
スカイパックツアーズ

《IN》15：00 《OUT》13：00（通常12：00）
地区:ススペ / 総客室数:224室 / 無線LAN:無料(ロビー､客室)
コインランドリー：有 / プール: 有（9：00～22：00）
レストラン:ビュッフェ･バーベキュー・バー・カフェ

①本館（眺望指定なし）客室：約28㎡ ②エメラルドタワー（眺望指定なし）客室：約42㎡

カノアリゾート サイパン

《IN》15：00 《OUT》13：00（通常12：00）
地区:ガラパン / 総客室数:318室 / 無線LAN:無料(ロビー､客室)
コインランドリー：有 / プール:有（ 8：00～20：00）
レストラン:多国籍・和食・鉄板焼・イタリアン・バー・ロビーラウンジ

①メインウイング（２階以上展望指定なし） 客室:約31㎡
②メインウイング（４～７階オーシャンビュー） 客室:約31㎡
③サウスウイング（１階以上展望指定なし） 客室:約46㎡
④サウスウイング（４～７階オーシャンビュー） 客室:約46㎡
⑤リージェンシーウイング（２階以上展望指定なし） 客室:約35㎡
⑥リージェンシーウイング（４～７階オーシャンビュー） 客室:約35㎡

ハイアットリージェンシー サイパン

《IN》15：00 《OUT》13：00（通常12：00）
地区:ガラパン / 総客室数:416室
無線LAN:無料(ロビー､客室)コインランドリー：有
プール: 有（9：00～18：00サウスプールは22時迄）
レストラン:ビュッフェ･鉄板焼･バーベキュー・バー・カフェ

①部屋指定無し客室：約32㎡ ②オーシャンビュー 客室：約32㎡

フィエスタリゾート＆スパ サイパン

《IN》15：00 《OUT》13：00（通常12：00）
地区:アチュガオ / 総客室数:91室
無線LAN:無料(ロビー､客室)
コインランドリー：有
プール: 有（8：00～21：00）
レストラン:多国籍・バーベキュー・バー・カフェ

①眺望指定なし（1・2階）客室：約38㎡ ②デラックスオーシャンビュー（1・2階）客室：約38㎡

アクアリゾートクラブ サイパン

①本館(眺望指定なし)客室:約26㎡ ②クリスタルタワー(眺望指定なし)客室：約32㎡
③タガタワー(眺望指定なし)客室：約40㎡

グランヴィリオリゾートサイパン

【宿泊特典】ホテルの朝食滞在中１回付き
レイトチェックアウト 13：00

ケビンレストランにて＄100以上ご利用で＄30割引クーポン1枚

©マリアナ政府観光局/MVA

※フライトスケジュールは2019年6月28日現在の予定時刻です。
※航空会社の都合により予告なく変更となる場合がございます。
※発着時間・スケジュールは出発前にお渡しする最終日程表でご確認ください。

日程 スケジュール

1
成田空港 10:00発⇒《直行》⇒サイパン 14:45着
着後、ホテルへ送迎（混載･現地係員） サイパン泊

2・3
終日：自由行動

サイパン泊

4
出発まで自由行動（ホテルチェックアウト時間はホテル欄をご覧ください）

ホテルから空港へ送迎（混載･現地係員）

サイパン 16:40発⇒《直行》⇒成田空港 19:30着

スカイマークで行く 成田空港発チャーター直行便利用！

まだ間に合う！！ サイパン4日間

ご旅行条件

利用航空会社 スカイマーク （※航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件とします）

添乗員 同行しません。空港⇔ホテルは現地係員が対応いたします。

最少催行人員 2名様

食事 ホテル案内及び旅行代金表参照 （機内食除く）

利用ホテル ホテル案内及び旅行代金表参照

減泊・延泊 不可

139-9817

（※）

※航空会社による関係国政府の
許認可の取得等を条件とします。

【宿泊特典】レイトチェックアウト 13：00

【宿泊特典】タガタワーのみレイトチェックアウト13：00

【宿泊特典】レイトチェックアウト 13：00

【宿泊特典】レイトチェックアウト 13：00

©Junji Takasago/MVA

こども代金 10,000円割引！
（ 2～11歳/1名様あたり/大人基本旅行代金から）

スカイパックツアーズなら昼も夜も楽しい！嬉しい特典付！！（滞在中各1回）

©Junji Takasago/MVA

人気アクティビティ「マニャガハ島ツアー」へご案内昼も嬉しい！ 人気NO.1の「ジョイフルディナーショー」へご案内夜も嬉しい！

・各ホテルからの送迎付き
・マニャガハ島フリーコース
・往路11：00発（復路便15：00）
※往復ともに他時間に変更不可
・食事なし

・各ホテルからの送迎付き
※ハイアットﾘｼﾞｪﾝｼｰ・ﾌｨｴｽﾀﾘｿﾞｰﾄは送迎無し

・営業時間 18:30～ 20:30

（ダンスショー 19：30頃から約60分間）
※雨天でも決行します
・毎週月曜定休

旅行代金/サイパン4日間/大人お一人様（2名1室利用時）

《IN》15：00《OUT》12：00
地区:ガラパン / 総客室数:429室
無線LAN:無料(一部レストラン､客室)
コインランドリー：有 / プール:有（ 9：00～21：00）
レストラン:ビュッフェ･洋食･和食･バーベキュー



■募集型企画旅行契約
この旅行は、スカイパックツアーズ㈱（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する旅
行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」とい
います）を締結することになります。当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、
宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理す
ることを引き受けます。旅行契約の内容は、募集広告又はパンフレット（以下「募集広告等」
といいます）、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社募集
型企画旅行契約約款によります。
■旅行のお申し込みと旅行契約の成立時期
所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約
は、当社が予約の承諾をし、下記の申込金を受領したときに成立するものとします。当社は電
話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあり
ます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾をした日の翌日から
起算して３日以内に、申込金を提出していただきます。この期間内に申込金を提出されない場
合、当社は申込みがなかったものとして取扱います。尚、インターネットによる予約の場合は、
通信契約の旅行条件によります。旅行お申込時に提出頂く「旅行申込書」には、お客様のパス
ポートに記載されているとおりご記入ください。お客様の氏名は間違って記入された場合、運
送・宿泊期間等により氏名等の修正が認められない場合があり、旅行契約を解除頂く場合もご
ざいます。その場合、第１３項の旅行契約解除となり、記載の取消料を申し受けます。

◆海外ご旅行条件書(要旨)お申し込みいただく前にこの頁と各コースごとのご案内やご注意事項を旅行条件書（全文）必ずお読みください。

観光庁長官登録旅行業第1507号

スカイパックツアーズ株式会社旅行企画
実 施

本 社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5ヒューリック東日本橋ビル9階
神 戸 支 店 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3神戸ハーバーランドセンタービル9階

福 岡 支 店 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-9-33ソロン赤坂ビル4階
名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-11-25アーク栄錦ニュービジネスビル8階

０３-５８２１-８５５３

●営業時間/月～金曜日 １０:００～１８:００（土・日・祝 定休）

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責任者です。このご旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく下記の取扱管理者にご質問ください。

◆お問い合わせ・お申し込みは

希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金。ご自宅から発着空港
までの交通費、宿泊費。お客様の傷害・疾病に関する医療費等。渡航手続関係諸経費（旅券・
査証など戸甲手続きに関連する経費）。運送機関による付加運賃・料金。日本国内の空港を利
用する場合の空港施設使用料金。日本国外の空港税・出国税及びこれらに関連する諸税
■旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供
の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得
ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、
お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との
因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急
の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
■旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。利用する運送機関の
運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂された
ときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、
旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたし
ます。前項「旅行契約内容の変更」により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加
又は減少したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
■旅行契約の解除・払戻し
お客様は次に定める取消料をお支払いただくことによりいつでも旅行契約を解除することがで
きます。ただし契約解除のお申し出はお申込み箇所の営業時間内にお受けします。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（貸切り航空機を利用するコースを除く）

■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年6月28日を基準としています。又、旅行代金は、2019年6月28日現在有
効な運賃・規則・為替レートを基準としています。
■出発までにお客様が実施する諸手続
旅券・査証に関して：（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局
事務所にお問い合わせ下さい。）ア．旅券（パスポート）：旅行参加には、必要に応じた残存
有効期間を満たす旅券が必要です。イ．査証（ビザ）：旅行参加には、渡航国の査証が必要と
なる場合があります。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ならびにご旅行
に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様
ご自身の責任で行っていただきます。保健衛生に関して：渡航先（国又は地域）の衛生状況に
ついては、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」等でご確認ください。
■海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報
が出されている場合があります。外務省の「外務省海外安全ホームページ」でもご確認いただ
けます。
■その他
掲載の風景写真は、撮影時期及び天候の関係で実際とは情景が異なる場合があります。又、料
理写真・客室写真は一例ですので実際とは異なる場合があります。お客様の都合による便変
更・延泊等の行程変更はできません。ご予約の航空便にお乗り遅れの場合は別途航空券の購入
が必要となります。事故・天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関が中止または遅延と
なり行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客様の負担とな
ります。又、目的地滞在時間の短縮による補償も応じられません。天候等及び航空会社の都合
による欠航または遅延の場合、利用航空会社の前後便に空席のある限り振替輸送をさせて頂き
ます。尚、他社便また代替航空機関への振替は行いませんのでご了承ください。又、上記によ
り宿泊及び交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられませんので予めご了承下
さい。旅行開始後においてお客様の都合で宿泊・食事・観光等のサービス提供をお受けになら
なかった場合、払戻しはできません。旅館、ホテル等において、お客様が酒類、料理その他の
サービスを追加された場合はお客様のご負担となります。当社はいかなる場合でも旅行の再実
施はいたしません。掲載の各コースの航空運賃は包括旅行運賃又は個人包括旅行運賃を利用し
ております。病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、
事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療
費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保
険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせくだ
さい。

■お申し込み条件
20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は親権者の同
行を条件とさせていただく場合があります。75歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお
願いする場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによってはご参加をお
断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
■確定書面（最終旅行日程表）
確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面（最終旅行日程表）を
遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。（原則として旅行開始日の７日前～５日
前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発の
コースでは旅行開始日の前日までにお渡しすることがあります。ただし旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって７日目にあたる日以降に当該旅行の申込みがなされた場合には旅行開始
日までにお渡しします（場合により出発当日に出発空港でのお渡しとなる場合もございます）
お渡し方法には、ファクシミリ、郵送を含みます。当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅
行サービスの範囲は、本項「１」の確定書面に記載するところに特定されます。
■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日目にあたる日より前にお支払
いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって２１日目にあたる日以
降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃（コースによって等級が異なりま
す）。旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港、駅、埠頭と宿泊場所）。旅行日程に明示
した観光の料金（バス料金、ガイド料金、入場料等）。旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、
サービス料。旅行日程に明示した食事の料金及び税、サービス料。団体行動中の心付け。募集
広告等で「○○付」等と表示されているものの経費。＊上記諸費用はお客様のご都合により、
一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの（旅行代金に含まれるもののほかは旅行代金に含まれません。そ
の一部を以下に例示します。）
超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について）。クリーニング代、電報電話
料、ホテルのルームメイド・ボーイ等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用
及びそれに伴う税、サービス料。お客様のご希望によりお１人部屋を使用する場合の追加料金。

■旅程保証
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（ただし次の①・②・③で規定
する変更を除きます）は、「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額
の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更につ
いて当社に第17項の１の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金と
してではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。（ただし、サービ
スの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足
が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います）
ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。イ．戦乱。ウ．暴動。エ．官公署の命令。
オ．欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。カ．遅延、運送スケ
ジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。キ．旅行参加者の生命又は
身体の安全確保のため必要な措置。
②第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、
当社は変更補償金を支払いません。
③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程から
の変更の場合で、契約書面に記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は
変更補償金の額を支払いません。
２．本項「１」の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額
は、第7項の1で定める「お支払い対象旅行代金」に15％を乗じて得た額を上限とします。また
ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金
を支払いません。

旅行代金
旅行代金が

15万円未満

旅行代金が

15万円以上

30万円未満

旅行代金が

30万円以上

お申込金

(おひとり)

2万円以上

旅行代金まで

3万円以上

旅行代金まで

5万円以上

旅行代金まで

旅行開始前 旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設

(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより

低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金

の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを

下回った場合に限ります)

1.0 2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0

5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は

旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0

6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における

直行便の乗継便又は経由便への変更
1.0 2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0

8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、

景観その他の客室の条件の変更
1.0 2.0

9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・

タイトル中に記載があった事項の変更
2.5 5.0

1件あたりの率(%)
変更補償金の支払いが必要となる変更

・年齢は復路の搭乗日の年齢を基準に適用します。・こども代金とは２歳以上１２歳未満で、原則ご両親又はご両親のい
ずれかに同行されるお子様に適用されます。・ご出発の搭乗手続きの際、航空券のローマ字氏名と、旅券のローマ字氏名
のつづりが同一でないと受付けられません。お申込み時のお客様のローマ字氏名は、必ず旅券と同じローマ字氏名でお願
いします。・２０歳未満の方がご参加される場合、親権者の同意が必要です。・北マリアナ諸島（サイパン）渡航につい
て、２０歳未満の方が単独、または姓の違う親・親族の大人と渡航する場合、アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)よ
り、両親または同行しない親からの「渡航同意書」（英文）とパスポートのコピーが必要となる場合があります。

共通のご案内とご注意

【北マリアナ諸島（サイパン）】日本国籍の場合：ビザ（査証）なし 渡航条件：日本出発日にパスポート（IC旅券及び機械読み取り式）の有効期限が帰国日まで。かつ観光目的で９０日以内
の滞在。日本国籍以外の方は渡航条件が異なります。ご自身で自国及び渡航先の領事館、入国管理事務所等へお問い合わせの上、必要な手続きをお済ませください。北マリアナ諸島はアメリカ
の自治領で、アメリカのビザ免除プログラムとは別のビザ免除プログラムがあります。グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム（Guam-CNMI VWP）です。日本国籍の方が北マリアナ
諸島（サイパン）に観光・短期商用目的で渡航する場合：０日～４５日間までの滞在は、電子渡航認証システム（ESTA/エスタ）を申請しなくても、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プロ
グラムを利用して入国できます。ただし入国審査場の”ESTA専用レーン”は利用できません。

ビザ（査証）について
日本国籍の場合

サイパン空港到着後、ホテルまでの送迎は他のお客様との混載送迎となりますので乗車予定のお客様が集合するまでお待ちいただく場合がございます。入国時ESTA専用レーン利用のお客様に
は長時間お待ちいただく場合もございますのでご了承ください。ホテルへの送迎は複数のホテルのお客様の乗降車がある場合がございますので送迎にお時間を要する場合がございます。

空港⇔ホテル間の
送迎について

ホテル・客室について

・２名１室からのお申込みとなります。・他のお客様との相部屋はお受けできません。・３名１室でお申し込みの際は２名１室にエキストラベッド（簡易ベッド）を入れてご利用いただくため
手狭になる場合がございます。・２名１室のお部屋はベッド２台のツインルームの他、大型ベッド１台のダブルルームでの手配となる場合がございます。・ホテルからのサービスは２０１９年
6月２8日現在のものとなり、ホテル側の都合で予告なく変更又は中止となる場合がございます。その際の返金はございません。・ホテルチェックイン時にホテルより国際クレジットカード提示
又は現金でのデポジット（保証金）を求められる場合がございます。ご旅行時には国際クレジットカードを持参することをお勧めします。

ホテルグレード
【Aグレード】ハイアットリージェンシーサイパン・アクアリゾートクラブサイパン
【Bグレード】フィエスタリゾート＆スパサイパン
【Cグレード】カノアリゾートサイパン・グランヴィリオリゾートサイパン

この書面は、旅行業法第12条の4の定める取引条件説明書面及び同法1 2条の5に定める契約書面の一部となります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申し込みください。

※国内空港施設使用料･旅客保安サービス料･国際観光旅客税･現地空港諸税は別途必要です。燃油サーチャージ込み

海外旅行専用
予約センター

旅行契約の解除期日(変更日) 取消料（おひとり）

旅行開始日がピーク時(4/27-5/6)の旅行であって、

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、

40日目以降31日目にあたる日まで

旅行代金の10％（5万円を上限）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、

３０日目にあたる日以降３日目にあたる日まで

旅行代金が30万円以上：5万円

旅行代金が15万円以上30万円未満：3万円

旅行代金が10万円以上15万円未満：2万円

旅行代金が10万円未満：旅行代金の20％

旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の30％

旅行開始日当日

（旅行開始後又は無連絡不参加は除く）
旅行代金の50％

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

Ver.0322-1

単位：円

国名 税名称 おとな こども 幼児

成田空港

旅客サービス施設料
2,090 1,050

成田空港

旅客保安サービス料
520 520

国際観光旅客税 1,000 1,000

入国審査料 840 840 840

空港施設使用料 540 540

航空保安料 680 680 680

5,670 4,630 1,520

上記は2019年6月28日現在の為替レートを参考に算出しています。

サイパン

合計

日本

国内空港施設使用料･旅客保安サービス料･国際観光旅客税･現地空港諸税

■旅行代金 サイパン4日間（おとなお一人様/2名1室利用時） 単位：円

利用ホテル 部屋タイプ
ホテル
コード

日数 食事

8月9日 8月10日
8月12日 8月13日

9月20日
9月22日 トリプル

割引
（3泊分）

朝食
1回
追加

こども
代金
割引

8月14日 8月11日 9月21日

出発 出発 出発 出発 出発 出発

グランヴィリオリゾート サイパン

①本館《バスタブなしシャワーのみ》（眺望指定なし） 910-101 4 なし 140,000 155,000 150,000 148,000 123,000 110,000 -2,000

3,000 -10,000②クリスタルタワー（眺望指定なし） 910-102 4 なし 149,000 164,000 159,000 157,000 131,000 118,000 -3,000

③タガタワー（眺望指定なし） 910-103 4 なし 156,000 171,000 166,000 164,000 137,000 124,000 -4,000

カノアリゾート サイパン
①本館（眺望指定なし） 910-104 4 なし 149,000 163,000 159,000 157,000 120,000 107,000 -2,000

3,000 -10,000
②エメラルドタワー 910-105 4 なし 156,000 170,000 166,000 164,000 126,000 113,000 -3,000

フィエスタリゾート＆スパ サイパン
①部屋指定無し

910-106
4 なし 153,000 168,000 163,000 161,000 124,000 111,000 -3,000

3,300 -10,000
②オーシャンビュー 4 なし 163,000 178,000 173,000 171,000 131,000 118,000 -5,000

アクアリゾートクラブ サイパン
①眺望指定なし（1・2階）

910-107
4 朝1 166,000 181,000 176,000 174,000 140,000 127,000 -5,000

3,000 -10,000
②デラックスオーシャンビュー（1・2階） 4 朝1 173,000 188,000 183,000 181,000 148,000 135,000 -6,000

ハイアットリージェンシー サイパン

①メインウイング（2階以上展望指定なし）

910-108

4 なし 188,000 198,000 193,000 190,000 152,000 132,000 -10,000

4,000 -10,000

②メインウイング（4～7階オーシャンビュー） 4 なし 195,000 205,000 200,000 197,000 158,000 139,000 -12,000

③サウスウイング（1階以上展望指定なし） 4 なし 205,000 220,000 215,000 213,000 168,000 155,000 -15,000

④サウスウイング（4～7階オーシャンビュー） 4 なし 218,000 233,000 228,000 226,000 183,000 170,000 -18,000

⑤リージェンシーウイング（2階以上展望指定なし） 4 なし 228,000 243,000 238,000 236,000 193,000 180,000 -20,000

⑥リージェンシーウイング（4～7階オーシャンビュー） 4 なし 239,000 250,000 245,000 242,000 203,000 185,000 -22,000

ノーベッドこども代金（航空座席あり/宿泊ベッドなし/空港⇔ホテル送迎あり/食事なし） - 4 なし 104,000 104,000 104,000 104,000 78,000 73,000 - - -

【幼児旅行代金（2歳未満）】 20,000円 お一人様 空港諸税別途（航空座席なし/宿泊ベッドなし/空港⇔ホテル送迎あり/食事なし）


