GDR Winter Sailing as of 15 Nov 2018

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

シーニック(景色◎)

年齢制限があります。

冒険

歴史＆遺産

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

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。

ファミリー向け

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。

⻑時間に及ぶ体⼒が必要です。

⻑時間に及ぶ⾼レベルの体⼒が必要で

例：でこぼこ道、階段、平坦ではない地

頑健な、冒険心のあるお客様にお勧め

す。スキューバダイビングやウィンドサーフィ

形を⻑時間歩くまたはのぼるなど

します。

ンなど、特定のスキルが必要なアクティビ

例：急勾配な地形の横断、十二分な

ティもあります。

運動を伴うアクティビティなど

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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ランカウイ
マレーシア半島の北⻄部、本⼟沿岸から約 30km 離れたところにあるランカウイ島はアンダマン海に浮かぶ 104 もの島々から
成る諸島の一つであり「ケダの宝石」と呼ばれています。ランカウイ島はケダ州の⼀部であり、タイとの国境に隣接しています。⼀
番の繁華街であるクアタウンは⾏政地区でもあり免税天国としても知られています。

GDLGK80 ランカウイ 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

所要時間*

-

-

カスタマイズ可

最大6時間

備考

ランカウイ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。

SGD 85 / 大人

GDLGK01NM ランカウイパノラマツアー
食事

アクティビティレベル

-

●○○

特徴

SGD 75 / 子供
所要時間*

最⼩催⾏⼈数

5時間

35名

備考

•スカイキャブ：ランカウイケーブルカーで5億年前の地層であるマチンチ
ャン山の岩肌を700メートル(正確には709m)登っていきます。
•スカイドーム：12ものプロジェクターが備えられた360度の3D映像を
体感できる施設です。
•スカイレックス：トロッコ型のシミュレーターに乗りこみ約5分間の3Dアト
ラクションを楽しみます。ダイナミックな動き、空気や水のスプレー、振動、
スカイキャブ

印象的な光や⾳といった視覚、聴覚、触覚を刺激する演出と、前⽅、
左右に映し出される3D映像によるリアリティ溢れる体験をお楽しみくださ

*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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い。
•3Dアート：オリエンタルビレッジの近くにある9つの異なるテーマゾーンに
分かれた3Dアートミュージアムです。才能ある国際的なアーティストグル
ープによって描かれた100を超える3Dアートは、臨場感溢れる写真撮
影を楽しめます。
•スカイブリッジ：ランカウイ島全体だけでなく並んだ島々まで⾒渡すこと
スカイブリッジ

ができるベストスポットです。410フィートの曲線を描く歩⾏者専⽤橋の
一番端にある三角形の展望スポットは、もっともスリルある場所です。ここ
からは時々マレーシア本土やはるか遠くのタイ南部にあるタルタオ島までも
⾒ることができます。⼆重の鉄製の⼿すりや網で覆われた橋は完全に安
全に作られていますが、幅1.8メートルの橋から下を⾒下ろすのはかなり
スリルがあります。

3Dアート
重要事項：悪天候によりスカイキャブが運航されない場合には、本ツアーはキャンセルとなります。

SGD 85 / 大人

GDLGK02WM ワシの餌付け鑑賞とアドベンチャーツアー
食事

アクティビティレベル

特徴

●●○

SGD 75 / 子供

所要時間*

最⼩催⾏⼈数

4.5時間

18名

備考

•ダヤンブンティン湖(子宝の湖)：ダヤンブンティン島はランカウイに99あ
る島々の中で二番目に大きく、南方に位置しています。ダヤンブンティンと
いう島の名前はマレー語で「妊婦」を意味し、島にあるランカウイで一番
大きな淡水の湖、ダヤンブンティン湖に由来しています。この湖にはマット
テジャと美しい妖精マンバングサリのラブストーリーの伝説が伝わっていま
す。彼らは幸せな結婚をし、子供を授かりましたがその赤ちゃんは７日後
ダヤンブンティン ジオフォレストパーク

に亡くなってしまいます。その悲しみを癒すため、彼らは亡くなった子供を
深い湖の底に寝かせていました。湖底にいる彼らの息子は安らかに眠り、
⼭に囲まれたその湖は妊婦の形となり彼⼥の⼦供の⽔のお墓を⾒守っ
ています。村⼈達は魔法の⼒によるものと考えるようになり、湖の⽔が⼦
宝の⽔として神秘的な⼒を持つと信じるようになりました。
•ワシの餌付け鑑賞：リゾートワールドランカウイのマリーナからボートで
移動します。シロガシラトビとシロハラウミワシを観察します。餌付けポイン

ワシの餌付け

トで船頭が⽔⾯に餌をまくとワシが上空から急降下し⽔⾯にダイブする姿
は迫⼒満点です。ワシはマレーシア野生動物部門で保護されています。
•水稲島：手つかずの砂浜とクリスタルブルーの海がとても美しいビーチで

*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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す。別料⾦でウォーターアクティビティにも参加できます。

水稲島
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。
- 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。
- 悪天候や海洋条件が悪い場合には、本ツアーはキャンセルとなります。
- 本ツアーは2018年12月23日出航クルーズでは設定がございません。

SGD 100 / 大人

GDLGK03NM マングローブクルーズとショッピングツアー
食事

アクティビティレベル

特徴

●●○

SGD 90 / 子供

所要時間*

最⼩催⾏⼈数

5時間

30名

備考

(最大120名)
•ランカウイUNESCO世界ジオパーク：ランカウイはユネスコが地質学
的に貴重な地へ与える”世界ジオパーク(地質遺産)”に指定されてお
り、動植物や生態系を丸ごと楽しむことができる場所です。マチンチャン・
カンブリアンジオパーク、キリム・カルストジオパークやダヤンブンティン・マー
ブルジオパークとしてマングローブ、潮の干潟、ビーチ、河口、サンゴ礁、
洞窟、⽯灰岩など、多様な⽣息地の中で多種多様な⽣物を保護して
ランカウイUNESCO世界ジオパーク

います。
•マングローブクルーズ：キリム桟橋からマングローブ樹林を約2時間ク
ルージングします。マングローブ樹林は天候に影響を与え、⿂やエビが⽣
育する場となる世界の環境バランスを維持するのに重要な場所です。養
⿂場に⽴ち寄り、ワシの餌付け鑑賞をし、マングローブ湿地とコウモリが鑑
賞できる洞窟探検へ⾏きます。
•クアタウン：”クア”はマレー語で”肉汁ソース”の意味があり、古い伝説

マングローブクルーズ

で二人の巨人が戦い巨大なカレーの鍋をひっくり返してしまったというその
場所にクアタウンはあります。クアタウンは免税天国なので、思いっきりショ

*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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ッピングを楽しむことができます。

クアタウン
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。
- 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。
- 悪天候や海洋条件が悪い場合には、本ツアーはキャンセルとなります。

SGD 45 / 大人

GDLGK04NM ランカウイハイライトとショッピングツアー
食事

アクティビティレベル

-

●○○

特徴

SGD 35 / 子供

所要時間*

最⼩催⾏⼈数

5時間

35名

備考

•イーグルスクエア(写真撮影)：今にも空に⾶び⽴ちそうなポーズの巨
大なワシの像があるランカウイのランドマーク的な広場です。広場にはミニ
噴水、テラスや橋があり、ポストカードのように完璧な写真が撮れる場所
となっています。
•クアタウン：”クア”はマレー語で”肉汁ソース”の意味があり、古い伝説
で二人の巨人が戦い巨大なカレーの鍋をひっくり返してしまったというその
イーグルスクエア

場所にクアタウンはあります。クアタウンは免税天国なので、思いっきりショ
ッピングを楽しむことができます。
•マハスリ王⼥の墓：覚えのない不貞の罪に問われ処刑されてしまった
王⼥の墓。処刑される際、マハスリは⾃分の⾝の潔⽩を証明するために
⽩い⾎を流し、その村は7世代に渡って彼⼥の呪いを受けたと⾔われて
います。今ではランカウイ島で有名な観光地となっています。
•チェナンビーチ：ランカウイ島で最も美しいビーチのひとつ。ビーチでまず

クアタウン

⽬を引くのは連なるヤシの⽊が揺れる⻑く伸びた⽩砂のビーチ。⻘、ター
コイズブルー、グリーンの影をしたどこまでも広がる海からは波の音も聞こえ
ます。またビーチ通りに沿ってたくさんのお店、露店、レストランやスパなど

*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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が並んでいます。洋服、チョコレート、工芸品、お土産やアクセサリーなど
様々なものを購⼊することができ、マレーシア料理、シーフード、インド料
理、アラブ料理、さらには創作料理といったバラエティ溢れるレストランが
あるのも魅⼒です。

マハスリ王⼥の墓
重要事項：チェナンビーチでのウォーターアクティビティは安全上の理由によりお勧めしておりません。

GDLGK05NM ランカウイアンダーウォーターワールドとチェナンビーチでショッピングツアー
食事

アクティビティレベル

-

●○○

特徴

所要時間*

最⼩催⾏⼈数

4時間

35名

SGD 55 / 大人
SGD 45 / 子供
備考

•ランカウイ アンダーウォーターワールド(⼊館料込)：東南アジアで唯
⼀の海洋および淡⽔の⽔族館です。⾒どころは50万リットルもの海水を
含む巨大な15メートルもの歩いて通れるトンネルです。大きな魚や生き
もの達が⽣息しています。施設の中には新鮮なマレーシア料理や⻄洋
料理を提供するファーストフード店もあります。お⼟産店ではあらゆるお
土産品をお手頃な価格でお求めいただけ、魚やシーフードでできた地元
ランカウイ アンダーウォーターワールド

のドライフードもお買い求めいただけます。
•チェナンビーチ：ランカウイ島で最も美しいビーチのひとつ。ビーチでまず
⽬を引くのは連なるヤシの⽊が揺れる⻑く伸びた⽩砂のビーチ。⻘、ター
コイズブルー、グリーンの影をしたどこまでも広がる海からは波の音も聞こえ
ます。またビーチ通りに沿ってたくさんのお店、露店、レストランやスパなど
が並んでいます。洋服、チョコレート、工芸品、お土産やアクセサリーなど
様々なものを購⼊することができ、マレーシア料理、シーフード、インド料

ランカウイ アンダーウォーターワールド

理、アラブ料理、さらには創作料理といったバラエティ溢れるレストランが
あるのも魅⼒です。

チェナンビーチ
重要事項：チェナンビーチでのウォーターアクティビティは安全上の理由によりお勧めしておりません。
*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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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 11 月 15 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
6 か月以上
1)

エクスカーション中に発生した

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

病院搬送費用

US$ 5,000

US$ 5,000

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。

*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。

