
GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

ゲンティン ドリーム ショアエクスカーション(プーケット)
3 泊 4 日 シンガポール – ペナン – プーケット – シンガポール

5 泊 6 日 シンガポール – ペナン – プーケット - ランカウイ – ポートクラン - シンガポール

5 泊 6 日 シンガポール – ランカウイ – プーケット - ペナン – ポートクラン - シンガポール

（2018 年 11 月 16 日〜2019 年 3 月 31 日 [2019 年 2 月 17 日出航分は対象外です。]）

※英語ガイドとなります。

ツアーの特徴 備考アイコン

食事(昼食)

冒険

シーニック(景色◎)

歴史＆遺産

年齢制限があります。

参加には免責同意書へのご記入が必要です。

ショッピング＆リラクゼーション

ファミリー向け

文化 ⾞椅⼦またはお⾝体の動きに制限のあるお客様にはお勧

めいたしません。

本船から岸まではテンダーボート移動となります。

アクティビティレベル
●○○ モデレート ●●○ アクティブ ●●● チャレンジ

かなりの運動量を伴います。
例：でこぼこ道、階段、平坦ではない地
形を⻑時間歩くまたはのぼるなど

⻑時間に及ぶ体⼒が必要です。
頑健な、冒険心のあるお客様にお勧め
します。
例：急勾配な地形の横断、十二分な
運動を伴うアクティビティなど

⻑時間に及ぶ⾼レベルの体⼒が必要で
す。スキューバダイビングやウィンドサーフィ
ンなど、特定のスキルが必要なアクティビ
ティもあります。
頑健で体⼒があり、上記同様の経験を
持つお客様にお勧めします。
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ゲンティン ドリーム ショアエクスカーション(プーケット)
3 泊 4 日 シンガポール – ペナン – プーケット – シンガポール

5 泊 6 日 シンガポール – ペナン – プーケット - ランカウイ – ポートクラン - シンガポール

5 泊 6 日 シンガポール – ランカウイ – プーケット - ペナン – ポートクラン - シンガポール

（2018 年 11 月 16 日〜2019 年 3 月 31 日 [2019 年 2 月 17 日出航分は対象外です。]）

※英語ガイドとなります。

ツアーの特徴 備考アイコン

食事(昼食)

冒険

シーニック(景色◎)

歴史＆遺産

年齢制限があります。

参加には免責同意書へのご記入が必要です。

ショッピング＆リラクゼーション

ファミリー向け

文化 ⾞椅⼦またはお⾝体の動きに制限のあるお客様にはお勧

めいたしません。

本船から岸まではテンダーボート移動となります。

アクティビティレベル
●○○ モデレート ●●○ アクティブ ●●● チャレンジ

かなりの運動量を伴います。
例：でこぼこ道、階段、平坦ではない地
形を⻑時間歩くまたはのぼるなど

⻑時間に及ぶ体⼒が必要です。
頑健な、冒険心のあるお客様にお勧め
します。
例：急勾配な地形の横断、十二分な
運動を伴うアクティビティなど

⻑時間に及ぶ⾼レベルの体⼒が必要で
す。スキューバダイビングやウィンドサーフィ
ンなど、特定のスキルが必要なアクティビ
ティもあります。
頑健で体⼒があり、上記同様の経験を
持つお客様にお勧めします。
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ンなど、特定のスキルが必要なアクティビ
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持つお客様にお勧めします。



GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

プーケット
32 の小島からなるタイ最大の島で、プーケットの海、天候、砂浜はスポーツをするのに最適です。ウォータースポーツ好きの方に
とっては夢の様な場所です、是非水着をご用意ください。賑やかな屋台街を訪れプーケットの真髄を体験し、オールドタウンの
築 100 年を超える中国-コロニアル様式の建造物に⽴ち寄り、プーケットの歴史的な側⾯を⾒つけましょう。

GDPHU80 プーケット オーダーメイドツアー リクエスト受け

食事
-

アクティビティレベル
-

特徴
カスタマイズ可

所要時間*
最大7時間

備考

プーケットを巡るプライベートツアーをお楽しみください。
最大限にお楽しみいただけるよう、パーソナルトラベルエキスパートがご案内いたします。
観光、ショッピング、グルメ等、お好きなようにツアーを組み⽴てることができます。
24時間前までにご予約ください。
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*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

プーケット 5 泊 6 日クルーズ限定 ショアエクスカーション：
5 泊 6 日 シンガポール – ペナン – プーケット - ランカウイ – ポートクラン - シンガポール
5 泊 6 日 シンガポール – ランカウイ – プーケット - ペナン – ポートクラン - シンガポール

GDPHU01WM プーケットハイライトツアー
SGD 90 / 大人
SGD 60 / 子供

食事 アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
8時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

プロムテップ岬

シャロン寺院

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•タイビレッジでタイダンスショー：ダンス、異国情緒あふれる⾳楽が特
徴の現地の伝統的なショー、タイボクシング、武術をお楽しみください。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール： 200を超える店舗を有す
る最先端のショッピングモールで、お土産などの商品を販売しています。

GDPHU02WM パンガー湾観光ツアー
SGD 125 / 大人
SGD 95 / 子供

食事 アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
8時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ジェームスボンド島

•ジェームスボンド島ボート観光：ジェームスボンド島は、ジェームスボン
ドが主役の映画'007 ⻩⾦銃を持つ男'のロケ地となったバンガー湾の
有名な島です。
•パンジー島（水上に浮かぶイスラム教徒の街） (写真撮影)：浅
い海の上に建てられた高床式の家に、何百人もの村人が住んでいます。
木とコンクリート杭で作られた特別なこの地域は、とても魅⼒的でユニー
クな観光地です。
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*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。
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8時間

最⼩催⾏⼈数
30名
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プロムテップ岬

シャロン寺院

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•タイビレッジでタイダンスショー：ダンス、異国情緒あふれる⾳楽が特
徴の現地の伝統的なショー、タイボクシング、武術をお楽しみください。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール： 200を超える店舗を有す
る最先端のショッピングモールで、お土産などの商品を販売しています。

GDPHU02WM パンガー湾観光ツアー
SGD 125 / 大人
SGD 95 / 子供

食事 アクティビティレベル
●●○
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最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ジェームスボンド島

•ジェームスボンド島ボート観光：ジェームスボンド島は、ジェームスボン
ドが主役の映画'007 ⻩⾦銃を持つ男'のロケ地となったバンガー湾の
有名な島です。
•パンジー島（水上に浮かぶイスラム教徒の街） (写真撮影)：浅
い海の上に建てられた高床式の家に、何百人もの村人が住んでいます。
木とコンクリート杭で作られた特別なこの地域は、とても魅⼒的でユニー
クな観光地です。
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威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•タイビレッジでタイダンスショー：ダンス、異国情緒あふれる⾳楽が特
徴の現地の伝統的なショー、タイボクシング、武術をお楽しみください。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール： 200を超える店舗を有す
る最先端のショッピングモールで、お土産などの商品を販売しています。
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ドが主役の映画'007 ⻩⾦銃を持つ男'のロケ地となったバンガー湾の
有名な島です。
•パンジー島（水上に浮かぶイスラム教徒の街） (写真撮影)：浅
い海の上に建てられた高床式の家に、何百人もの村人が住んでいます。
木とコンクリート杭で作られた特別なこの地域は、とても魅⼒的でユニー
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*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

パンジー島

重要事項：

- 港からバンガー湾までは片道1.5時間かかります。水上に浮かぶ⾜元が不安定かつ段差のある舟橋にて乗下船する必要があります。

- 昼食は現地のボート上でローカルフードが提供されます。

- 当ツアーは 2018 年 12 月 23 日出航クルーズのみご案内が可能です。

GDPHU04WM カヌーで海の洞窟探検
SGD 170 / 大人
SGD 140 / 子供

食事 アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
8時間

最⼩催⾏⼈数
20名

備考

海上カヌー

•バンガー湾で海上カヌー：バンガー湾は雨風にさらされない湾のため、
海上カヌーで洞窟や島を訪れる探検旅⾏に最適な場所です。ラグーンと
魅⼒的で美しい景⾊の中、海上カヌーをお楽しみください。
•ラワ島：美しい砂浜で自由な時間をお楽しみください。

重要事項：

- 港から現地の桟橋までは片道1時間かかります。

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 泳げないお客様のウォーターアクティビティへのご参加はお勧めしておりません。(シュノーケル、ダイビング、スイミングなど)

- 水に濡れる場合がございます。衣服の下に水着をご着用になり、さらに動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、タオルをご持

参されることをお勧めします。
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●●○

特徴 所要時間*
8時間

最⼩催⾏⼈数
20名

備考

海上カヌー

•バンガー湾で海上カヌー：バンガー湾は雨風にさらされない湾のため、
海上カヌーで洞窟や島を訪れる探検旅⾏に最適な場所です。ラグーンと
魅⼒的で美しい景⾊の中、海上カヌーをお楽しみください。
•ラワ島：美しい砂浜で自由な時間をお楽しみください。

重要事項：

- 港から現地の桟橋までは片道1時間かかります。

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 泳げないお客様のウォーターアクティビティへのご参加はお勧めしておりません。(シュノーケル、ダイビング、スイミングなど)

- 水に濡れる場合がございます。衣服の下に水着をご着用になり、さらに動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、タオルをご持

参されることをお勧めします。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

パンジー島

重要事項：

- 港からバンガー湾までは片道1.5時間かかります。水上に浮かぶ⾜元が不安定かつ段差のある舟橋にて乗下船する必要があります。

- 昼食は現地のボート上でローカルフードが提供されます。

- 当ツアーは 2018 年 12 月 23 日出航クルーズのみご案内が可能です。

GDPHU04WM カヌーで海の洞窟探検
SGD 170 / 大人
SGD 140 / 子供

食事 アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
8時間

最⼩催⾏⼈数
20名

備考

海上カヌー

•バンガー湾で海上カヌー：バンガー湾は雨風にさらされない湾のため、
海上カヌーで洞窟や島を訪れる探検旅⾏に最適な場所です。ラグーンと
魅⼒的で美しい景⾊の中、海上カヌーをお楽しみください。
•ラワ島：美しい砂浜で自由な時間をお楽しみください。

重要事項：

- 港から現地の桟橋までは片道1時間かかります。

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 泳げないお客様のウォーターアクティビティへのご参加はお勧めしておりません。(シュノーケル、ダイビング、スイミングなど)

- 水に濡れる場合がございます。衣服の下に水着をご着用になり、さらに動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、タオルをご持

参されることをお勧めします。



GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU07NM 象のトレッキングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

象のトレッキングツアー

シャロン寺院

•アイランドサファリキャンプ：象の上から美しい景色と、手付かずの自
然をお楽しみ頂けます。トレッキングの後は、若い象によるショーをお楽し
み頂けます。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に、人々を助けた
権威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有
名で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、着替えとタオルをご持参されることをお勧めします。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU07NM 象のトレッキングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

象のトレッキングツアー

シャロン寺院

•アイランドサファリキャンプ：象の上から美しい景色と、手付かずの自
然をお楽しみ頂けます。トレッキングの後は、若い象によるショーをお楽し
み頂けます。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に、人々を助けた
権威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有
名で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、着替えとタオルをご持参されることをお勧めします。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU07NM 象のトレッキングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

象のトレッキングツアー

シャロン寺院

•アイランドサファリキャンプ：象の上から美しい景色と、手付かずの自
然をお楽しみ頂けます。トレッキングの後は、若い象によるショーをお楽し
み頂けます。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に、人々を助けた
権威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有
名で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、着替えとタオルをご持参されることをお勧めします。



GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU08NM プーケット市内ツアーとキャバレーショー SGD 90 / 大人
SGD 60 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

サイモンキャバレーショー

•サイモンキャバレーショー：美しいサイモンキャバレーのキャストが、巧み
なダンス、きらびやかなコスチューム、素晴らしい音楽と照明でタイ国内で
も他に類を⾒ないブロードウェイ並みのステージで観客を魅了します。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•ロイヤルジュエリーパビリオン：様々な地元の工芸品とスナックをお選
び頂けます。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- 当ツアーは 2018 年 12 月 23 日出航クルーズではご案内がありません。

GDPHU13NM ラム酒醸造所と市内の⾒どころ SGD 75 / 共通

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
15名

備考

シャロンベイラム醸造所

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•シャロンベイラム醸造所：プーケットでただ一つの醸造所にてモヒー
ト、自家製シロップ、さとうきびジュース、様々なスタイルのラム酒をお試し
いただけます。ガイド付きツアーでは工場の施設を巡りながら、国際的な
賞の受賞歴のあるラム酒の製造過程ご説明いたします。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- 18 歳以下のお客様にはノンアルコールドリンクが提供されます。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU08NM プーケット市内ツアーとキャバレーショー SGD 90 / 大人
SGD 60 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

サイモンキャバレーショー

•サイモンキャバレーショー：美しいサイモンキャバレーのキャストが、巧み
なダンス、きらびやかなコスチューム、素晴らしい音楽と照明でタイ国内で
も他に類を⾒ないブロードウェイ並みのステージで観客を魅了します。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•ロイヤルジュエリーパビリオン：様々な地元の工芸品とスナックをお選
び頂けます。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- 当ツアーは 2018 年 12 月 23 日出航クルーズではご案内がありません。

GDPHU13NM ラム酒醸造所と市内の⾒どころ SGD 75 / 共通

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
15名

備考

シャロンベイラム醸造所

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•シャロンベイラム醸造所：プーケットでただ一つの醸造所にてモヒー
ト、自家製シロップ、さとうきびジュース、様々なスタイルのラム酒をお試し
いただけます。ガイド付きツアーでは工場の施設を巡りながら、国際的な
賞の受賞歴のあるラム酒の製造過程ご説明いたします。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- 18 歳以下のお客様にはノンアルコールドリンクが提供されます。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU08NM プーケット市内ツアーとキャバレーショー SGD 90 / 大人
SGD 60 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

サイモンキャバレーショー

•サイモンキャバレーショー：美しいサイモンキャバレーのキャストが、巧み
なダンス、きらびやかなコスチューム、素晴らしい音楽と照明でタイ国内で
も他に類を⾒ないブロードウェイ並みのステージで観客を魅了します。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•ロイヤルジュエリーパビリオン：様々な地元の工芸品とスナックをお選
び頂けます。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- 当ツアーは 2018 年 12 月 23 日出航クルーズではご案内がありません。

GDPHU13NM ラム酒醸造所と市内の⾒どころ SGD 75 / 共通

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
15名

備考

シャロンベイラム醸造所

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•シャロンベイラム醸造所：プーケットでただ一つの醸造所にてモヒー
ト、自家製シロップ、さとうきびジュース、様々なスタイルのラム酒をお試し
いただけます。ガイド付きツアーでは工場の施設を巡りながら、国際的な
賞の受賞歴のあるラム酒の製造過程ご説明いたします。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- 18 歳以下のお客様にはノンアルコールドリンクが提供されます。



GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU14WM プーケット発⾒ツアー
SGD 90 / 大人
SGD 60 / 子供

食事 アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ビッグブッダ

シャロン寺院

•ビッグブッダ：ナークッド山の山頂に祀られたプラヤイ(ビッグブッダ)は、プ
ーケット最大の仏像です。45メートルの仏像はコンクリートで固定され、
表⾯は⽩⼤理⽯で覆われており、太陽の下で輝きを放っています。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- ビッグブッダの仏像までは約 80 段の階段を登ります。お⾝体の不⾃由な⽅や⾞椅⼦をご利⽤のお客様のご参加はお勧め

いたしておりませんが、近くからお写真を撮ることは出来ます。

GDPHU23NM プーケットの景色とショッピングツアー
SGD 70 / 大人
SGD 40 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

プロムテップ岬

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU14WM プーケット発⾒ツアー
SGD 90 / 大人
SGD 60 / 子供

食事 アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ビッグブッダ

シャロン寺院

•ビッグブッダ：ナークッド山の山頂に祀られたプラヤイ(ビッグブッダ)は、プ
ーケット最大の仏像です。45メートルの仏像はコンクリートで固定され、
表⾯は⽩⼤理⽯で覆われており、太陽の下で輝きを放っています。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- ビッグブッダの仏像までは約 80 段の階段を登ります。お⾝体の不⾃由な⽅や⾞椅⼦をご利⽤のお客様のご参加はお勧め

いたしておりませんが、近くからお写真を撮ることは出来ます。

GDPHU23NM プーケットの景色とショッピングツアー
SGD 70 / 大人
SGD 40 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

プロムテップ岬

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU14WM プーケット発⾒ツアー
SGD 90 / 大人
SGD 60 / 子供

食事 アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ビッグブッダ

シャロン寺院

•ビッグブッダ：ナークッド山の山頂に祀られたプラヤイ(ビッグブッダ)は、プ
ーケット最大の仏像です。45メートルの仏像はコンクリートで固定され、
表⾯は⽩⼤理⽯で覆われており、太陽の下で輝きを放っています。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：- ビッグブッダの仏像までは約 80 段の階段を登ります。お⾝体の不⾃由な⽅や⾞椅⼦をご利⽤のお客様のご参加はお勧め

いたしておりませんが、近くからお写真を撮ることは出来ます。

GDPHU23NM プーケットの景色とショッピングツアー
SGD 70 / 大人
SGD 40 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

プロムテップ岬

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ



GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

シャロン寺院

ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDPHU24NM プーケットの寺院とショッピングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
5.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ビッグブッダ

タランマニークラム

•ビッグブッダ：ナークッド山の山頂に祀られたプラヤイ(ビッグブッダ)は、プ
ーケット最大の仏像です。45メートルの仏像はコンクリートで固定され、
表⾯は⽩⼤理⽯で覆われており、太陽の下で輝きを放っています。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タランマニークラム：様々なアトラクションやアクティビティ、タイの伝統、
食事や製品の展示がある巨大なモールです。タイの伝統的な雰囲気の
中に沢山のレストランやカフェ、買い物施設、アクティビティスペースが並ん
でいます。自由にお買い物をお楽しみ頂けます。

重要事項：- ビッグブッダの仏像までは約 80 段の階段を登ります。お⾝体の不⾃由な⽅や⾞椅⼦をご利⽤のお客様のご参加はお勧め

いたしておりませんが、近くからお写真を撮ることは出来ます。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

シャロン寺院

ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDPHU24NM プーケットの寺院とショッピングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
5.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ビッグブッダ

タランマニークラム

•ビッグブッダ：ナークッド山の山頂に祀られたプラヤイ(ビッグブッダ)は、プ
ーケット最大の仏像です。45メートルの仏像はコンクリートで固定され、
表⾯は⽩⼤理⽯で覆われており、太陽の下で輝きを放っています。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タランマニークラム：様々なアトラクションやアクティビティ、タイの伝統、
食事や製品の展示がある巨大なモールです。タイの伝統的な雰囲気の
中に沢山のレストランやカフェ、買い物施設、アクティビティスペースが並ん
でいます。自由にお買い物をお楽しみ頂けます。

重要事項：- ビッグブッダの仏像までは約 80 段の階段を登ります。お⾝体の不⾃由な⽅や⾞椅⼦をご利⽤のお客様のご参加はお勧め

いたしておりませんが、近くからお写真を撮ることは出来ます。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

シャロン寺院

ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDPHU24NM プーケットの寺院とショッピングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
5.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ビッグブッダ

タランマニークラム

•ビッグブッダ：ナークッド山の山頂に祀られたプラヤイ(ビッグブッダ)は、プ
ーケット最大の仏像です。45メートルの仏像はコンクリートで固定され、
表⾯は⽩⼤理⽯で覆われており、太陽の下で輝きを放っています。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タランマニークラム：様々なアトラクションやアクティビティ、タイの伝統、
食事や製品の展示がある巨大なモールです。タイの伝統的な雰囲気の
中に沢山のレストランやカフェ、買い物施設、アクティビティスペースが並ん
でいます。自由にお買い物をお楽しみ頂けます。

重要事項：- ビッグブッダの仏像までは約 80 段の階段を登ります。お⾝体の不⾃由な⽅や⾞椅⼦をご利⽤のお客様のご参加はお勧め

いたしておりませんが、近くからお写真を撮ることは出来ます。



GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

プーケット 3 泊 4 日クルーズ限定 ショアエクスカーション：

シンガポール – ペナン – プーケット – シンガポール

GDPHU21NM プーケット文化ツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

シャロン寺院

•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タイビレッジでタイダンスショー：ダンス、異国情緒あふれる⾳楽が特
徴の現地の伝統的なショー、タイボクシング、武術をお楽しみください。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDPHU07NM 象のトレッキングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

象のトレッキング体験

シャロン寺院

•アイランドサファリキャンプ：象の上から美しい景色と、手付かずの自
然を楽しみましょう。トレッキングの後は、若い象によるショーをお楽しみ頂
けます。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

プーケット 3 泊 4 日クルーズ限定 ショアエクスカーション：

シンガポール – ペナン – プーケット – シンガポール

GDPHU21NM プーケット文化ツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

シャロン寺院

•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タイビレッジでタイダンスショー：ダンス、異国情緒あふれる⾳楽が特
徴の現地の伝統的なショー、タイボクシング、武術をお楽しみください。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDPHU07NM 象のトレッキングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

象のトレッキング体験

シャロン寺院

•アイランドサファリキャンプ：象の上から美しい景色と、手付かずの自
然を楽しみましょう。トレッキングの後は、若い象によるショーをお楽しみ頂
けます。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

プーケット 3 泊 4 日クルーズ限定 ショアエクスカーション：

シンガポール – ペナン – プーケット – シンガポール

GDPHU21NM プーケット文化ツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

シャロン寺院

•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タイビレッジでタイダンスショー：ダンス、異国情緒あふれる⾳楽が特
徴の現地の伝統的なショー、タイボクシング、武術をお楽しみください。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDPHU07NM 象のトレッキングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

象のトレッキング体験

シャロン寺院

•アイランドサファリキャンプ：象の上から美しい景色と、手付かずの自
然を楽しみましょう。トレッキングの後は、若い象によるショーをお楽しみ頂
けます。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。



GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

重要事項：

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、着替えとタオルをご持参されることをお勧めします。

GDPHU22WM サンゴ島探検
SGD 120 / 大人
SGD 100 / 子供

食事 アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
20名

備考

サンゴ島

サンゴ島(ハエ島): パンワ岬の南沖にある美しい島は白砂のビーチと手
付かずのサンゴ礁が有名のため、通称サンゴ島と呼ばれています。年間
を通して、スイミングやシュノーケリングといったウォータースポーツをするのに
最適な場所です。ご昼食はビーチの目の前にあるレストランで地元料理
のビュッフェをお楽しみください。
•シュノーケリング：美しいサンゴ礁や⾊とりどりの⿂を⾒ることが出来ま
す。パッケージには以下の物が含まれています:
 シュノーケリング基本セット(シュノーケルとマスク)

•バナナビーチクラブでは、他にもパラセイリングやスキューバダイビング、バ
ナナボートといったアクティビティがお楽しみ頂けます。(料⾦はお客様負
担となります。お支払いはタイバーツのみです。)

重要事項：

- 港からサンゴ島(バナナビーチクラブ)までは片道1.5時間かかります。

- 5歳以上のお子様からご参加が可能です。5~11歳のお⼦様は保護者のご同⾏が必要です。

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 泳げないお客様のウォーターアクティビティへのご参加はお勧めしておりません。(シュノーケル、ダイビング、スイミングなど)

- 水に濡れる場合がございます。衣服の下に水着をご着用になり、さらに動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、タオルをご持

参されることをお勧めします。
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GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU23NM プーケットの景色とショッピングツアー
SGD 70 / 大人
SGD 40 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

プロムテップ岬

シャロン寺院

•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDPHU24NM プーケットの寺院とショッピングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
5.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ビッグブッダ

•ビッグブッダ：ナークッド山の山頂に祀られたプラヤイ(ビッグブッダ)は、プ
ーケット最大の仏像です。45メートルの仏像はコンクリートで固定され、
表⾯は⽩⼤理⽯で覆われており、太陽の下で輝きを放っています。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タランマニークラム：様々なアトラクションやアクティビティ、タイの伝統、
食事や製品の展示がある巨大なモールです。タイの伝統的な雰囲気の
中に沢山のレストランやカフェ、買い物施設、アクティビティスペースが並ん
でいます。自由にお買い物をお楽しみ頂けます。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。
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SGD 70 / 大人
SGD 40 / 子供
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•プロムテップ岬(写真撮影)：プーケット島最南端の岬。アンダマン海の
素晴らしい風景を一望できます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•ワンタラン：プーケットで最も大きなショップの一つで、宝飾品やお土
産、ギフト品を販売しています。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

GDPHU24NM プーケットの寺院とショッピングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 50 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
5.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

ビッグブッダ

•ビッグブッダ：ナークッド山の山頂に祀られたプラヤイ(ビッグブッダ)は、プ
ーケット最大の仏像です。45メートルの仏像はコンクリートで固定され、
表⾯は⽩⼤理⽯で覆われており、太陽の下で輝きを放っています。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院です。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タランマニークラム：様々なアトラクションやアクティビティ、タイの伝統、
食事や製品の展示がある巨大なモールです。タイの伝統的な雰囲気の
中に沢山のレストランやカフェ、買い物施設、アクティビティスペースが並ん
でいます。自由にお買い物をお楽しみ頂けます。
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威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
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•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。
•タランマニークラム：様々なアトラクションやアクティビティ、タイの伝統、
食事や製品の展示がある巨大なモールです。タイの伝統的な雰囲気の
中に沢山のレストランやカフェ、買い物施設、アクティビティスペースが並ん
でいます。自由にお買い物をお楽しみ頂けます。



GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

タランマニークラム

重要事項：- ビッグブッダの仏像までは約 80 段の階段を登ります。お⾝体の不⾃由な⽅や⾞椅⼦をご利⽤のお客様のご参加はお勧め

いたしておりませんが、近くからお写真を撮ることは出来ます。

GDPHU25NM プーケット市内ツアーとイルカショー
SGD 90 / 大人
SGD 60 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
5.5時間

最⼩催⾏⼈数
30名

備考

イルカショー

プーケットタウン

•ドルフィンベイ プーケット：海洋動物の素晴らしい演技や、⾒事でコ
ミカルな芸は、お子様だけでなく大人のお客様もお楽しみいただけます。
イルカショーはロシアのプロイルカセンターにより企画されており、タイにおい
て高水準のエンターテイメントを誇っています。
•プーケットタウン：プーケットの貴族により100年前に建てられた中国
コロニアル調の⼤邸宅をご覧いただけます。
•シャロン寺院：1876年の中国労働者の反乱の際に⼈々を助けた権
威ある僧侶のルアン・ポー・チャムが居住していた、プーケットで最も有名
で神聖な寺院。
•カシューナッツ工場とお買い物：カシューナッツやドライフルーツキャンデ
ィーといった品揃えをお試しいただけます。お土産にも最適です。

GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。
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GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

GDPHU26NM ムエタイ: スポーツの歴史 SGD 100 / 大人

食事
-

アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
5時間

最⼩催⾏⼈数
5名

備考

ムエタイトレーニング

•ムエタイトレーニング(2時間)：近頃プーケットはムエタイやタイボクシ
ングを習うのに最適な場所となっています。ムエタイは頭や拳、肘、膝、
足といった人間の身体で最も固い部分を武器として用い、敵と戦う武術
です。2時間のトレーニングセッションではウォーミングアップ、ストレッチ、ス
キップ、シャドーボクシング、パッドワーク、サンドバックを交え⾏います。
•パトンのジャンセイロンショッピングモール：お土産などの商品を販売
する200を超える店舗を有する、最先端のショッピングモールです。

重要事項：

- 本ツアーに参加するのに適しているかどうかを判断する際にご自身の体調と病歴を考慮してください。

- 下記に該当するお客様には本ツアーへのご参加はお勧めできません。妊娠中の方、最近手術を受けられた方、薬を処方されている

⽅、治療中の⽅、頸部、背中、膝、肩を痛めている⽅。⼼疾患、喘息、糖尿病、てんかん、呼吸器疾患およびお⾝体の不⾃由な⽅。

- 動きやすく快適な服装と靴でご参加ください。また、着替えとタオルをご持参されることをお勧めします。
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GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

重要：

1. ショアエクスカーションの代⾦はシンガポールドル（SGD）をベースとしております。
2. ⼦供料⾦は 11 歳以下のお客様が対象となります。2 歳未満の幼児は無料です。
3. 販売後、ショアエクスカーションのチケットは、返⾦不可、譲渡不可となります。
4. 各ショアエクスカーションには最少催⾏⼈数が設定されています。最少催⾏⼈数に満たない場合、催⾏中⽌となる場合があります。
5. 全てのショアエクスカーションはお申し込み順に受け付けます。最⼤定員に達した場合、受け付けを締め切りますので、お早めにお申し

込みください。
6. ショアエクスカーションのなかには⻑距離を歩くものもあります。体調や体⼒を考慮のうえ、お申込みください。
7. 窃盗や強盗にあわないよう、ご自身の持ち物には十分にご注意ください。
8. 港内外を歩く時やショアエクスカーション中は、事故にあわないよう特にご注意ください。
9. 外出の際は、衛⽣環境にご注意ください。不衛⽣な場所では、飲⾷されないようにお願いします。
10. ショアエクスカーションは、外部のツアーオペレーターによって運営され、ドリームクルーズによってチケットが販売されます。

ドリームクルーズ（オフィサー、従業員、提携会社含む）は、ツアーオペレーターによる⾏為、過失、不履⾏、不作為や、ショアエクスカ
ーションにおいてお客様が被った損害、損失に対し、責任を負いません。

11. ツアーオペレーターは、オペレーション上の必要に応じて、または、天候、安全性、乗客の快適さや享楽を考慮して、⾏程（訪問場所、
交通⼿段、利⽤施設、⾷事を含むが、これに限らない）を変更する権利を有します。ドリームクルーズおよびツアーオペレーターは、損
失や遅延に対する責任を負いません。

12. ドリームクルーズ（オフィサー、従業員、提携会社含む）およびツアーオペレーターは、戦争、戦争の驚異、暴動、災害、天災、テロ、
⽕災、運送上の技術的問題、港の閉鎖、ストライキ、争議⾏為、政府当局の法令や決定を含むがこれに限らない、ドリームクルーズ
およびツアーオペレーターの管理の及ばない不可抗⼒の出来事に関して、乗客が被った損失、損害、請求、費⽤に対して責任を負い
ません。

13. ツアーオペレーターは、参加者の遅延、安全上の理由、⼊国管理、通関⼿続き、ツアーオペレーターの管理の及ばない状況等を理由
に、乗客のツアー参加を拒否、または、ツアーキャンセルを⾏う権利を有します。

14. 掲載内容は、2018 年 12 月 6 ⽇現在のものです。ドリームクルーズは、事前の予告なく諸条件を修正、変更する権利を有します。
係争では、ドリームクルーズの決定内容を確定事項とします。

15. ドリームクルーズは、ドリームクルーズ各船の船上ツアーデスクを通して手配された寄港地でのアクティビティや送迎以外について責任を
持ちません。港内外でのアクティビティや送迎はドリームクルーズの管理するところではありません。

16. ⾏程やツアー代⾦は事前の予告なく変更する場合があります。乗船後、最終確認を⾏ってください。
17. ⾞椅⼦をご利⽤のお客様がショアエクスカーションで下船する際、係員が誘導やお⼿伝いいたしますが、安全上の理由により、テンダー

ボートに乗るお客様を⽀えたり、運んだり、抱きかかえることは致しかねます。⾞椅⼦のお客様がテンダーボートに乗船/下船される際に
は、平らでしっかりと着用いただける適切な履物をご利⽤ください。⾞椅⼦や電動カートをご利⽤の場合には、⼤⼈もしくは同⾏者が⾞
椅⼦または電動カートの折り畳み（分解）と組⽴を⾏ってください。

18. 旅⾏傷害保険
対象年齢 エクスカーション中に発生した

アクシデントに起因する治療費⽤
エクスカーション中に発生した
病院搬送費用

6 か月以上 US$ 5,000 US$ 5,000

1) 本旅⾏傷害保険は AIG によって提供されています。AIG の保険証券に記載された規定や補償対象外を最終決定としま
す。事前の予告なく保険を終結する絶対的権利を有します。

2) 本旅⾏傷害保険は、お客様ご⾃⾝が購⼊された旅⾏保険に取って代わるものではありません。
万全を期すため、ご出発前にご自身で保険に加入されることを強くお勧めいたします。
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GDR Winter Sailing as of 6 Dec 2018

*所要時間は移動時間も含んだ表記となります。

*上記情報は変更される可能性がございます。船上にて最新情報をご確認ください。

重要：

1. ショアエクスカーションの代⾦はシンガポールドル（SGD）をベースとしております。
2. ⼦供料⾦は 11 歳以下のお客様が対象となります。2 歳未満の幼児は無料です。
3. 販売後、ショアエクスカーションのチケットは、返⾦不可、譲渡不可となります。
4. 各ショアエクスカーションには最少催⾏⼈数が設定されています。最少催⾏⼈数に満たない場合、催⾏中⽌となる場合があります。
5. 全てのショアエクスカーションはお申し込み順に受け付けます。最⼤定員に達した場合、受け付けを締め切りますので、お早めにお申し

込みください。
6. ショアエクスカーションのなかには⻑距離を歩くものもあります。体調や体⼒を考慮のうえ、お申込みください。
7. 窃盗や強盗にあわないよう、ご自身の持ち物には十分にご注意ください。
8. 港内外を歩く時やショアエクスカーション中は、事故にあわないよう特にご注意ください。
9. 外出の際は、衛⽣環境にご注意ください。不衛⽣な場所では、飲⾷されないようにお願いします。
10. ショアエクスカーションは、外部のツアーオペレーターによって運営され、ドリームクルーズによってチケットが販売されます。

ドリームクルーズ（オフィサー、従業員、提携会社含む）は、ツアーオペレーターによる⾏為、過失、不履⾏、不作為や、ショアエクスカ
ーションにおいてお客様が被った損害、損失に対し、責任を負いません。

11. ツアーオペレーターは、オペレーション上の必要に応じて、または、天候、安全性、乗客の快適さや享楽を考慮して、⾏程（訪問場所、
交通⼿段、利⽤施設、⾷事を含むが、これに限らない）を変更する権利を有します。ドリームクルーズおよびツアーオペレーターは、損
失や遅延に対する責任を負いません。

12. ドリームクルーズ（オフィサー、従業員、提携会社含む）およびツアーオペレーターは、戦争、戦争の驚異、暴動、災害、天災、テロ、
⽕災、運送上の技術的問題、港の閉鎖、ストライキ、争議⾏為、政府当局の法令や決定を含むがこれに限らない、ドリームクルーズ
およびツアーオペレーターの管理の及ばない不可抗⼒の出来事に関して、乗客が被った損失、損害、請求、費⽤に対して責任を負い
ません。

13. ツアーオペレーターは、参加者の遅延、安全上の理由、⼊国管理、通関⼿続き、ツアーオペレーターの管理の及ばない状況等を理由
に、乗客のツアー参加を拒否、または、ツアーキャンセルを⾏う権利を有します。

14. 掲載内容は、2018 年 12 月 6 ⽇現在のものです。ドリームクルーズは、事前の予告なく諸条件を修正、変更する権利を有します。
係争では、ドリームクルーズの決定内容を確定事項とします。

15. ドリームクルーズは、ドリームクルーズ各船の船上ツアーデスクを通して手配された寄港地でのアクティビティや送迎以外について責任を
持ちません。港内外でのアクティビティや送迎はドリームクルーズの管理するところではありません。

16. ⾏程やツアー代⾦は事前の予告なく変更する場合があります。乗船後、最終確認を⾏ってください。
17. ⾞椅⼦をご利⽤のお客様がショアエクスカーションで下船する際、係員が誘導やお⼿伝いいたしますが、安全上の理由により、テンダー

ボートに乗るお客様を⽀えたり、運んだり、抱きかかえることは致しかねます。⾞椅⼦のお客様がテンダーボートに乗船/下船される際に
は、平らでしっかりと着用いただける適切な履物をご利⽤ください。⾞椅⼦や電動カートをご利⽤の場合には、⼤⼈もしくは同⾏者が⾞
椅⼦または電動カートの折り畳み（分解）と組⽴を⾏ってください。

18. 旅⾏傷害保険
対象年齢 エクスカーション中に発生した

アクシデントに起因する治療費⽤
エクスカーション中に発生した
病院搬送費用

6 か月以上 US$ 5,000 US$ 5,000

1) 本旅⾏傷害保険は AIG によって提供されています。AIG の保険証券に記載された規定や補償対象外を最終決定としま
す。事前の予告なく保険を終結する絶対的権利を有します。

2) 本旅⾏傷害保険は、お客様ご⾃⾝が購⼊された旅⾏保険に取って代わるものではありません。
万全を期すため、ご出発前にご自身で保険に加入されることを強くお勧めいたします。


