
NO. ツアー名 時間 内容 所用時間 催行人数 販売価格 子供料金 遠方送迎代金

9:00 ホテル出発 セブ市内

9:30 マゼランクロス ¥0

9:45 サントニーニョ教会 プルクラ
10:00 サンペトロ要塞跡 ¥4,300
10:30 コロン通り・カルボン市場（車窓）
11:00 ビバリーヒルズ・道教寺院
12:00 昼食
13:00 ショッピング
15:00 ホテル到着
9:00 ホテル出発 セブ市内
9:30 ボート出発 ¥2,300
10:00 シュノーケリング　ポイント プルクラ
11:30 島に移動 ¥4,300

自由行動（BBQ ランチ）
14:15 島出発
14:45 港着
15:00 ホテル到着
9:00 ホテル出発 セブ市内
9:15 ダイビングショップ到着 ¥3,400
9:30 講習・プールまたはビーチでの実習 プルクラ

体験ダイビング ¥6,200
12:45 ダイビングショップ出発
13:00 ホテル到着
9:00 ホテル出発 セブ市内
9:15 ダイビングショップ到着 ¥3,400
9:30 ダイビング（1本目） プルクラ

ダイビング（2本目） ¥6,200
12:45 ダイビングショップ出発
13:00 ホテル到着
7:30 ホテル出発 セブ市内
8:15 セブ港　着 ¥0
9:20 セブ港出発 プルクラ
11:30 タグビララン港着 ¥4,300
12:30 リバークルーズ　ランチ
14:30 ターシャ　
15:00 チョコレート　ヒルズ
16:30 バクラヨン教会
17:00 血盟同盟記念補　
17:30 タグビララン港着
18:30 タグビララン港出発
20:30 セブ港　着
21:00 ホテル到着
7:30 ホテル出発 セブ市内
9:20 セブ港出発 ¥0
11:30 タグビララン港着 プルクラ
12:30 リバークルーズ　ランチ ¥4,300
14:30 ターシャ　
15:30 ボホールビーチクラブ着
17:00 ボホールビーチクラブ出発
17:30 タグビララン港着
18:30 タグビララン港出発
20:30 セブ港着
21:00 ホテル着
16:00 ホテル出発 セブ市内
16:30 ショッピング（ローカル） ¥0
18:00 ディナー（フィリピン料理） プルクラ
19:30 トップス　　夜景 ¥4,300
21:00 ホテル到着
16:00 ホテル出発
16:30 ショッピング（ローカル）
18:00 ディナー（フィリピン料理）
19:30 カジノ
21:00 ホテル到着
18:00 ホテル出発
19:00 ディナー（フィリピン料理）
20:00 ショッピング（ローカル）
21:00 ディスコ
23:00 ホテル到着
16:00 ホテル出発
16:30 ショッピング（ショッピングモール）
19:30 ディナー（フィリピン料理）
21:00 ホテル到着
14:00 ホテル出発
14:30 闘鶏　観戦
16:00 ショッピング（ローカル）
17:30 ディナー（フィリピン料理）
19:00 ホテル到着
7:00 ホテル出発 ¥23,500 セブ市内
8:00 ティーオフ （平日） ¥0
12:00 プレイ終了 ¥31,000 プルクラ
13:00 ホテル到着 （土・日・祝） ¥4,300
7:00 ホテル出発 ¥18,900
8:00 ティーオフ （平日）
12:00 プレイ終了 ¥25,500
13:00 ホテル到着 （土・日・祝）
7:00 ホテル出発 ¥18,900
8:30 ティーオフ （平日）
12:30 プレイ終了 ¥25,300
13:30 ホテル到着 （土・日・祝）
7:00 ホテル出発 ¥14,900
8:00 ティーオフ （平日）
12:00 プレイ終了 ¥18,900
13:00 ホテル到着 （土・日・祝）
15:00 ホテル出発 セブ市内
15:30 ショッピング（ローカル） ¥0
17:30 フットマッサージ プルクラ
18:00 屋台（串焼き） ¥4,300
19:30 夜景観光（1ドリンク付き）
21:00 ホテル到着
18:00 ホテル出発 セブ市内
18:30 ディナー（フィリピン料理） ¥2,300
20:00 ニューハーフショー プルクラ
21:00 ショー終了 ¥4,300
21:30 ホテル到着

※ディナーとショーの順番が変わる場合があります。

＜セブ島オプショナルツアー料金＞

1 セブ市内観光 約6時間 2名より ¥6,900 3-11歳 \5,000

体験ビーチダイビング
（機材込み）

約4時間　 1名より ¥8,700

2名より ¥9,200 3-11歳 \7,5002 アイランドピクニック 約6時間　

4-9歳 \11,800

4
ファンダイブ（2ボート）
（機材別）

約4時間 1名より ¥9,300

3

ボホール島ビーチツアー 約13時間 2名より ¥15,600

5 ボホール島1日観光 約13時間 2名より ¥13,800

4-9歳 \13,200

7

みどころツアー（夜景観光）

約5時間 2名より ¥6,900 3-11歳 \5,000

みどころツアー（カジノ）

みどころツアー（ディスコ）

6

みどころツアー（ショッピング）

みどころツアー（闘鶏）

8

ゴルフ（セブカントリークラブ）
2名乗りカート付き

約6時間　 2名より

ゴルフ（マクタンアイランドゴルフク
ラブ）　ゴルフカートは付きません

約6時間　 2名より

¥6,900 3-11歳 \5,000

ゴルフ（アルタビスタ）
1名乗りカート付き

約6時間　 2名より

ゴルフ（クラブフィリピーノ）
2名乗りカート付き

約6時間　 2名より

10
ニューハーフショー＆ディナー
※日曜日休業

約3時間半 2名より ¥6,300

9 ナイトシティーツアー 約6時間　 2名より

3-9歳 \5,000



9:00 ホテル出発（ジープニー） セブ市内
9:15 ギター工場見学 ¥2,300
10:00 ラプラプ像とマゼラン記念碑 プルクラ
10:30 マクタン市場 ¥4,300
11:00 ガイサノマクタン（ショッピング）
12:30 ホテル到着
8:00 ホテル出発 セブ市内
11:30 カワサンフォール着 ¥0

自由時間（ローカルレストラン軽食込み） プルクラ
15:00 カワサンフォール出発 ¥4,300
18:30 ホテル着

10:00 ホテル出発 セブ市内
10:15 マクタン　ギター工場見学 ¥2,300
11:15 マゼランクロス プルクラ
11:30 サントニーニョ教会 ¥4,300
11:45 サンペトロ要塞跡
12:15 コロン通り・カルボン市場（車窓）
12:30 ショッピング（ＳＭ）各自昼食
15:00 ショッピング（民芸品店）
16:00 フットマッサージ
17:30 トップス（夜景鑑賞）
19:00 夕食（フィリピン料理）
21:00 ホテル到着

プラナ　スパ　Ａコース パッケージ　130分 ¥8,600 セブ市内
プラナ　スパ　Ｂコース パッケージ　150分 ¥12,000 送迎手配不可
プラナ　スパ　Ｃコース パッケージ　180分 ¥14,300 プルクラ
プラナ　スパ　Dコース ¥104 送迎手配不可
プラナ　スパ　Eコース ¥47
プラナスパ
ノア　スパ　　Ａコース パッケージ　100分 ¥5,700
ノア　スパ　　Ｂコース パッケージ　125分 ¥6,900
ノア　スパ　　Ｃコース パッケージ　140分 ¥13,800
ノアスパ
グーン　スパ　Ａコース パッケージ　110分 ¥9,200
グーン　スパ　Ｂコース パッケージ　120分 ¥10,400
グーン　スパ　Ｃコース パッケージ　150分 ¥13,200
グーンスパ
キュウ　スパ　Ａコース パッケージ　120分 ¥8,100
キュウ　スパ　Ｂコース パッケージ　150分 ¥15,500
キュウ　スパ　Ｃコース パッケージ　180分 ¥19,600
キュウスパ
マリガヤ　アロマ＆フェイシャル アロマテラピー＆フェイシャル　120分 ¥6,900
マリガヤ　マッサージ ストーン or バンブー o r ハーブ　マッサージ　120分 ¥7,300
マリガヤ　スパ　Aコース パッケージ　150分 ¥16,700
マリガヤ　スパ　Bコース パッケージ　180分 ¥19,600
マリガヤスパ

セブ市内
¥2,300

プルクラ
¥4,300

8:00 ホテル出発 セブ市内
9:30 セオトコス寺院　見学 ¥0
10:15 バライ・ナ・ティサ　見学 プルクラ
11:00 カルカル　市場　見学 ¥0
11:45 ランチ　（ローカルグリル　フィリピン料理）
13:00 田舎体験　

ココナッツワイン「トゥバ」試飲
牛車　体験
３輪乗り合いオートバイ　トライスクル　体験
バスケット作り

15:30 出発
16:30 ホテル到着
5:00 ホテル出発 セブ市内
9:00 ポイント到着　ジンベエスノーケルorダイビング ¥0
10:30 スミロン島にてスノーケリングorダイビング プルクラ
11:30 スミロン島にて昼食 ¥0
13:00 ショップ出発
17:00 ホテル到着
6:00 ホテル出発 セブ市内
9:30 オスロブ（ジンベエザメポイント）到着 ¥0
10:00 スノーケリング開始 プルクラ
11:00 スノーケリング終了 ¥0
11:45 オスロブ（ジンベエザメポイント）出発
12:30 昼食
13:30 レストラン出発
16:00 ホテル到着
8:30 ショップ到着 セブ市内
9:00 ダイビング練習開始 ¥3,400
10:00 ダイビングショップ出発 プルクラ
10:30 ポイント到着・ダイビング開始 ¥4,300
11:30 ダイビング終了
12:00 島に到着
12:30 昼食
15:00 島を出発
15:30 ショップ到着
15:00 ホテル出発 セブ市内
15:30 ショッピングモール到着 ¥0
17:00 スパ（60分） プルクラ
18:20 ショッピングモール出発 ¥4,300
19:00 レストラン到着
20:30 レストラン出発
21:15 ホテル到着

約10時間半 2名より ¥10,000

11 わくわくマクタン島めぐり 約3時間半 2名より ¥3,400

催行スパ
グーンスパ

3-11歳 \6,200

13 セブ島鉄人プラン 約11時間 2名より ¥12,600 3-11歳 \8,800

12 カワサンフォール　トレッキング＆スイムツアー

2名より

14

午前10時
午後23時

催行スパ
プラナスパ

１名より

午前10時
午後23時

催行スパ
ノアスパ

1名より

午前10時
午後23時

シーウォーカー(25分) 2名より

1名より

午前10時
午後23時

催行スパ
キュウスパ

2名より

午前10時
午後22時

催行スパ
マリガヤスパ

¥6,900

16 パラセイリング パラセイリング(10分) 2名より

15 シーウォーカー

¥8,600

17 バナナボート バナナボート（15分） 2名より ¥2,900

18 カントリーサイド（田舎）ツアー 約7時間半 2名より ¥9,800 4-11歳 \7,500

10時間 2名より ¥17,200

21 ジンベエザメ　ウォッチングツアー 約12時間　 2名より

スノーケリング
\22,500

（入海料込み）

23 体験ダイビング＆アイランドツアー 約7時間 2名より ¥19,500

5-12歳 \18,200
（入海料込み）

ダイビング
\26,200

（入海料込み）

22
ジンベエザメウォッチングツアー
(オスロブスイミング）

24
スパ&夜景ディナー
(ショッピング付き）

約7時間 2名より ¥9,200



5:30 ホテル出発 セブ市内
9:00 ポイント 1,2到着　ウミガメ　スノーケルorダイビング ¥0
11:30 モアルボアルにて昼食 プルクラ
13:00 ポイント 3到着　ウミガメ　スノーケルorダイビング ¥0
15:00 ショップ出発
18:00 ホテル到着

※シュノーケリングは午前中の２つのポイントでウミガメを見ることが出来なければ午後に３本目のご案内を致します。

16:30 ホテル出発 セブ市内
17:00 シャングリラ到着 ¥3,400
17:15 桟橋より出発 プルクラ
19:00 桟橋に到着 ¥4,300
19:30 ホテル到着
9:00 ホテル出発 セブ市内

受付後、自由行動 ¥2,300
12:00 アバロンレストランで昼食バイキング プルクラ

自由行動 ¥4,300
解散
ホテルへはお客様ご自身でお戻り頂きます

12:30 ホテル出発 セブ市内
13:00 パシフィックセブリゾート到着 ¥4,000
14:00 ナルスワン島到着 プルクラ
16:00 ナルスワン島出発 ¥4,300
16:30 パシフィックセブリゾート到着
17:30 30分のフット又はバックマッサージ※18歳以上
19:00 ホテル到着
18:20 マクタン島内ホテルでピックアップ セブ市内
19:00 会場にご到着 送迎手配不可
19:15 ショー開始 プルクラ
20:30 ショー終了 送迎手配不可
21:15 ホテルご到着
18:00 マクタン島内ホテルでピックアップ セブ市内
19:00 会場にご到着 送迎手配不可
19:15 ショー開始 プルクラ
20:30 ショー終了 送迎手配不可

マッサージ開始
22:15 ホテルご到着
6:00 ホテル出発 セブ市内
9:30 バディアン島到着 ¥0

自由時間。プレートランチが含まれております。 プルクラ
16:00 バディアン島出発 ¥4,300
19:30 ホテル到着
8:30 ホテル出発 セブ市内
9:00 ショップ到着 ¥4,000
9:30 ジェットスキー、バナナボート、シュノーケリング プルクラ
12:00 ランチ ¥4,300
13:00 ホテル到着
8:30 ホテル出発 セブ市内
9:00 ショップ到着 ¥4,000
9:30 バナナボート、シュノーケリング プルクラ
12:00 ランチ ¥4,300
13:00 パラセーリング
13:30 ホテル到着
8:30 ホテル出発 セブ市内
9:00 ショップ到着 ¥4,000
9:30 選択アクティビティー&シートレック（シーウォーカー） プルクラ
12:00 ランチ ¥4,300
13:00 パラセーリング
13:30 ホテル到着
8:30 ホテル出発 セブ市内
9:00 ショップ到着 ¥4,000
9:30 ビーチ体験ダイビング or シートレック プルクラ
12:00 ランチ ¥4,300
13:00 パラセーリング
13:30 ホテル到着

6時間チャーター 6時間 1台あたり 販売価格
延長代金

（１時間につき）
1-2名 ¥16,100 ¥4,400

3-8名　（バン） ¥22,400 ¥5,000

24席（マイクロバス） ¥41,400 ¥5,600

45席(大型バス） ¥56,900 ¥6,200

9時間チャーター 9時間 1台あたり 販売価格
延長代金

（１時間につき）
1-2名 ¥23,000 ¥4,400

3-8名　（バン） ¥31,000 ¥5,000

24席（マイクロバス） ¥55,200 ¥5,600

45席(大型バス） ¥74,100 ¥6,200

12時間チャーター 12時間 1台あたり 販売価格
延長代金

（１時間につき）
1-2名 ¥29,900 ¥4,400

3-8名　（バン） ¥40,200 ¥5,000

24席（マイクロバス） ¥5,600

45席(大型バス） ¥6,200

38 その他特別な予約手配代行
スパやレストラン等の予約代行手配
※実際に受けられるサービスの料金は現地払い

1件につき ¥1,000

＊時間は目安になります。ツアー内容は交通事情などで変更になる場合があります。

注意1）ゴルフの予約について
・ゴルフはトーナメント等の理由によりご希望の日程での予約ができない場合があります。
・予約の可否についての回答は出発の間際となる場合があります。

注意2）ボホール島ツアーのご参加、キャンセルについてのご注意
・ボホール島ツアーの予約完了後の取り消し、催行日の変更には取り消し料金が発生します
（大人・子供同額4,500円）
・フェリーの乗船には身分証明書が必要となりますので予めパスポートコピーをご用意ください。妊婦の方は医師の診断書が必要となります。

約12時間　 2名より

スノーケリング
\20,000

5-12歳 \15,700

ダイビング
\24,300

26 サンセットクルーズ 約3時間　 2名より ¥9,800

25 ウミガメ　ウォッチングツアー

5-9歳 \6,200

27
Jパークアイランドホテル
デイユーズ

約12時間　 2名より ¥10,300 5-11歳 \7,600

¥7,000 3-11歳 \3,600

28
アフタヌーンアイランドピクニック
＆リゾートスパ

約6時間30分 2名より ¥11,500

30
ニューハーフディナーショー＆
MDSスパ

4時間~ 2名より

¥10,000

5-12歳 \12,700
（マッサージは含ま
れておりません）

29
ニューハーフディナーショー
（ラスベガス）
※日曜日休業

約3時間　 2名より

バディアンアイランドツアー 約13時間　 2名より ¥12,700

ショー＋60分マッ
サージ

ショー＋90分マッ
サージ

ショー＋120分マッ
サージ

2名より ¥13,200

33
マリンパックA　                (ジェッ
トスキー+バナナボート+スノーケリ
ング)

約４時間３０分 2名より ¥10,900

32

35

マリンパックＣ                     　(パ
ラセーリング+シーウォーカー+ス
ノーケリング or グラスボトムボー
ト or バナナボート)

約５時間 2名より ¥16,600

34
マリンパックB
（バナナボート+パラセーリング+ス
ノーケリング）

約５時間

37 現地ガイド付き専用車

¥12,500

¥11,200

36
マリンパックＤ　                    (体
験ダイビング又はシートレック+パ
ラセーリング)

約５時間 2名より ¥13,200


