
GDR Winter Sailing as of 26 Oct 2018

ゲンティン ドリーム ショアエクスカーション(ペナン)
3 泊 4 日 シンガポール – ペナン – ランカウイ – シンガポール

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）

※英語ガイドとなります。

ツアーの特徴 備考アイコン

食事(昼食または夕食)

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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GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

ペナン
このカメの形をした島には⾒どころがいっぱいです。ヤシの⽊が揺れ動く絵のように美しいビーチでリラックス。ジョージタウンではユ
ネスコ世界⽂化遺産に登録されている数々の建築様式や街並みをご覧いただけるほか、屋台などのストリートフードや⼀流レ
ストランなど思いのままに美食を楽しみましょう。

GDPEN80 ペナン 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6.5時間

備考

ペナン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。

GDPEN01NM ペナンハイライトツアー
SGD 105 / 大人
SGD 95 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●●○

特徴 所要時間*
6.5時間

最⼩催⾏⼈数
35名

備考

ペナンヒル＆ケーブルカー

•ペナンヒル＆ケーブルカー：海抜800メートルにある丘で、涼しいひとと
きと島全体の眺望が楽しめます。ケーブルカーで麓から頂上までご案内し
ます。
•ハビタットペナンヒル：⼿付かずの⾃然を⾒ながらネイチャートレイル(ト
レッキング)を楽しむことができます。カーティスクレスト ツリートップウォーク
では、ジョージタウンなどペナンの景観を360度の⼤パノラマでご覧いただ
けます。またこの場所はペナン島で一番高い公共の眺望ポイントでもあり
ます。
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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。

ハビタットペナンヒル

•ガ－ニ－パラゴンモール：40店舗をこえるファッション店やレストランが
軒を連ねるショッピングモールです。お買い物をお楽しみください。
•コーンウォリス要塞(写真撮影)：1700年代後半のベンガル総督にち
なんで名付けられました。城壁は約10フィートで星型になっています。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

重要事項：メンテナンスや悪天候によりペナンケーブルカーがキャンセルの場合には、代わりにケッロクシ(極楽寺)へご案内いたします。ケッ

ロクシはアイルイタムの丘の上に建つマレーシア最大の仏教寺院です。この寺院の最⼤の⾒どころは、中国、タイ、ビルマ式の三様式が混

在しているところで、異⽂化が共存するペナンならではの造りをご覧いただけます。

GDPEN02WM ジョージタウン⾒どころツアー
SGD 90 / 大人
SGD 80 / 子供

食事 アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6.5-7時間

最⼩催⾏⼈数
35名

備考

クーコンシ－寺院

ペナン・プラナカン・マンション

•クーコンシ－寺院：壁、柱、屋根等の細密な彫刻、彫像、絵画や色
付き瓦が美しい寺院です。
•リトルインディア：歴史観光スポット、様々なお店、レストラン、果物屋
台等が並び活気あふれる地区です。
•ペナン・プラナカン・マンション：裕福な中華系移⺠の⼦孫が1世紀前
に住んでいた家の典型例で、彼らのライフスタイル、慣習、伝統等につい
て学ぶことができます。華洋折衷の様式で建てられたペナンの歴史的邸
宅が博物館となっています。
•チョン・ファツ・ツィー・マンション：インディゴ・ブルーの壁が鮮やかな邸
宅が⽂化的博物館となっています。19世紀末に商人チョン・ファツ・ ツィ
ーの住居として建てられました。優雅なゴシック様式のルーバー窓と陶器
の装飾が魅⼒です。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。
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在しているところで、異⽂化が共存するペナンならではの造りをご覧いただけます。
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付き瓦が美しい寺院です。
•リトルインディア：歴史観光スポット、様々なお店、レストラン、果物屋
台等が並び活気あふれる地区です。
•ペナン・プラナカン・マンション：裕福な中華系移⺠の⼦孫が1世紀前
に住んでいた家の典型例で、彼らのライフスタイル、慣習、伝統等につい
て学ぶことができます。華洋折衷の様式で建てられたペナンの歴史的邸
宅が博物館となっています。
•チョン・ファツ・ツィー・マンション：インディゴ・ブルーの壁が鮮やかな邸
宅が⽂化的博物館となっています。19世紀末に商人チョン・ファツ・ ツィ
ーの住居として建てられました。優雅なゴシック様式のルーバー窓と陶器
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•コーンウォリス要塞(写真撮影)：1700年代後半のベンガル総督にち
なんで名付けられました。城壁は約10フィートで星型になっています。
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付き瓦が美しい寺院です。
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GDPEN03WM ⾃転⾞タクシーで巡るジョージタウンの⾊彩ツアー
SGD 90 / 大人
SGD 80 / 子供

食事 アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6.5-7時間

最⼩催⾏⼈数
35名

備考

クランジェッティー

ストリートアート

•観音寺：マレーシア北部の豪奢な中華建築をご覧下さい。初期の移
⺠のために中国の慈悲の⼥神Kuan Yinが祀られました。
•クランジェッティー：共通の歴史的、地理的、⾎統的ルーツを持つ中
華系移⺠によって作られた伝統的な⽔上村落です。
•ペナン市庁舎(写真撮影)：ビクトリア様式の⾒事な建造物です。ペナ
ンの植⺠地時代を想像させてくれます。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•⾃転⾞タクシー：ジョージタウンをゆっくりと探索するには⾃転⾞タクシ
ー（トライショー）が適しています。文化遺産トレイルを隅々まで楽しむ
ことができます。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN04NM ペナンカントリーサイド：バリク・プラウツアー
SGD 75 / 大人
SGD 65 / 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
35名

備考

バリク・プラウ・タウン

•バリク・プラウ ショートパノラマツアー：この町はゴム園やココナッツ農
園で働くために移住してきた移⺠労働者のために建てられたシンプルな
（⽒族毎の）⻑屋街から発展しました。
•アウディ・ドリーム・ファーム：牧場で自然に親しむことができます。シ
カ、ヤギ、アヒルその他の動物が飼育されています。餌やりに参加できる
場合もあります。
•ナツメグ工場：果実の栽培から果肉の分別、メース及び種子の乾燥
までの⼯程について学ぶことができます。ナツメグオイル等の販売も⾏って
います。
•ガ－ニ－パラゴンモール：40店舗をこえるファッション店やレストランが
軒を連ねるショッピングモールです。お買い物をお楽しみください。

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

GDPEN03WM ⾃転⾞タクシーで巡るジョージタウンの⾊彩ツアー
SGD 90 / 大人
SGD 80 / 子供

食事 アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6.5-7時間

最⼩催⾏⼈数
35名

備考

クランジェッティー

ストリートアート

•観音寺：マレーシア北部の豪奢な中華建築をご覧下さい。初期の移
⺠のために中国の慈悲の⼥神Kuan Yinが祀られました。
•クランジェッティー：共通の歴史的、地理的、⾎統的ルーツを持つ中
華系移⺠によって作られた伝統的な⽔上村落です。
•ペナン市庁舎(写真撮影)：ビクトリア様式の⾒事な建造物です。ペナ
ンの植⺠地時代を想像させてくれます。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•⾃転⾞タクシー：ジョージタウンをゆっくりと探索するには⾃転⾞タクシ
ー（トライショー）が適しています。文化遺産トレイルを隅々まで楽しむ
ことができます。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN04NM ペナンカントリーサイド：バリク・プラウツアー
SGD 75 / 大人
SGD 65 / 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
35名

備考

バリク・プラウ・タウン

•バリク・プラウ ショートパノラマツアー：この町はゴム園やココナッツ農
園で働くために移住してきた移⺠労働者のために建てられたシンプルな
（⽒族毎の）⻑屋街から発展しました。
•アウディ・ドリーム・ファーム：牧場で自然に親しむことができます。シ
カ、ヤギ、アヒルその他の動物が飼育されています。餌やりに参加できる
場合もあります。
•ナツメグ工場：果実の栽培から果肉の分別、メース及び種子の乾燥
までの⼯程について学ぶことができます。ナツメグオイル等の販売も⾏って
います。
•ガ－ニ－パラゴンモール：40店舗をこえるファッション店やレストランが
軒を連ねるショッピングモールです。お買い物をお楽しみください。

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

GDPEN03WM ⾃転⾞タクシーで巡るジョージタウンの⾊彩ツアー
SGD 90 / 大人
SGD 80 / 子供

食事 アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
6.5-7時間

最⼩催⾏⼈数
35名

備考

クランジェッティー

ストリートアート

•観音寺：マレーシア北部の豪奢な中華建築をご覧下さい。初期の移
⺠のために中国の慈悲の⼥神Kuan Yinが祀られました。
•クランジェッティー：共通の歴史的、地理的、⾎統的ルーツを持つ中
華系移⺠によって作られた伝統的な⽔上村落です。
•ペナン市庁舎(写真撮影)：ビクトリア様式の⾒事な建造物です。ペナ
ンの植⺠地時代を想像させてくれます。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•⾃転⾞タクシー：ジョージタウンをゆっくりと探索するには⾃転⾞タクシ
ー（トライショー）が適しています。文化遺産トレイルを隅々まで楽しむ
ことができます。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN04NM ペナンカントリーサイド：バリク・プラウツアー
SGD 75 / 大人
SGD 65 / 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
35名

備考

バリク・プラウ・タウン

•バリク・プラウ ショートパノラマツアー：この町はゴム園やココナッツ農
園で働くために移住してきた移⺠労働者のために建てられたシンプルな
（⽒族毎の）⻑屋街から発展しました。
•アウディ・ドリーム・ファーム：牧場で自然に親しむことができます。シ
カ、ヤギ、アヒルその他の動物が飼育されています。餌やりに参加できる
場合もあります。
•ナツメグ工場：果実の栽培から果肉の分別、メース及び種子の乾燥
までの⼯程について学ぶことができます。ナツメグオイル等の販売も⾏って
います。
•ガ－ニ－パラゴンモール：40店舗をこえるファッション店やレストランが
軒を連ねるショッピングモールです。お買い物をお楽しみください。



GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

ナツメグ工場

•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN05NM ローカルフードツアー
SGD 65 / 大人
SGD 55 / 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
35名

備考

チョン・ファツ・ツィー・マンション

豆沙餅作り

•チョン・ファツ・ツィー・マンション：インディゴ・ブルーの壁が鮮やかな邸
宅が⽂化的博物館となっています。19世紀末に商人チョン・ファツ・ ツィ
ーの住居として建てられました。優雅なゴシック様式のルーバー窓と陶器
の装飾が魅⼒です。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•ニュー・ワールド・パーク屋台街：ビルマ通りにあり、様々なペナン料理
を味わえます。
•豆沙餅作り：市⺠と観光客双⽅に⼈気があるペナン名物の⼀つ⾖
沙餅を作ります。緑豆餡をパイ状の生地で包んだ焼き菓子で、福建語
でTau Sar Pheahと呼ばれます。特産品センターで作り方を体験して
いただき、ご自身で作った豆沙餅を4つお持ち帰りいただけます。またお
店より8つ無料で提供されます。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN06NM パノラミックビューツアー
SGD 115 / 大人
SGD 105 / 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
35名

備考

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

ナツメグ工場

•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN05NM ローカルフードツアー
SGD 65 / 大人
SGD 55 / 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
35名

備考

チョン・ファツ・ツィー・マンション

豆沙餅作り

•チョン・ファツ・ツィー・マンション：インディゴ・ブルーの壁が鮮やかな邸
宅が⽂化的博物館となっています。19世紀末に商人チョン・ファツ・ ツィ
ーの住居として建てられました。優雅なゴシック様式のルーバー窓と陶器
の装飾が魅⼒です。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•ニュー・ワールド・パーク屋台街：ビルマ通りにあり、様々なペナン料理
を味わえます。
•豆沙餅作り：市⺠と観光客双⽅に⼈気があるペナン名物の⼀つ⾖
沙餅を作ります。緑豆餡をパイ状の生地で包んだ焼き菓子で、福建語
でTau Sar Pheahと呼ばれます。特産品センターで作り方を体験して
いただき、ご自身で作った豆沙餅を4つお持ち帰りいただけます。またお
店より8つ無料で提供されます。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN06NM パノラミックビューツアー
SGD 115 / 大人
SGD 105 / 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
35名

備考

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

ナツメグ工場

•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN05NM ローカルフードツアー
SGD 65 / 大人
SGD 55 / 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
35名

備考

チョン・ファツ・ツィー・マンション

豆沙餅作り

•チョン・ファツ・ツィー・マンション：インディゴ・ブルーの壁が鮮やかな邸
宅が⽂化的博物館となっています。19世紀末に商人チョン・ファツ・ ツィ
ーの住居として建てられました。優雅なゴシック様式のルーバー窓と陶器
の装飾が魅⼒です。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•ニュー・ワールド・パーク屋台街：ビルマ通りにあり、様々なペナン料理
を味わえます。
•豆沙餅作り：市⺠と観光客双⽅に⼈気があるペナン名物の⼀つ⾖
沙餅を作ります。緑豆餡をパイ状の生地で包んだ焼き菓子で、福建語
でTau Sar Pheahと呼ばれます。特産品センターで作り方を体験して
いただき、ご自身で作った豆沙餅を4つお持ち帰りいただけます。またお
店より8つ無料で提供されます。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDPEN06NM パノラミックビューツアー
SGD 115 / 大人
SGD 105 / 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
35名

備考



GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

レインボー・スカイウォーク

ストリートアート

•レインボー・スカイウォーク(68階) ＆ 展望台(65階)：ペナンを上
から眺めてみませんか。レインボー・スカイウォークと展望台からはジョージ
タウンが一望できます。ジョージタウンで最も高い位置にある屋外のレイン
ボー・スカイウォークでは、地上249メートルを歩くスリルが味わえます。65
階の屋内展望台にもガラス張りの床があり、足元に広がる世界を楽しむ
ことができます。
•ペナン市庁舎(写真撮影)：ビクトリア様式の⾒事な建造物です。ペナ
ンの植⺠地時代を想像させてくれます。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•プランギンモール：地下を含め6階建てとなっています。自由時間にお
買い物をお楽しみください。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

重要事項：68階のレインボーウォークのご利⽤には何段もの階段を上る必要があります。⾞椅⼦のお客様、お⾝体の不⾃由なお客様に

はお勧めいたしません。65 階の展望台はどなたにでもご利⽤いただけます。

GDPEN07NM フード＆ショッピングツアー
SGD 50 / 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
35名

備考

ペナン大橋

クイーンズベイモール

•ペナン大橋（バスで通過）：ペナンのランドマークである⻑さ13.5km
のこのつり橋は、ペナン島とマレーシア本土のセベランプライ市を結んでい
ます。
•クイーンズベイモール：ペナン大橋近くにある、ペナン最大のモールの
一つです。レストラン、ブランドショップ、電化製品店等が並びます。
•ノ－ザムフードコート：ペナンのローカルフードを味わうのに最適なフード
コートの一つです。自由時間にショッピングもお楽しみください。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

レインボー・スカイウォーク

ストリートアート

•レインボー・スカイウォーク(68階) ＆ 展望台(65階)：ペナンを上
から眺めてみませんか。レインボー・スカイウォークと展望台からはジョージ
タウンが一望できます。ジョージタウンで最も高い位置にある屋外のレイン
ボー・スカイウォークでは、地上249メートルを歩くスリルが味わえます。65
階の屋内展望台にもガラス張りの床があり、足元に広がる世界を楽しむ
ことができます。
•ペナン市庁舎(写真撮影)：ビクトリア様式の⾒事な建造物です。ペナ
ンの植⺠地時代を想像させてくれます。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•プランギンモール：地下を含め6階建てとなっています。自由時間にお
買い物をお楽しみください。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

重要事項：68階のレインボーウォークのご利⽤には何段もの階段を上る必要があります。⾞椅⼦のお客様、お⾝体の不⾃由なお客様に

はお勧めいたしません。65 階の展望台はどなたにでもご利⽤いただけます。

GDPEN07NM フード＆ショッピングツアー
SGD 50 / 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
35名

備考

ペナン大橋

クイーンズベイモール

•ペナン大橋（バスで通過）：ペナンのランドマークである⻑さ13.5km
のこのつり橋は、ペナン島とマレーシア本土のセベランプライ市を結んでい
ます。
•クイーンズベイモール：ペナン大橋近くにある、ペナン最大のモールの
一つです。レストラン、ブランドショップ、電化製品店等が並びます。
•ノ－ザムフードコート：ペナンのローカルフードを味わうのに最適なフード
コートの一つです。自由時間にショッピングもお楽しみください。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

レインボー・スカイウォーク

ストリートアート

•レインボー・スカイウォーク(68階) ＆ 展望台(65階)：ペナンを上
から眺めてみませんか。レインボー・スカイウォークと展望台からはジョージ
タウンが一望できます。ジョージタウンで最も高い位置にある屋外のレイン
ボー・スカイウォークでは、地上249メートルを歩くスリルが味わえます。65
階の屋内展望台にもガラス張りの床があり、足元に広がる世界を楽しむ
ことができます。
•ペナン市庁舎(写真撮影)：ビクトリア様式の⾒事な建造物です。ペナ
ンの植⺠地時代を想像させてくれます。
•ストリートアート：ジョージタウンはアートの街としても注目を集めてお
り、街は若いアーティストによるユニークで美しいストリートアートや壁画で
あふれています。
•プランギンモール：地下を含め6階建てとなっています。自由時間にお
買い物をお楽しみください。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。

重要事項：68階のレインボーウォークのご利⽤には何段もの階段を上る必要があります。⾞椅⼦のお客様、お⾝体の不⾃由なお客様に

はお勧めいたしません。65 階の展望台はどなたにでもご利⽤いただけます。

GDPEN07NM フード＆ショッピングツアー
SGD 50 / 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
35名

備考

ペナン大橋

クイーンズベイモール

•ペナン大橋（バスで通過）：ペナンのランドマークである⻑さ13.5km
のこのつり橋は、ペナン島とマレーシア本土のセベランプライ市を結んでい
ます。
•クイーンズベイモール：ペナン大橋近くにある、ペナン最大のモールの
一つです。レストラン、ブランドショップ、電化製品店等が並びます。
•ノ－ザムフードコート：ペナンのローカルフードを味わうのに最適なフード
コートの一つです。自由時間にショッピングもお楽しみください。
•名産品ショップ：ペナン名産品のショッピングをお楽しみください。



GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

GDPEN08NM 暗闇で光るスパークリングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 70 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7時間

最⼩催⾏⼈数
35名

備考

ダークマンション

アバター・シークレット・ガーデン

アバター・シークレット・ガーデン

•コーンウォリス要塞＆ワットチャヤマンカラーム(写真撮影)：コーンウ
ォリス要塞は1700年代後半のベンガル総督にちなんで名付けられまし
た。ワットチャヤマンカラームは涅槃仏で知られており、1845年にタイのコ
ミュニティにより建てられました。全⻑33mある涅槃仏は世界で最も大き
なものの一つです。
•⾃転⾞タクシー：ジョージタウンをゆっくりと探索するには⾃転⾞タクシ
ー（トライショー）が適しています。文化遺産トレイルを隅々まで楽しむ
ことができます。
•ダークマンション：マレーシアで初めてかつ唯一の暗闇で光る3Dの美
術館です。美術とテクノロジーを融合し、昼から夜への変遷を造り出した
現代的なアート美術館の一つとなっています。
•ハリストン・シグニチャー：150種類以上を揃えたチョコレート専門店
です。ミルクチョコレート、ダークチョコレートからマレーシアで国⺠的に有名
な”トンカット・アリ”というハーブの含まれたチョコレートまで、マレーシア独
特の斬新なチョコレートもお求めいただけます。
•ガ－ニ－パラゴンモール：40店舗をこえるファッション店やレストランが
軒を連ねるショッピングモールです。お買い物をお楽しみください。
•アバター・シークレット・ガーデン：2009年に⼤ヒットした映画「アバタ
ー」から着想をえて作られたスポットで、何色ものライトが織りなす幻想的
な光景はまるで映画の世界です。南国のジャングルらしい庭園の木々が
糸状につるされたイルミネーションで彩られ、様々な色のチューリップ形の
電球が3,000個も配置されたカーペットのような地面とのコントラストは
息を飲むほどの美しさです。

重要事項：

- バスの下⾞場所からアバター・シークレット・ガーデンまでは徒歩で約10分かかります。

- アバター・シークレット・ガーデンは、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。

- 本ツアーは下記出航日クルーズにのみ設定されます。

5泊6日(マレーシア・タイクルーズ) ３泊4日(マレーシアクルーズ)

2018年11月25日、12月30日 2018年12月2日

2019年1月27日、3月10日 2019年1月6日、2月3日、3月3日、3月31日

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

GDPEN08NM 暗闇で光るスパークリングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 70 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7時間

最⼩催⾏⼈数
35名

備考

ダークマンション

アバター・シークレット・ガーデン

アバター・シークレット・ガーデン

•コーンウォリス要塞＆ワットチャヤマンカラーム(写真撮影)：コーンウ
ォリス要塞は1700年代後半のベンガル総督にちなんで名付けられまし
た。ワットチャヤマンカラームは涅槃仏で知られており、1845年にタイのコ
ミュニティにより建てられました。全⻑33mある涅槃仏は世界で最も大き
なものの一つです。
•⾃転⾞タクシー：ジョージタウンをゆっくりと探索するには⾃転⾞タクシ
ー（トライショー）が適しています。文化遺産トレイルを隅々まで楽しむ
ことができます。
•ダークマンション：マレーシアで初めてかつ唯一の暗闇で光る3Dの美
術館です。美術とテクノロジーを融合し、昼から夜への変遷を造り出した
現代的なアート美術館の一つとなっています。
•ハリストン・シグニチャー：150種類以上を揃えたチョコレート専門店
です。ミルクチョコレート、ダークチョコレートからマレーシアで国⺠的に有名
な”トンカット・アリ”というハーブの含まれたチョコレートまで、マレーシア独
特の斬新なチョコレートもお求めいただけます。
•ガ－ニ－パラゴンモール：40店舗をこえるファッション店やレストランが
軒を連ねるショッピングモールです。お買い物をお楽しみください。
•アバター・シークレット・ガーデン：2009年に⼤ヒットした映画「アバタ
ー」から着想をえて作られたスポットで、何色ものライトが織りなす幻想的
な光景はまるで映画の世界です。南国のジャングルらしい庭園の木々が
糸状につるされたイルミネーションで彩られ、様々な色のチューリップ形の
電球が3,000個も配置されたカーペットのような地面とのコントラストは
息を飲むほどの美しさです。

重要事項：

- バスの下⾞場所からアバター・シークレット・ガーデンまでは徒歩で約10分かかります。

- アバター・シークレット・ガーデンは、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。

- 本ツアーは下記出航日クルーズにのみ設定されます。

5泊6日(マレーシア・タイクルーズ) ３泊4日(マレーシアクルーズ)

2018年11月25日、12月30日 2018年12月2日

2019年1月27日、3月10日 2019年1月6日、2月3日、3月3日、3月31日

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。

GDPEN08NM 暗闇で光るスパークリングツアー
SGD 80 / 大人
SGD 70 / 子供

食事
-

アクティビティレベル
●○○

特徴 所要時間*
7時間

最⼩催⾏⼈数
35名

備考

ダークマンション

アバター・シークレット・ガーデン

アバター・シークレット・ガーデン

•コーンウォリス要塞＆ワットチャヤマンカラーム(写真撮影)：コーンウ
ォリス要塞は1700年代後半のベンガル総督にちなんで名付けられまし
た。ワットチャヤマンカラームは涅槃仏で知られており、1845年にタイのコ
ミュニティにより建てられました。全⻑33mある涅槃仏は世界で最も大き
なものの一つです。
•⾃転⾞タクシー：ジョージタウンをゆっくりと探索するには⾃転⾞タクシ
ー（トライショー）が適しています。文化遺産トレイルを隅々まで楽しむ
ことができます。
•ダークマンション：マレーシアで初めてかつ唯一の暗闇で光る3Dの美
術館です。美術とテクノロジーを融合し、昼から夜への変遷を造り出した
現代的なアート美術館の一つとなっています。
•ハリストン・シグニチャー：150種類以上を揃えたチョコレート専門店
です。ミルクチョコレート、ダークチョコレートからマレーシアで国⺠的に有名
な”トンカット・アリ”というハーブの含まれたチョコレートまで、マレーシア独
特の斬新なチョコレートもお求めいただけます。
•ガ－ニ－パラゴンモール：40店舗をこえるファッション店やレストランが
軒を連ねるショッピングモールです。お買い物をお楽しみください。
•アバター・シークレット・ガーデン：2009年に⼤ヒットした映画「アバタ
ー」から着想をえて作られたスポットで、何色ものライトが織りなす幻想的
な光景はまるで映画の世界です。南国のジャングルらしい庭園の木々が
糸状につるされたイルミネーションで彩られ、様々な色のチューリップ形の
電球が3,000個も配置されたカーペットのような地面とのコントラストは
息を飲むほどの美しさです。

重要事項：

- バスの下⾞場所からアバター・シークレット・ガーデンまでは徒歩で約10分かかります。

- アバター・シークレット・ガーデンは、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。

- 本ツアーは下記出航日クルーズにのみ設定されます。

5泊6日(マレーシア・タイクルーズ) ３泊4日(マレーシアクルーズ)

2018年11月25日、12月30日 2018年12月2日

2019年1月27日、3月10日 2019年1月6日、2月3日、3月3日、3月31日



GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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 10 月 26 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。

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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 10 月 26 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。

GDR Winter Sailing as of 26 Oct 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。
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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。
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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。
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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。
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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
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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 10 月 26 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。


