クイーン・メリー２
香港～シンガポール

7 日間

ショアエクスカーション案内

ニャチャン
プーミー
シンガポール

ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。
詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の
日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。
・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。
・ エクスカーションは事前予約が可能です。
その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。
船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。
船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。
・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。
・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。

[シンボルマーク]
英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。
ツアー選択の目安となさって下さい。
【健脚レベル：低】観光バス等によるツアー。
平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。
【健脚レベル：中】上記よりアクティブなツアーです。
ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。
【健脚レベル：高】さらに活動的なツアーです。
体力的に自信のある方のみにお勧めします。

【ショッピング】ツアー中に買い物のための時間をお取りします。

【食事付き】ツアーに食事が含まれています。

【休憩付き】ツアーに飲み物または軽食が含まれています。

【ファミリー】ファミリーにおすすめです。

【重要なご案内】
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリング、カヤック、ダイビングなど
のように肉体を酷使する又は動きのいくつか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば
急発作、めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心身状態が良好であること
をご確認ください。副作用などの注意事項が記載されている薬を服用している方はご参加いただけません。
妊娠をされている方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康で活動に十分に適
応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴い
ます。エクスカーション供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に署名するこ
とが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。
責任
キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアーの手配をいたします。キュナード
は、エクスカーションのサービスを提供、代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理
的で注意深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社より大きな責任は負いませ
ん。キュナードはエクスカーション供給会社の過失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害ま
たは傷害がキュナードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、損害、または傷
害の責任を負いませんのでご注意ください。
旅行保険
ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。お客様の責任で適切な保険にご加
入ください。

ニャチャン
NHA TRANG
カイ川の暮らし
LIFE ON THE RIVER CAI
ツアー番号：NHA003
ツアー料金：大人＄７８～
所要時間：４時間

子供＄３３～（３～１２歳）

ココナッツの木が点在する海岸に沿ってドライブしながら、ベトナムの英雄チャン･フン･ダオの像をご
覧ください。カイ川に隣接した丘の上にあるポー・ナガル・チャムの塔を訪ねます。この塔は国の母であ
る神聖な女性に捧げたもので、８世紀に建てられました。地元のボートでカイ川を通って Vinh Thai
Island に向かうと、地元の人が野菜を栽培している様子がご覧になれます。ボートを降りた後は現地の
農家を訪れ、自宅と庭を見学し、新鮮なトロピカルフルーツをご試食ください。再びバスに乗って、カイ
ンホア省の人々が使う藁の敷物を生産する近くの村へと向かいます。ツアーは、バスで船に移動し終了
します。
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩にて行われます。チャム塔には約１００段の階段があります
(訪問するかしないかは自由です）。道の一部は未舗装で、ほこりや雨によるぬかるみが生じる
場合があります。ポー･ナガル塔群へは靴を脱いで入ります。このツアーでは約２時間歩きます。
人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

ニャチャンの見どころ
NHA TRANG HIGHLIGHTS
ツアー番号：NHA002
ツアー料金：大人＄７８～
所要時間：４時間３０分

子供＄４０～（３～１２歳）

まずは海洋研究所で、周囲の熱帯の海に住む数千の海洋生物の一部をご覧ください。町へ向かって出発
し、フィラオスの木が立ち並ぶ海岸沿いを走ります。丘の頂上に建つ灰色の石造りの教会で写真撮影の
ために停車します。隆山寺はニャチャン最古の寺院で、二つの竜をかたどった手すりが入口を飾ります。
内部では数々の壁画や仏像がご覧になれます。ソムボン橋を渡ると、ニャチャンで最も有名なポー・ナガ
ル・チャムの塔が見えてきます。８世紀に建てられたこの塔への訪問は素晴らしい経験になることでし
ょう。ニャチャンの中央市場の賑やかなダム市場を歩いた後は刺繍工房に立ち寄り、手工芸品の制作過
程を見学し、購入することもできます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。約３時間歩き、チャム塔には約１００段の階段があ
ります(訪問するかしないかは自由です) 。また隆山寺には数段の階段があります。道の一部
は未舗装で、ほこりや雨によるぬかるみが生じる場合があります。隆山寺の本堂とポー･ナガ
ルの塔群へは靴を脱いで入ります。

スピードボートで行くビンパールラグジュアリービーチリゾート
VINPEARL LUXURY BEACH RESORT BY SPEEDBOAT
ツアー番号：NHA010
ツアー料金：大人＄１６０～
所要時間：８時間３０分
ニャチャンは美しいビーチと過ごしやすい気温で広く知られています。快適なスピードボートによる移
動でラグジュアリーなビンパールリゾートのプライベートビーチに到着し、リラックスした一日をお楽
しみいただけます。青く透き通った水に浸かったり、様々なアクティビティに参加したり、暖かい日差し
に照らされた白い砂浜でリラックスするなど、約６時間の自由時間を思い思いにお過ごしください。昼
食はバラエティーに富んだベトナム料理や新鮮な海鮮料理のビュッフェをお召し上がりください。リラ
ックスした一日を終えた後、再びスピードボートに乗って本島へと戻ります。
ご案内：このツアーはスピードボートとバスと徒歩にて行われます。参加者は１３歳以上の方に限りま
す。日焼け止めと、泳ぐことを希望されるお客様は水着とタオルをご用意ください。水泳前の
飲酒はお控えください。ビーチではウォータースポーツを提供するアクアショップが並んでい
ますがキュナード社とは一切関係がありません。
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ムン島でシュノーケリング
SNORKELLING AT MUN ISLAND
ツアー番号：NHA012
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄６０～（５～１２歳）
所要時間：４時間１５分
ムン島のシュノーケリングスポットへ向かう４５分間のボートでの移動中に、ダイビングクルーから安
全に関する詳細な説明を受けます。到着後、透き通った水に飛び込み、シュノーケリングを始めます。水
中では壮大なサンゴ礁や、クマノミ、エンゼルフィッシュ、ハコフグなどといった様々な魚をご覧くださ
い。シュノーケリング後は、船内で軽食と季節の果物をご賞味ください。帰りのボートでは、心地よい潮
風やニャチャン海岸線沿いの美しい景色をお楽しみください。
ご案内：このツアーはボートと徒歩にて行われます。５歳未満のお子様は参加できません。シュノーケ
リングの道具はツアーに含まれています。参加者は泳ぎに自信のある方に限ります。水着、日
焼け止めとタオルをご用意ください。水泳前の飲酒はお控えください。

地方で楽しむサイクリングと料理
CYCLING AND COOKING IN THE COUNTRYSIDE
ツアー番号：NHA009
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄７６～（７～１２歳）
所要時間：６時間
稲田や農家、果樹園を横目に、朝からガイド付きの自転車ツアーで活気溢れる地元のマーケットへ向か
います。マーケットに着いたら、新鮮な果物や珍しい野菜などを売るバラエティーに富んだ屋台を探検
し、ガイドの助けを借りて料理教室で使用する食材を選びましょう。次は Memento Country Home を訪れ、
ベトナムパンケーキ用の米粉の作り方や、窯で焼いた春巻きなどといった様々な地元の料理を作るコツ
を学びます。お腹も空いてきた頃、エレガントな庭で働きの成果をいただき、港へと戻ります。
ご案内：このツアーは自転車とバスと徒歩にて行われます。７歳未満のお子様は参加できません。必ず
ヘルメットを装着してください。自転車で約２時間様々な地形の上を走り、急な勾配や公道の
横断があります。参加者には良好な健康状態とサイクリング経験が求められます。サイクリン
グに適した服装と日焼け止めをご用意ください。

ニャチャンゆったり観光
LEISURELY NHA TRANG
ツアー番号：NHA004
ツアー料金：大人＄７０～
所要時間：４時間

子供＄３５～（３～１２歳）

町の中心街に向かってビーチ沿いを走り、ニャチャン空港方面へ向かいます。ニャチャン大聖堂にて写
真撮影の為に小休止します。この大聖堂は１９２８年から１９３３年の間に建てられたもので、フラン
スゴシック様式に曲線が多いベトナムのテイストが合わさって、とてもユニークなものになっています。
ここより街や海岸、船の景色が眺められます。
ダム市場では若干の散策時間がありますので、お土産などをお買い求めください。ドライブを続け、色
とりどりの漁船や丘の上に聳えるポー・ナガル塔が見渡せるトランプー橋で、写真撮影のため小休止し
ます。刺繍工房を訪問し、刺繍作業の始まりから終わりまでを見学します。魅力的且つ静かで心安らぐ
環境の中、緑茶をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーは車窓観光が中心となりますが、少し歩く時間
があり、バスの乗り降りの際には段差があります。刺繍工房とトランプー橋を楽しむためには
徒歩が必要となります。

シュノーケリング体験と昼食
SNORKELING EXPERIENCE WITH LUNCH
ツアー番号：NHA011
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄１０５～（５～１２歳）
所要時間：７時間４５分
ターコイズ色に輝くニャチャンの海は、釣りやシュノーケリング、スキューバダイビングに最適です。１
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９の島から成るこの美しい沿岸都市は、２００３年に政府がホンムン島にマリンパークエリアを設置し
て以来、人気の高いダイビングスポットとなっています。シュノーケリング中は、壮大で活気溢れるサン
ゴ礁の生態系や、クマノミ、エンゼルフィッシュ、ハコフグなどといった様々な魚をご覧いただけます。
スリリングな海の冒険を終えたら、トレ島で美味しい海鮮料理をいただきます。昼食後は白い砂浜で泳
いだり、リラックスした時間をお楽しみください。夕方、ゆったりとボートに乗って本島へ戻ります。
ご案内：このツアーはボートと徒歩にて行われます。５歳未満のお子様は参加できません。シュノーケ
リングの道具はツアーに含まれています。参加者は泳ぎに自信のある方に限ります。梯子を伝
って水に出入りしシュノーケルをすることが求められます。水着、日焼け止めとタオルをご用
意ください。水泳前の飲酒はお控えください。

バギーで巡るニャチャン食べ歩きの旅
NHA TRANG STREET FOOD EXPERIENCE BY BUGGY
ツアー番号：NHA008
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄６２～（３～１２歳）
所要時間：５時間
このツアーでは、他の観光客は経験することができない、沿岸都市の隠れた魅力を味わうことができま
す。港で現地のガイドと合流した後、短時間のバス移動で下町へ向かい、そこからバギーでの観光を始め
ます。ニャチャンは多様性に富んだ地であり、乗車中にみる景色からは現代と古代の両側面を感じとる
ことができます。街を通り抜けながら、その雰囲気に魅了されることでしょう。ツアー中は、写真撮影の
時間が数回設けられており、ニャチャン大聖堂やポー・ナガル寺院を通ります。バイン・カンと呼ばれる
焼いた餅や、ネムヌォンと呼ばれる春巻き、焼き貝などといった屋台の食べ物を味わう機会もあります。
最後に海沿いのカフェで軽食をとり、ツアーを終えます。
ご案内：このツアーはバスとバギーにて行われます。バギーでの移動中は揺れるため、首や背中に問題
があるなど、揺れに弱い方は参加をお控えください。長時間歩くことはありませんが、様々な
地形の上を約１８０メートル歩きます。このツアーは雨天時も決行します。各バギーには８人
までお客様の乗車が可能です。このツアーは完全な現地のツアーであるため、バギーの性能や
ドライバーが異なる場合がございますことをご了承ください。

郊外の村を訪ねて
VILLAGES & COUNTRYSIDE
ツアー番号：NHA001
ツアー料金：大人＄６８～
所要時間：４時間

子供＄３０～（３～１２歳）

ニャチャンから数キロも離れれば、ヤシの木や果樹が点在する絵画のような田園風景が広がります。途
中、日常生活を営むたくさんの地元の人々、整然とした水田、時には草をはむ水牛をご覧になれるでしょ
う。この村は戦後のものですが、古い建物も残っています。現在では戦前とよく似た生活が送られ、農民
たちは祖先に教えられた伝統を受け継いでいます。
地元の幼稚園を訪れ、子供たちがどのように教育を受けているかをご覧ください(ペンや鉛筆など、小さ
な贈り物をお持ちになっても構いません)。
その後、何世代にもわたって受け継がれてきた典型的なベトナムの田舎家を見ます。そして、ビンターイ
村の公民館を訪ねます。ここでは地元の人々が村の守り神と初代の祖先を祀っています。地元の喫茶店
でココナッツドリンクや季節のフルーツなどで軽く喉を潤した後、最後に刺繍芸術工房に立ち寄り、製
作過程をご覧ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。道の一部は未舗装で、ほこりや雨によるぬかるみが生
じる場合があります。このツアーでは起伏のある道を含め、約２時間歩きます。

人力三輪車で巡るニャチャン
NHA TRANG BY PEDICAB
ツアー番号：NHA006
ツアー料金：大人＄６２～
所要時間：２時間３０分

子供＄３２～（３～１２歳）

バスに乗って、人力三輪車が待つニャチャンの浜辺へ。珍しい乗り物の旅をはじめましょう。ニャチャン
の日常生活をカメラに収め、地元の雰囲気に浸りましょう。目抜き通りを抜け、フランスゴシック様式の
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大聖堂やコロニアル風建物やフロントビーチ、カイ川橋などをご覧ください。ニャチャンの中央市場で
あるダム市場到着後、バスで船に戻る前に、市場を探索できる自由時間があります。
ご案内：このツアーはバスと人力三輪車にて行われます。人力三輪車１台につき大人１名が乗れます。
お子様１人では乗れません。人力三輪車には日除けの付いていないものもありますので、日焼
け止めをお持ちください。現地には人力三輪車の運転手にチップを渡す習慣があります。この
ツアーはローカルツアーであるため、人力三輪車および運転手の質にはばらつきがあります。
参加者全員に FM ラジオが配られ、乗車中にガイドの説明が聞けるようになっています。

プミィ
Phu My
ホーチミン市を歩く
Ho Chi Minh City Walk
ツアー番号：PH1012
ツアー料金：大人＄１３０～
所要時間：８時間

子供＄６０～（３～１２歳）

ホーチミン人民委員会庁舎は１９０２年から１９０８年の間に建てられた当時の一般的なフランス植民
地時代の建物です。現在では、近代的な高層ビルを背景に、その対称性が際立つ良い写真撮影スポット
となっています。同時期に建てられたホーチミン市民劇場では、多くの人目を惹くイベントや文化行事
の開催場所となっています。そこから少し歩くと郵便局にたどり着きます。著名な建築家グスタブ・エ
ッフェルによって建設されたこの建物は、ヨーロッパの初期の鉄道駅舎を連想させます。ご家族やご友
人に宛てて絵葉書を送ることができます。市中心部のサイゴン大教会ではぜひ写真をお撮りください。
この教会は、ネオロマネスク様式の外観と鉄製の尖り屋根を持つ二つの鐘楼が特徴的です。高さは５８
メートルにもなり、ホーチミンの空にひときわ高く聳え立っています。地元のコーヒーを味わうことな
しには、ホーチミン観光を終えることはできません。少し休憩を取ってコーヒーを楽しんだ後、地元の
レストランで昼食を取ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ホーチミンまでは片道約１時間４５分です。このツ
アーでは約１時間歩きます。滑りにくく歩きやすい靴でご参加ください。歩道は狭くせり上が
った縁石で凸凹していることがありますので、十分に注意を払ってお歩きください。バスの車
内で飲料水をご用意していますが、ご自身でも飲料水をご用意ください。

郊外とクチ・トンネル
Countryside & Cu Chi Tunnels
ツアー番号：PH1006
ツアー料金：大人＄１３４～ 子供＄６２～（３～１２歳）
所要時間：９時間
村人が日差しの強い道沿いに台を並べ色々な物を乾燥させている様子や水田を車窓に見ながら、交通量
の多い道路を走りクチへ向います。クチ・トンネル到着後、ガイドが地下ネットワークやそこで使われ
た道具や武器の説明を行います。歴史や建設や構造などを知ることで、彼らの歴史への導入口が開けま
す。トンネルは地下１１メートルまで掘られました。そのほとんどが幅６０センチ、高さ１５２セン
チ、厚い天井は重い洗車や爆弾の衝撃にも耐えてきました。トンネルの大部分は開放され、換気もされ
ているので、地下の部屋や厨房、病院や兵舎などを見学することができます。サイゴン川沿いにあるレ
ストランでソフトドリンク又はビールと共にベトナム料理をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは心臓が弱い方や閉所恐怖症の方にはお
勧めしません。トンネルへは片道約２時間半のドライブで、途中でお手洗い休憩をお取りしま
す。帽子、日焼け止め、蚊除けをお持ちください。このツアーでは約２時間歩きます。ツアー
中にショッピングの時間を取ります。クチではアメリカ軍のベトナム戦争介入を批判するプロ
パガンダを含む映像を見ます。トンネル体験の観光ですが、このツアーにはその他にも見どこ
ろが多くあります。
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ホーチミン市での自由行動
Ho Chi Minh City On Your Own
ツアー番号：PH1004
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４７～（３～１２歳）
所要時間：７時間
ホーチミン市へ向かうバスに英語を話すエスコートが同乗し、買い物や観光の情報をご案内します。
人口８百万人のホーチミン市はベトナム経済の中心地です。水田が点在する郊外を抜けにぎやかな街に
向かいます。到着後、活気あふれ、色鮮やかな光景と騒音、そして自転車とバイクがひしめく魅力的な
街を探索します。
ホーチミンシティー広場がバスの再集合地点となりますが、そこへ向かう途中、旧米国大使館、統一会
堂、ノートルダム大聖堂などの見どころを通ります。
地元の食を賞味したり、市場や植物園を訪れたり、通りのカフェで行きかう人々を眺めたりとホーチミ
ンでの自由行動をお楽しみください。
エスコートがホーチミンから出発する時間などを案内しますので必ずご確認ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ホーチミン市へは片道約 1 時間半のドライブです。
バスの車内で飲料水をご用意しています。このツアーにはガイド、昼食、入場料などは含まれ
ていません。歩道は狭く起伏を含みますので、歩道や通りを渡る際には十分お気を付けくださ
い。帰路は別のバスを利用する場合がありますので、身の回り品はバスに残さず携帯しましょ
う。

メコン川の暮らしを訪ねて
Mekong River Experience
ツアー番号：PH1011
ツアー料金：大人＄１６０～
所要時間：９時間

子供＄１０２～（３～１２歳）

メコン川は源流のチベットから５つの国を通ってベトナムに流れています。１６世紀までメコン･デル
タは湿地と森林に覆われていましたが、徐々に埋立てが進められ、水路網が形成されました。
ミトーでモーターボートに乗り、川沿いを進み、さらにサンパンと呼ばれる小船に乗り換えて狭い水路
を遊覧します。トイ･ソン島で船を降りて、徒歩ツアーをお楽しみください。民家を訪れ、地元の果物
と伝統的なお茶でもてなしを受けます。また、ココナツ･キャンディーを作る家を訪れ、砂糖、ライス
ペーパー、ナッツを用いた飴作りの様子をご覧ください。果樹園を歩き、メコン･デルタの伝統的な民
族音楽を聞き、地元の土産品を探します。その後、船で岸に戻り、ベトナムの郷土料理の昼食となりま
す。
ご案内：このツアーはミニバン、モーターボート、サンパン船と徒歩にて行われます。デルタ地帯へは
約片道３時間のドライブで、途中でお手洗い休憩をお取りします。このツアーでは起伏のある
道を含む場所を約１時間半歩きます。歩きやすく滑りにくい靴でご参加ください。また、小船
の乗り降りができない方は、参加をお控えください。暑い中を歩きますので、心臓が弱く歩行
が困難な方も参加をお控えください。バスの車内で飲料水をご用意していますが、ご自身でも
飲料水をご用意ください。川や、現地の村にある魚類貯蔵池の影響で、メコン川の泥が異臭を
発している可能性があります。予めご了承ください。

ホーチミン市内終日観光
Highlights of Ho Chi Minh
ツアー番号：PH1001
ツアー料金：大人＄１５０～
所要時間：７時間３０分

子供＄６４～（３～１２歳）

サイゴン川の河口に位置するホーチミン市は活気に満ちています。国立歴史博物館に向かい、古代の陶
器、伝統衣装、石器や青銅器時代の出土品を見学します。その後、ベトナムの珍しい水上人形劇のショ
ーをご覧ください。
ノートルダム大聖堂で写真撮影のために停車します。２本の尖塔を持つネオ･ロマネスク様式の大聖堂
は市のランドマークです。統一会堂はかつての大統領官邸で、１９７５年４月３０日にここでサイゴン
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が陥落し、ベトナム戦争が終結しました。交通状況にもよりますが、市庁舎、歴史的に悪名高き出来事
のあったバーのあるレックスホテルなどを写真に収める時間を取ります。
典型的なベトナム料理を含むビュッフェランチとともに伝統的な歌と踊りの催し物を楽しんだ後は、チ
ャイナタウンのチョロン地区の商店や寺がある通りを車窓より眺め、ティエン･ハウ寺院へ向かいま
す。中国の海の女神を祀る寺院は船乗りを嵐と難破から守ると信じられています。漆器工場へ立ち寄
り、才能豊かなベトナム人の漆器職人の作業を見学します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ホーチミン市へは片道約１時間半のドライブです。
このツアーでは階段の上り下りを含めて約３時間歩きます。歩道が狭く起伏を含む場所も歩き
ますのでご注意ください。バスの車内で飲料水をご用意していますが、ご自身でも飲料水をご
用意ください。

サイドカーで巡るサイゴン
Saigon by Sidecar
ツアー番号：PH1014
ツアー料金：大人＄３４０～
所要時間：９時間
港からバスで 1 時間半はど移動しホーチミン市に着くと、モーターバイクとサイドカーに乗りツアーが
始まります。
最初に、１８６３年にフランス人によって作られたニャロン港を訪れます。ニャロンは以前はフランス
の海運輸送会社の事務所でした。１８６５年に建設された市立動物園を通り過ぎてさらに進んでいく
と、ベトナムで最も有名な建造物の一つ、統一会堂があります。この建物はフランス領コーチシナ領総
督が使用していました。
続いて、サイゴン大教会やフランス風の建物である郵便局を見ることができます。市の中心部にあるベ
ンタン市場は、１世紀もの間市民に利用され賑わいを見せており、市場特有の活気あふれる掛け声や色
とりどりの世界を体感できるでしょう。
昼食をとったら、中華街へと向かいます。ここには、せわしなく人が往来するランタンの通りを中心
に、漢方薬の店や宝石店、レストランなどが並んでいます。中国式寺院を訪問した後、ボバンキエット
を通り、地元のパブで帰りのバスを待ちます。
ご案内：このツアーはバスとモーターバイクとサイドカーと徒歩にて行われます。昼食は地元のレスト
ランで取ります。このツアーでは、モータバイクやサイドカーを数回乗り降りし、約１時間３
０分歩きます。揺れにより身体に支障をきたす恐れがある方はツアーへの参加をお控えくださ
い。１８歳未満の方は参加できません。長ズボンと靴を着用ください。サイドカーに１名、バ
イクの後部座席には１名がお座りください。

バリアの人々の暮らし
Ba Ria Local Life
ツアー番号：PH1016
ツアー料金：大人＄６４～
所要時間：５時間

子供＄３０～（３～１２歳）

プーミー港から少し内陸にあるバリア県には失われつつある植民地時代の建物が残っています。この地
域は都市開発にはあまり目を向けず、人々は昔ながらのやり方で日々の暮らしを送っています。仏教寺
院や地元のマーケットを訪ねてみると、彼らの日々の暮らしを垣間見ることができます。伝統的なベト
ナムの家庭を訪問するという、めったにない機会もあります。この家は、３つの別々の区画に分かれてお
り、床は粘土を固めたものでできています。フランス植民地時代から現在まで１００年もの間、６世代に
またがる家族が暮らしてきました。この家のオーナーはゲストを温かく迎え入れ、彼らのシンプルだけ
れど伝統的で豊かな生活様式について喜んで話してくれるでしょう。次に、ライスペーパーの製造過程
や、
「月の光」と言う地元の強い米酒が作られる様子を見学します。最後に、色彩豊かな外観のカオダイ
寺を訪問します。ここは１９２６年に公設され、１９５０年代中盤まで南ベトナム人口の８％はカオダ
イ教徒でした。この宗教は、古今東西の現世と宗教に関する哲学思想を融合することで、理想の宗教を作
り出そうという試みのもと誕生しました。
「神の」眼と呼ばれるカオダイ教公式の象徴が、寺院の前、祭
壇の上にあるので是非探してみましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは起伏のある場所も含めて約１時間歩
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きます。寺院を訪れる際は、肩と膝を露出しない格好で、サングラスおよび帽子は外していた
だく必要があります。

ホーチミン市でのショッピング
Ho Chi Minh Shopping Experience
ツアー番号：PH1007
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄４７～（３～１２歳）
所要時間：７時間３０分
ホーチミン市を観光ドライブします。市庁舎、レックス･ホテル、フランス植民地様式の郵便局を車窓
から眺め、時間が許せば写真撮影の時間を設けながらベンタン中央市場へ向かいます。
市場では、様々な商品や食料品が売られており、地元の人からも親しまれています。次に、漆器工房に
立ち寄り、製作工程の見学をお楽しみください。そこでは製品を購入することもできます。
ホーチミン市内に戻り、お洒落なブティック、カフェ、土産品店が軒を連ねた賑やかなドン･コイ通り
でバスを降ります。値引き交渉をしながら磁器人形、シナモンボックスなどお土産品のショッピングを
お楽しみください。(多くの商店では米ドルの小額紙幣が使えます)
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ホーチミン市へは片道約 1 時間半のドライブで、途
中でお手洗い休憩をお取りします。このツアーでは階段の上り下りを含めて約３時間歩きま
す。狭い通りや起伏のある場所も歩きますので、ご注意ください。バスの車内で飲料水をご用
意していますが、ご自身でも飲料水をご用意ください。このツアーには昼食は含まれていませ
ん。

ブンタウの風景
Vung Tau Views
ツアー番号：PH1005
ツアー料金：大人＄６９～
所要時間：４時間３０分

子供＄３３～（３～１２歳）

ブンタウは魅力的な邸宅が丘の上に並び、半島にあるどこまでも続く砂浜が見どころのリゾート地で
す。
鯨寺は鯨崇拝に基づいて建立された鯨を祀る寺院で、ガラスケースに入った鯨の骨が見られます。地元
の品々を売り買いする中央市場では自由散策をお楽しみください。ベトナムでは仏教が広く信仰されて
おり、釈迦の涅槃像で知られる涅槃寺を訪れます。ニュイ･ニョー山の山頂には高さ３０ｍの南ベトナ
ム最大のキリスト像があり、半島の最南端と南シナ海が眺望できます。フランス人が建てた美しいヴィ
ラ･ブランシュ博物館は別名白いマンションと呼ばれ、ブンタウの名所のひとつです。この場所はかつ
て皇帝バオダイの夏の別荘であり、ベトナムの元大統領の夏の離宮として使用されました。ここに少し
立ち寄った後、船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは約２時間歩きます。ツアー中ショッ
ピングのための自由時間があります。

ビンテージカーで巡るサイゴン
Saigon Exploration by Vintage Car
ツアー番号：PH1015
ツアー料金：大人＄３９０～ 子供＄３９０～（３～１２歳）
所要時間：８時間３０分
ホーチミン市に着くと、ビンテージカーの乗り込み、統一会堂へ向かいます。ここは市内で有数の歴史
的ランドマークの一つです。
市中心部のサイゴン大教会ではぜひ写真をお撮りください。この教会は、ネオロマネスク様式の外観と
鉄製の尖り屋根を持つ二つの鐘楼が特徴的で、高さは５８メートルにもなります。続いて、１９世紀の
フランス植民地時代に作られた郵便局を訪問します。これはベトナムで最も大きい郵便局です。
次の目的地、戦争証跡博物館は主にベトナム戦争におけるアメリカ軍の変化に関する展示で、何年にも
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渡って賞賛の声を浴びています。
地元のレストランで昼食をとった後、中華街へと移動します。この街は１７世紀から続く貿易活動によ
って栄えてきました。
次に１９世紀初頭に広東人の集団によって建てられたティエンハウパゴダを訪れます。このパゴダで
は、漁師、船乗り、商人、その他の海を渡る人々を守る中国に伝わる海の守り神、ティエンハウを祀っ
ています。最後に、ベトナム茶のお店を訪ね、その歴史について学んだり実際に試飲したりできます。
ご案内：このツアーはバスとビンテージカー、徒歩に行われます。ホーチミンまでは片道約１時間３０
分です。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

サイゴン歴史探訪
Saigon Past and present
ツアー番号：PH1013
ツアー料金：大人＄１５０～
所要時間：９時間１５分

子供＄６４～（３～１２歳）

ホーチミンまで、田園や河川の風景を車窓から楽しみながら、１時間半のドライブで向かいます。初め
に、植民地時代の、フランス式の素晴らしいデザインを持った傑作の建築物である、オペラハウスで写真
を撮影しましょう。その後、中央郵便局とその近くのベトナムの統一会堂に行きます。国家の会議場を見
た後、広大な芝生の景色を見ましょう。
その後は、ベトナムの人々の視点から見た２０世紀中頃のベトナム戦争を直接学ぶことができる、戦争
証跡博物館に行きます。さらに、町で一番賑やかな、商業の中心地であるベンタン市場にも行きましょ
う。
地元のレストランで昼食をとり、午後になったら、チャイナタウンに向かいます。車から、伝統的な人力
車であるシクロに乗り換えて、中華風の建築物の中でも素晴らしい例であるチャータム教会とチュオン
寺に着くまで、チャイナタウンの曲がりくねった小道での旅を楽しみましょう。その後、歩いて伝統的な
ハーブの薬の通りを行き、頭痛から活力増強に至るまで、地元の人たちがどれくらいハーブによる治療
を行ってきたかを体感しましょう。お土産としてのティーバッグを片手に、オーナーに別れを告げ、船に
戻ります。
ご案内：このツアーはバス、人力車、徒歩にて行われます。また、段差のある道を約３時間２０分歩く
ため、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。ツアー中、参加者は人力車から乗ったり
下りたりしなくてはなりません。バスで、ミネラルウォーターが配られます。

シンガポール
Singapore
シンガポールの見どころ
Highlights of Singapore
ツアー番号：SIN001
ツアー料金：大人＄６５～
所要時間：３時間３０分

子供＄３６～（３～１２歳）

オーチャード･ロードを走り、シンガポールのショッピング街と娯楽地区を車窓に植民地地区と行政地区
へ向かいます。最高裁判所、旧クリケットクラブ、英国国教会派のセント･アンドリュース教会などをご
覧ください。スリ･マリアマン寺院で停車し、健康と哲学の女神のために作られた市内で最も古いヒンズ
ー寺院を見ます。
さらに、ガイドの案内でチャイナタウンのショップハウスやレストランが軒を連ねる狭い路地を歩きま
す。院彫刻師、漢方医、書道家の伝統を垣間見れば、２０世紀前半の暮らしを実感するでしょう。シンガ
ポールのシンボルであるマーライオンの像があるマーライオン公園で写真撮影のために停車してから、
シンガポール植物園へ向かいます。
約７３ヘクタールの園内には湖、滝、熱帯雨林があり、熱帯の植物や木々が見られます。この美しい庭園
は、都会の喧騒から離れた静かな場所と言えるでしょう。自由時間に穏やかな庭園内を散策し、色とりど
りの種類豊富な蘭を鑑賞したり、カフェで寛ぎながら通り過ぎる人々を眺めたりしてお過ごしください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。スリ･マリアマン寺院では肩と膝を覆った服装で、靴
を脱いで入ります。カメラは３シンガポールドル、ビデオは６シンガポールドルの使用料がか
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かります。観光地の公衆トイレでは２０シンガポールセントが必要です。チャイナタウンのガ
イドウォークの所要時間は３０分強で、道路には多少の起伏があります。植物園には約４５分
滞在します。園内にはいくつか階段があります。お買い物用にシンガポールドルをお持ちくだ
さい。

シンガポールの景観ドライブ
Scenic Singapore
ツアー番号：SIN016
ツアー料金：大人＄６６～
所要時間：４時間

子供＄４８～（３～１２歳）

最高裁判所、シティホール、シティセンターなどを車窓から見て、繁華街から行政地区までドライブしな
がらシンガポールの主な見どころを巡ります。世界一高い観覧車シンガポール･フライヤーでは、カプセ
ルに乗り込んで、シンガポール川、ラッフルズ広場、マーライオン公園、エムプレス広場などの象徴的･
歴史的ランドマークを、３６０度の展望でお楽しみください。さらに、近くにあるインドネシアのリアウ
群島やマレーシアのジョホールまで見渡すことができます。ラッフルズ卿上陸地点に到着後、荷物運搬
船のバムボートに乗って、シンガポール川の川下りを楽しみます。川面を進みシンガポールの植民地時
代の遺産、素晴らしい植民地政府の建物、元来の壮大さを取り戻した１世紀昔のショップハウス、装飾さ
れた古い橋、街のスカイラインをご覧ください。バスに戻り、活気あふれたチャイナタウンを通って、シ
ンガポール最古の中国寺院ティアン･ホッケン寺院や１８２０年代に最初のインド人定住者によって建
てられた最古のヒンズー教寺院スリ･マリアマン寺院を車窓から見ます。
最後に、シンガポールの有名なショッピング街、オーチャード･ロード沿いをドライブし、船に戻ります。
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩にて行われます。このツアーではほとんど歩きません。ボー
ト乗船時には、約７段の階段があります。シンガポール･フライヤーではゆっくり動いている
観覧車に乗り込みます。

郷愁を誘う夜のシンガポール
Singapore Sling & Sights
ツアー番号：SIN014
ツアー料金：大人＄８３～ 子供＄５８～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
ブギス･ストリートマーケットで知られる「パサール･マラム」(夜市)へ向かいます。ここは果物のドリア
ンの香りやさまざまな仏教寺院から漂うお香の匂いで満ちています。かつて悪名高い船乗りたちのたま
り場であったブギスは、いまだに本来の東南アジアらしい市場の魅力を保っています。露店を覗きなが
ら、地元の人や観光客と交流しましょう。夜のショッピングに続き、輪タク(三輪車)に乗り込み、リトル
インディアを巡り、さまざまな夜の光景、音、匂いを体感します。輪タクを降り、リーディングホテルに
て有名なシンガポール･スリング･カクテルをお楽しみください。最後に中央ビジネス地区を通り、ベン
ジャミン・シアーズ橋越しに見える街の素晴らしいスカイラインをご覧ください。
ご案内：このツアーはバスと輪タクで行われます。輪タク乗車中のガイドはありません。輪タクに乗る
際に少々お待ちいただく場合があります。各輪タクは２名まで乗車できます。ストリートマー
ケットの露店での滞在時間は約２０分です。参加人数が限られていますので、お早めにお申し
込みください。ツアーの順序は異なる場合があります。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイとアフタヌーンティー
Gardens by the Bay with Afternoon Tea
ツアー番号：SIN021
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄９０～（３～１２歳）
所要時間：４時間
有名な「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」には、２２００種以上の植物が合計５０万以上生息しています。
まず、霧に覆われた不思議な世界である雲の森を訪れます。緑豊かな植物で覆われた３５メートルの高
さの山には、世界で最も高い屋内の滝があり、熱帯高地の植物が展示されています。エレベーターで山の
頂上に登った後、雲の中の二つの通路を通って降りていき、青空や山腹を眺めます。温室内は涼しくて湿
気があり、九つのエリアにある独特な生物の多様性、雲の森の地質、環境の脅威について学びます。
次に訪れる花のドームに入ると、そこにある壮大な自然に畏敬の念すら感じることでしょう。革新的な
デザインは見ごたえがあり、ベイ・サウス・ガーデンの象徴とも言える場所です。花のドームでは、地中
9

海と半乾燥地帯の涼しくて乾燥した気候が再現されていて、世界各地の砂漠の植物が生息しています。
乾燥した環境に適応している植物をご覧ください。様々な季節、祭り、テーマを反映したフラワー・フィ
ールドでは、少し立ち止まって色とりどりのお花の香りをお楽しみください。地上５０メートルの高さ
に位置するスーパーツリー頂上のスーパーツリー・バイ・インドシン・レストランへ行き、美味しいアフ
タヌーンティーをお召し上がりください。庭園やシンガポールのビジネス街を３６０度見渡しながら、
ゆっくりとおくつろぎください。
船に戻る前に、ギフトショップでのお買い物をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。主に平らな道を合計で約２時間歩きます。

リバーボートで行くマリーナサンズと植物園
River Cruise, Marina Sands and Gardens By the Bay
ツアー番号：SIN027
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所要時間：４時間
インド人居住地であるリトルインディア、そしてシンガポールのムスリム共同体の文化の宝庫であるア
ラブストリートへのドライブを、景観とともにお楽しみください。コロニアルエリアを通りつつ、チャイ
ナタウンへ向かいシンガポールの中国文化を体験しましょう。クラーク・キーからリバーボートに乗り、
シンガポールを象徴するマーライオン公園やマーライオンの噴水をご覧ください。また、フラトン・ホテ
ルや旧中央郵便局、昔ながらの商店などもあります。当時のシンガポールが東南アジア貿易の中心地で
あり続けることができたのは、これら建造物が経済的に重要な役割を果たしたからでした。次に、マリー
ナ・ベイ・サンズの展望デッキに向かい、輝きに溢れた空高い空間をお楽しみください。海抜約２００メ
ートルに位置し、象徴的な地平線と壮観な３６０度の景色を一望できます。
次は、受賞歴を持つ温室の植物園であるガーデンズ・バイ・ザ・ベイを訪れます。約１平方キロメートル
の巨大な施設内では、２５万もの珍しい植物をご覧になれます。豊富な地中海植物をご覧になれる花の
ドーム、または霧に覆われた不思議な世界である雲の森を訪れます。最後は、マリーナ・チャンネルの入
り口の向かい側に建てられたマリーナ・バラージへ向かいます。この水路施設は、シンガポール全土では
１５番目、都市の中心部では最初のものになります。
ご案内：このツアーはバス、徒歩、リバーボートにて行われます。このツアーでは約２時間歩きます。
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイでは、花のドームか雲の森のいずれかを訪れます。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ
Gardens by the Bay
ツアー番号：SIN026
ツアー料金：大人＄４１～
所要時間：３時間３０分

子供＄３０～（３～１２歳）

２０１２年にオープンしたガーデンズ・バイ・ザ・ベイは、１００ヘクタール以上の広さを誇り、ベイ・
サウス・ガーデン、ベイ・イースト・ガーデン、ベイ・セントラル・ガーデンの三つの庭園で構成されて
います。巨大なドーム型温室には、２５万以上の珍しい植物が生息しており、地域ごとにいくつか分かれ
ています。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイでの滞在中は、ガイド付きツアーが予定されており、花のドーム
と雲の森の二つをまわります。また、大きな２本のスーパーツリーの間に位置している空中の歩道であ
る OCBC スカイウェイを見ることができます。
花のドームに入り、見ごたえのある革新的デザインと融合した自然の驚異を感じましょう。この場所は、
地中海地域の涼しくて乾燥した気候を再現しており、このような状況下で生息する植物をご覧になれま
す。庭園を散策しながら、受賞歴を持つこの場所の自然とテクノロジーの魅力を感じましょう。
次は、霧に覆われた不思議な世界である雲の森を訪れます。そこには、約３５メートルの「山」や、世界
で最も高い屋内の滝、熱帯の高原地帯の植物（最大で海抜約２０００メートル）が展示されています。
園内を散策する自由時間があるので、OCBC スカイウェイやお土産屋に行ったり、ツアーで行けなかった
場所を散策するなど、各自でお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは約２時間歩きます。ヒールのない歩
きやすい靴でご参加ください。
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シンガポール歴史の遺産
Singapore Heritage
ツアー番号：SIN011
ツアー料金：大人＄１２７～
所要時間：８時間

子供＄８５～（３～１２歳）

遺産巡りのガイドの案内で、シンガポールの３大地区、チャイナタウン、リトルインディア、カンポン･
グラムを訪れます。まずはシンガポール国立蘭園を訪れ、シンガポールの国花である「バンダ・ミスジョ
アキム」を含む世界最大規模の美しい蘭のコレクションをお楽しみください。地元の人たちが、花輪作
り、宝石商、サリーや香辛料の店などさまざまな商売を営んでいる様子から、リトルインディアを五感で
楽しんだ後、カンポン・グラムへと向かいます。カンポン･グラムはシンガポールの歴史的なアラブ･マレ
ー地区のひとつで、伝統的な商店の通り、レストラン、マレーの文化遺産などが人々を惹きつけていま
す。この地域の中心には堂々とした黄金のドームが特徴の壮大なサルタン･モスクが建っています。内部
にある大きな拝殿を覗けば、シンガポールでも特に見事な宗教施設の一つであるこのモスクに魅了され
ることでしょう。
昼食後は植民地時代風の建築物がある地域を巡ります。その後、ショッピング･アーケードを見て、マー
ライオン公園ではシンガポールを象徴する写真を撮影しましょう。半身が魚、半身がライオンのマーラ
イオン像はこの町に来た観光客を歓迎するために作られました。チャイナタウンでは、チャイナタウン･
ヘリテージ･センターを訪れ、３軒の美しく復元されたショップハウスを見ることで、チャイナタウンの
変化に富んだ歴史を感じることができます。このセンターでは初期中国人移民の生活と時代を辿り、彼
らの生活について知ることができます。船に戻る前に、買い物のための自由時間があるので、お楽しみく
ださい。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。チャイナタウン･ヘリテージ･センターには、狭くて
急な階段があります。道路は舗装されていますが、多少の起伏はあります。ツアーの順序は異
なる場合がございます。

アフタヌーンティーとショッピング
Afternoon Tea and Shopping
ツアー番号：SIN028
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
市内中心部とシンガポールのコロニアルエリアへのドライブで始まり、インターコンチネンタルホテル
のロビーラウンジに到着後は、伝統的なアフタヌーンティーがお出迎えします。
ペーストリーやデザートを作ることが大好きな Ben Goh シェフは、スイーツとアフタヌーンティーに対
して情熱的です。まるで皿の上で物語が繰り広げられているかのように美しい手作りの料理をシェフが
提供してくれます。季節の食材と共に、フィンガー・サンドイッチと豪華なスコーンをお楽しみくださ
い。アフタヌーンティーの味は、最後の一滴を飲んだ後も長く記憶に残るはずです。
その後、近くのブギス・ジャンクションでお買い物をお楽しみください。ブギス・ジャンクションは、イ
ンターコンチネンタルホテルに接続されたショッピングモールとオフィスタワーです。こちらは１９９
５年に完成し、ガラス張りのショッピングモールとしてはシンガポールで初のものです。また、ブギス・
ストリート、マレー・ストリート、ハイラム・ストリートの三つの大通りを結んでいます。こちらを開発
する際、戦前のショップハウスが３ブロックほど組み込まれました。バスに乗って船へ戻る前に、地元の
お土産、服、靴の買い物をする時間があります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。アフタヌーンティーはホテルのロビーラウンジで用
意されます。ドレスコードはスマートカジュアルです。ブギス・ジャンクションでは約１時間
の自由時間があります。

戦跡
Battlefields
ツアー番号：SIN004
ツアー料金：大人＄５９～
所要時間：４時間３０分

子供＄３６～（３～１２歳）

第二次世界大戦に巻き込まれたシンガポールの方々が経験した苦しみは決して忘れてはなりません。ラ
ブラドール公園やクランジ戦争記念碑、イギリス軍が日本に降伏した地であり、現在は旧フォード工場
の名で知られているフォード・モーター・カンパニー工場を訪れ、シンガポールの主要な戦跡をご覧くだ
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さい。旧フォード工場には、歴史ある旧フォード工場のシンガポール国立公文書館が提供する第二次世
界大戦の常設展があります。イギリスの降伏や日本のシンガポール統治、戦争の遺産にまつわる出来事
や記憶をご覧いただけます。
クランジ戦争記念碑には幾千にも及ぶ同盟軍の方々の墓場があります。壁には第二次世界大戦中にこの
地で亡くなった方々の名前が刻まれており、照会を依頼することも可能です。
次はシンガポール南端の自然保護区で歴史の深いラブラドール公園へと向かいます。複雑に広がる掩体
壕やトンネルはシンガポールの水域保護を目的にイギリスが１８６４年に設置を始め、１８７８年に完
成しました。現在では、第二次世界大戦中シンガーポールに侵入した日本軍の襲撃を銃で防いだ場であ
るフォート・パシール・パンジャンの跡地となっています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。戦争記念公園へ向かう際に１０分ほど歩き、さらに
約１５段の階段を上ります。地面は概ね塗装されており、場所によっては地面に凹凸がござい
ます。ラブラドール公園では長距離を歩くため、参加者は健脚である必要があります。

ナイトサファリ
Night Safari
ツアー番号：SIN022
ツアー料金：大人＄７５～
所要時間：４時間３０分

子供＄４３～（３～１２歳）

太陽が沈み、星が空を覆いつくす時間に、その革新さと大きさで世界的に知られており、賞も受賞してい
るサファリパークで何が起こるのか、見てみましょう。
ナイトサファリは、夜間に動物を見るために作られた公園です。約４０万平方メートルの密林の中にあ
り、訪れた人々は夜の熱帯ジャングルの中にいる野生動物を観察するというユニークな体験ができます。
薄暗く照らす技術を使用しているため、広大な自然の生息地にいる１００種にも及ぶ、１０００匹の夜
の動物を見ることができます。
アフリカスイギュウ、アフリカレイヨウ、ブルーシープ、シマハイエナ、キンイロジャッカル、インドサ
イやその他の動物が自由に歩いているのを、オープントラムに乗りながら見ましょう。あるいは、安全に
作られ、青々とした熱帯林の真ん中にあるウォーキング・トレイルを歩くということもできます。
最後に、船に戻る前に、種類豊富なお土産屋に立ち寄ったり、スナックを買ったりできます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。また、比較的平たんな道を約２時間歩きます。歩き
やすい靴でご参加ください。

街の風景、ディナーとラプソディーショー
City Sights, Dinner & Rhapsody Show
ツアー番号：SIN023
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄７５～（３～１２歳）
所要時間：６時間
港から、シンガポールのドライブに出発です。知識のあるガイドが、町の中心部やアラブストリート、リ
トルインディアや植民地域を通っているときに、この美しい街についていろいろなことを教えてくれる
でしょう。
チャイナタウンでの自由時間を楽しんだ後は、写真撮影のためにマーライオンパークに行き、
シンガポールのリバークルーズに行くために、小さなボートに乗りましょう。川の近くを歩いていると
きに、素晴らしい植民地時代の建物や１００年ほど前に作られたショップハウス、地平線を埋め尽くし
ている現代的な高層ビルなどを目に焼き付けましょう。
クラーク・キーでボートを降り、素晴らしい中華料理を堪能するために近くの中華料理屋まで歩きまし
ょう。チャイニーズ・ティーとともに、地元の中華料理をいただきます。
続いて、世界で最も素晴らしい室内庭園の一つであり、受賞経験もあるガーデンズ・バイ・ザ・ベイに行
きます。ここでは、フラワードームかクラウドフォレストのどちらかに行き、その後、ガーデンズ・バイ・
ザ・ベイの光のショーであるラプソディーショーを見るためのオープンスペースに行きます。
ご案内：このツアーはバスとボート、徒歩にて行われます。また、約２時間３０分歩きます。ボートに
乗るときには多少歩く上に、約７段の階段があります。ラプソディーショーは約１５分間で
す。
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自然の中での朝食
Breakfast in the Wild
ツアー番号：SIN007
ツアー料金：大人＄８０～
所要時間：４時間３０分

子供＄４９～（３～１２歳）

緑豊かな熱帯雨林環境にあるシンガポール動物園では、自然の驚異を目の当たりにし、感化されること
でしょう。この動物園には、３１６種２６００点以上の動物がおり、そのうちの３６％が絶滅の危機にさ
らされています。また、保全への取り組みと育種プログラムにおいて、この動物園は国際的に高い評価を
受けています。動物の種類の例として、美しく希少なホワイトタイガー、ライオン、シマウマ、キリン、
ホッキョクグマ、ヒョウ、シロサイ、ヒヒ、ワニ、コモドドラゴンを挙げることができます。
動物園に到着すると、
「野生のレストラン」という珍しいロケーションに移動します。ここでは、おいし
い朝食ビュッフェを召し上がりながら、オランウータン同士の交流を見ることができます。また、写真を
撮ることもできます。
朝食後、この魅力的な公園を約２時間かけて探索しましょう。この動物園のコンセプトは「オープン動物
園」であるため、動物は狭々しい檻に入れられていません。その代わりに、動物たちの自然生息地を真似
て作られた、広大な自然のような囲いの中を歩き回ることができます。これらの動物は、通常植生によっ
て隠された堀によって参加者と隔てられていますが、危険な動物の場合には、参加者が危険なく近づけ
るようにガラス板によって隔てられています。
動物に餌をあげたり、動物を鑑賞したり、象の入浴を見たりしてお楽しみください。
ご案内：このツアーはバス、トロリー、徒歩にて行われます動物のショーや餌やりの時間については、
動物園到着時に確認してください。このツアーにはガイドが付かないため、歩く距離は参加者
によって異なります。地形はほぼ平坦で、動物園の周りを連続的に走るトロリーがあります。
動物園の約９０％は車いすに対応しています。歩きやすい靴、虫除け剤、水、日焼け止めをご
用意ください。
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Shore Excursion Terms and Conditions
ショア・エクスカーションの規定と条件（概訳）
ショア・エクスカーションの安全性について
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショア・エクスカーションに
参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。
お客様がショア・エクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参
加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者
が催行するショア・エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしませ
ん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに
関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべて
のショア・エクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守する
ことを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショ
ア・エクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除
き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を
共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情
報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。
すべてのショア・エクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除
き、キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいか
なる状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/
不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用
はお客様の負担となります。キュナード社はショア・エクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責
任を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。

保険
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。
キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損
害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代
理店にお尋ね下さい。

ショア・エクスカーションの代金
ショア・エクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショア・エクスカーション代金は出発
日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代
金は変更されません。事前予約されたショア・エクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。
ご乗船後に予約されたショア・エクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部
屋に届けられます。一度申し込まれたショア・エクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の
４８時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは
最低参加年齢が設けられおり、ショア・エクスカーション内容又は予約時にご案内します。ほとんどのショア・エクスカーショ
ンではショア・エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向
いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子
様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内
容に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。

出発時間と日程
ショア・エクスカーション案内に記載された各ショア・エクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発
時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や
特定のショア・エクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショア・エクスカーション案内に記載
されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあ
ります。催行するショア・エクスカーションの種類は船や寄港日により異なります。

ショア・エクスカーションの順番待ちについて
多くのショア・エクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めしま
す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザー
にアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショア・エクスカーションにクルーズの出発前に
取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受
け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了さ
せてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取
り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。
取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので
時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルーズ開始後、取消待ちのショア・エクスカーションが繰り上
がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。

取消料と払戻し
ほとんどの予約済みのショア・エクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･
パーソナライザーから行って頂けます。一部のショア・エクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも
早めに設定された取消締切日のショア・エクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載をご確認下さい。
(i)事前に支払い済みのツアー

乗船後ショア・エクスカーションを取り消す場合、ショア・エクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）
よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全
額返金いたします。ショア・エクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジッ
トカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショア・エクスカー
ションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。
(ii)船内で申し込まれたツアーの取消について

ショア・エクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアー
オフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念なが
ら返金できません。全ショア・エクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショ
ア・エクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由
によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショア・エクスカーションの場合は
クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後
の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。

ガイド付き専用車の手配 (船内ツアーオフィスにて)
多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船内のツアーオフィスでは個人用観光手配のお手伝いが出来ま
す。ご希望の場合は、ご乗船後、ツアーオフィスにて寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関して
は、他のショア・エクスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご
確認ください。手配後の予約の取消は取消料が発生し、船内口座に請求されます。
※専用車の事前手配、お問い合わせは承っておりませんので、ご乗船後にご確認ください。

交通手段
キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機
関の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良
のバスを手配致します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用され
ます。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで
使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為に
も、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への
配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。

ツアー中の移動について
バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電
子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアー
の手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バ
スのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにて
プライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができ
る人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな
折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は
折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがあ
りますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適し
たツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タ
クシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボ
ートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーかどうかご確認ください。車椅子補助は、要望
があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。

情報の変更
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェ
ブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出
来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写され
た詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。
※ショア・エクスカーション規定と条件は 2018 年 11 月 6 日時点の情報です。
各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。

