デリー【DEL】 AGT:LED
●専用車送迎
コード

インド
カンボジア
シンガポール
タイ

デリー DELHI …………………………………300
シェムリアップ SIEM REAP ………………301
シンガポール SINGAPORE ………………301
バンコク BANGKOK ………………………303
チェンマイ CHIANG MAI …………………304
サムイ島 KOH SAMUI ………………………304
パタヤ PATTAYA ……………………………305
プーケット PHUKET…………………………306
フィリピン セブ島 CEBU …………………………………306
マニラ MANILA ………………………………307
ベトナム ホーチミン HO CHI MINH CITY …………309
マカオ
マカオ MACAU ………………………………310

マレーシア コタ キナバル KOTA KINABALU ………311
クアラルンプール KUALA LUMPUR …312
ランカウイ LANGKAWI ……………………312
ペナン PENANG ……………………………313
韓国
チェジュ島 CHEJU …………………………314
プサン PUSAN ………………………………314
ソウル SEOUL ………………………………315
香港
香港 HONG KONG …………………………317
台湾
台北（タイペイ）TAIPEI ……………………318

大人1名料金

空港]ホテル ｜ インディラガンジー国際空港 ] ホテル（デリー市内）
PRD3JX

¥10,000 車1台あたり
●定員：1〜10名 ●車種：ミニバス ●ガイド：日本語ガイド

ホテル]空港 ｜ ホテル（デリー市内）] インディラガンジー国際空港
PRD3J#

¥10,000 車1台あたり
●定員：1〜10名 ●車種：ミニバス ●ガイド：日本語ガイド

コード

大人1名料金

大人2名以上料金

¥3,100

¥3,100

●定員：1名以上

TRDAJ#

¥3,000

●定員：1名以上

●送迎開始可能時間：制限無

¥2,000

●車種：人数により異なる ●ガイド：日本語ガイド

●送迎開始可能時間：制限無

※変更、取消規定:3日前より全額分

シンガポール【SIN】 AGT:SIN

●送迎開始可能時間：制限無

●専用車送迎
コード

¥2,000

●車種：人数により異なる ●ガイド：日本語ガイド

ホテル]空港 ｜ ホテル（シェムリアップ）] シェムリアップ空港

●送迎開始可能時間：制限無

¥2,000

●車種：人数により異なる ●ガイド：日本語ガイド

子供1名料金（適用年齢）

※変更、取消規定:3日前より全額分

ホテル]空港 ｜ ホテル（デリー市内）] インディラガンジー国際空港
TRDAJ#

¥3,000

●定員：1名以上

子供1名料金（適用年齢）

¥2,000

●車種：人数により異なる ●ガイド：日本語ガイド

大人2名以上料金

空港]ホテル ｜ シェムリアップ空港 ] ホテル（シェムリアップ）

空港]ホテル ｜ インディラガンジー国際空港 ] ホテル（デリー市内）
●定員：1名以上

●送迎開始可能時間：制限無

※空港から50キロ以内の場所、かつ4時間以内の利用に限ります。

TRDAJX

TRDAJX

●送迎開始可能時間：制限無

※空港から50キロ以内の場所、かつ4時間以内の利用に限ります。

●混載送迎

●混載送迎
大人1名料金

子供1名料金（適用年齢）

シェムリアップ【REP】 AGT:EPR

デリー【DEL】 AGT:LED
コード

大人2名以上料金

送
迎
サ
ー
ビ
ス

ア
ジ
ア
／
イ
ン
ド

●混載送迎
大人1名料金

大人2名以上料金

子供1名料金（適用年齢）

空港]ホテル ｜ インディラガンジー国際空港 ] ホテル（デリー市内）
PRD1JX

¥6,500 車1台あたり
●定員：1〜3名

●車種：乗用車

●ガイド：日本語ガイド

●送迎開始可能時間：制限無

※空港から50キロ以内の場所、かつ4時間以内の利用に限ります。車はアンバサダー
（インドのローカルタクシーなどに使われる）
か、TATA製の乗用車。

ホテル]空港 ｜ ホテル（デリー市内）] インディラガンジー国際空港
PRD1J#

¥6,500 車1台あたり
●定員：1〜3名

●車種：乗用車

●ガイド：日本語ガイド

●送迎開始可能時間：制限無

※空港から50キロ以内の場所、かつ4時間以内の利用に限ります。車はアンバサダー
（インドのローカルタクシーなどに使われる）
か、TATA製の乗用車。

空港]ホテル ｜ インディラガンジー国際空港 ] ホテル（デリー市内）
PRD2JX

¥8,000 車1台あたり
●定員：1〜6名

●車種：バン

●ガイド：日本語ガイド

●送迎開始可能時間：制限無

コード

ホテル]空港 ｜ ホテル（デリー市内）] インディラガンジー国際空港
PRD2J#

大人2名以上料金

子供1名料金（適用年齢）

【お出迎えキャンペーン】
空港]ホテル ｜ チャンギ国際空港 ] 当社指定ホテル（シンガポール）
AIRTRF
●定員：1名以上

¥2,000

¥1,000

●車種：人数により異なる ●ガイド：ガイド無し ●送迎開始可能時間：当社指定航空会社便

※当社にて航空券、当社指定の市内ホテル2連泊以上をご購入のお客様に限ります。詳細はお問い合わせください。

空港]ホテル ｜ チャンギ国際空港 ] ホテル（シンガポール）
TRDAJX
●定員：1名以上

¥5,400

¥2,700

●車種：人数により異なる ●ガイド：ガイド無し ●送迎開始可能時間：07:00〜22:59

※座席を利用しない場合に限り2才未満は無料手配が可能です。送迎車タイプ、ガイドは、人数によって異なります。セントーサ島のホテルにご宿泊のお客様は、お1人様¥1000の追加
代金が必要になります。

ホテル]空港 ｜ ホテル（シンガポール）] チャンギ国際空港
TRDAJ#
●定員：1名以上

※空港から50キロ以内の場所、かつ4時間以内の利用に限ります。

大人1名料金

¥5,400

¥2,700

●車種：人数により異なる ●ガイド：ガイド無し ●送迎開始可能時間：07:00〜22:59

※座席を利用しない場合に限り2才未満は無料手配が可能です。送迎車タイプ、ガイドは、人数によって異なります。セントーサ島のホテルにご宿泊のお客様は、お1人様¥1000の追加
代金が必要になります。

¥8,000 車1台あたり
●定員：1〜6名

●車種：バン

●ガイド：日本語ガイド

●送迎開始可能時間：制限無

※空港から50キロ以内の場所、かつ4時間以内の利用に限ります。

300

※掲載の料金は2006年10月1日〜2007年3月31日までの適用料金となります。
※掲載の料金は予告なしに変更する場合がございます。

※掲載の料金は2006年10月1日〜2007年3月31日までの適用料金となります。
※掲載の料金は予告なしに変更する場合がございます。

301

