08：00発B
コガールB
ヌワラエリヤ17：00着

午前、コガールへ。伝統漁法の「竿釣り」を見学します。
昼食を挟み、イギリス植民地時代の面影を残す避暑地ヌワラエリ
ヤへ。 � （ヌワラエリヤ泊）ahy

5

ヌワラエリヤ08：00発B
ピンナワラB
キャンディ18：00発

午前、●紅茶農園の見学。少々早めの昼食はハイティーランチを
お楽しみください。
食後、ピンナワラへ。●ゾウの孤児院を見学します。その後、キャ
ンディへ。キャンディアン・ダンスも鑑賞していただきます。
 （キャンディ泊）ahy

6

キャンディ09：00発B
ダンブッラ16：00着

午前、●仏歯寺や●国立博物館、○キャンディ・マーケットへご案
内します。午後、ダンブッラヘ。●石窟寺院をご覧ください。
その後、ホテルにチェックイン。ご宿泊は、自然と一体化したバ
ワの名作ホテル「ヘリタンス・カンダラマ」です。
� 【3連泊】（ダンブッラ泊）ahy

7

ダンブッラB
シギリヤB
ミンネリア国立公園B
ダンブッラ

午前、シギリヤ・ロックへ。 着後、ジャングルにそびえる巨大な
岩山 ●シギリヤ・ロックに登ります。中腹には美しい天女シギリヤ
レディのフレスコ画が描かれ、頂上まで登ると、360度の展望が
望めます
午後、ミンネリア国立公園へ。野生ゾウのサファリをお楽しみ下
さい。。 � （ダンブッラ泊）ahy

8

ダンブッラB
ミヒンタレーB
アヌラーダプラ

午前、スリランカにおける仏教伝来の聖地ミヒンタレーへ。●考
古学博物館や●カンタカ・チェーティヤ、●アムバスタレー大塔な
どへご案内します。
午後、アヌラーダプラの観光。 ●イスルムニヤ精舎や○スリー・
マハー菩提樹ルワンウェリ・サーヤ大塔などへご案内します。
� （ダンブッラ泊）ahy

9
ダンブッラB
コロンボ19：45発H

チェックアウトまでのんびりとお過ごしください。午後、コロンボ
空港へ向かいます。
夜、スリランカ航空直行便ビジネスクラスにて成田へ。
� （機中泊）ahk

10 成田空港07：40着 朝、成田空港到着。着後、解散。 � kss

※日程表の時刻は成田空港発着のスリランカ航空の便を想定したものです。他の便を利用
の場合には、発着空港および時刻、日程は異なります。

利用予定航空会社：スリランカ航空� ツアーコード：�INC04T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・8日間】
6月6日（火） , 13日（火） , 20日（火） , 27日（火）

ビジネスクラス利用

¥598,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥95,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：日本発着の国際線区間に適用【成田空港～コロンボ間往復】
燃油サーチャージは不要です：12月1日現在

■ ネゴンボ（コロンボ空港近郊）：ジェットウィング・ラグーン ★★★★★
バワが初期に手掛けたデザインホテル。波音が聞こえるラグーンが広がります。

■ ゴール:ジェットウィング・ライト・ハウス ★★★★★
■ ヌワラエリヤ:ザ・グランド・ホテル ★★★★
■ キャンディ：アールズ・リージェンシー ★★★★
■ ダンブッラ：ヘリタンス・カンダラマ ★★★★★

ご宿泊ホテル

※星の数は、スリランカ政府観光局の基準に基づきます。星の記載の無いホテルは格付け機関
への登録無しまたは未申請です。

キャンディ仏歯寺院

19世紀まで続いたスリラン
カ最後の王朝、シンハラ王
朝の都がキャンディでした。
お釈迦様の仏歯を納めた仏
歯寺を中心に町が造られ、
現在は英国コロニアル建築
の残る町並みが美しい古都
です。

最後の王都　聖地キャンディに連泊

スリランカ史上最初の都として登場
する　。紀元前5世紀に建造され
た町は後の仏教伝来によって仏教
都市に生まれ変わりました。巨大な
仏塔ルワンウェリサーヤや、インド・
ブッダガヤ（お釈迦様が悟りを開い
た場所）から枝分けされた菩提樹が
まつられ、絶えず国内外の巡礼者
が訪ね、荘厳な雰囲気が漂います。

スリランカの原点、古都アヌラーダプラ

紀元前2世紀に建立された高さ55mの仏塔

　「シギリヤロック」の名で知ら
れる一枚岩の巨大要塞は、紀元
後5世紀、時の王カッサパによ
り建造されました。朝の観光客
の少ない時間帯にシギリヤロッ
クを訪ね、必見の美しい微笑み
を称える天女シギリヤレディの
フレスコ画を目指します。午前
いっぱいの時間をお取りしまし
たので、ご自身のペースで頂上
へ。眼下に見下ろす、熱帯雨林
の絶景も見逃せません。

シギリヤロックで「シギリヤの微笑」に出会う

シギリヤレディ　麓から頂上までの道中でこのフレ
スコ画を見ることができます

セイロン紅茶の故郷ヌワラエリヤ

サファリ体験（イメージ）

スリランカの中でも野生
のゾウが多く見られるミ
ンネリヤ国立公園で、サ
ファリをお楽しみいただ
きます。5〜10月がシー
ズンで、多いときには
300頭ほどのゾウが集ま
ります。

ミンネリヤ国立公園でサファリ体験


