GDR Summer Sailing as of 05 Jun 2018

ゲンティン ドリーム
ショアエクスカーション
シンガポール – レダン – サムイ/シアヌークビル – バンコク
- 終日航海 - シンガポール
（2018 年 4 月 1 日～2018 年 10 月 28 日）
※英語ガイドとなります。

バンコク
港はパタヤの北部、約25kmに位置しています。港からパタヤまでは車で片道約45分。
バンコク市内までは約125kmあり、車で片道約2時間を要します。

GDBKK80 バンコク オーダーメイドツアー

リクエスト受け

レムチャバン（バンコク）を巡るプライベートツアーをお楽しみください。

所要時間：最長 10 時間

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

（移動時間含む）

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。

ガイド付き

24 時間前までにご予約ください。
最少催行人数：2 名

GDBKK01WM 王宮＆ワット・プラケオツアー


大人 SGD160
子供 SGD130

王宮＆ワット・プラケオ：数百年前に王家が住んでいた古代シャム王宮の

所要時間：約 10 時間

壮大さを体験しましょう。王宮はいくつかの重要な建物に取り囲まれ、きらび

（移動時間含む）

やかで先端が尖った屋根が特徴的です。王宮敷地内にあるワット・プラケオに



は、最も格式の高い仏像が納められています。

ガイド付き

ワット・アルン：高さ約 75 メートルの尖ったシルエットはタイのシンボルとして

食事付き*

知られています。インドの暁の神アルナを祀っており、タークシン王はこの寺院
を中心に王朝を建設しました。


ロイヤルバージ博物館：まばゆい金色の装飾と、伝統技術で作られた船で
す。今でも祝典などに使用されています。

中程度の運動
歩きやすい靴でのご参加をお勧め
いたします。

重要：
1.

寺院や聖地では帽子、靴、サングラスを外す必要があります。参拝者は肩か
ら足までを覆う必要があります。タンクトップ、ショートパンツ、ミニスカートはご
遠慮ください。

2.

およそ１キロのでこぼこの道と、30 段程度の階段があります。歩きやすい靴
での参加をお勧めいたします。

最少催行人数：30 名
定員：1000 名

*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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GDBKK02NM ノンヌッチ熱帯植物園ツアー

大人 SGD80
子供 SGD60



ノンヌッチ熱帯植物園： 緑の丘からパタヤの街を一望でき、広大な果樹

所要時間：約 5.5 時間

園、庭園、湖が広がる、500 エーカーの真の楽園です。様々な種類のラン、

（移動時間含む）

ヤシ、サボテン、アナナスと盆栽庭園が有名で、アンティークハウスやタイ手芸
品ハウスもあります。猿がココナッツを収穫する様子や、屋外ゾウショーもご覧

ガイド付き

いただけます。屋内文化ショーでは、民族舞踊と、象に乗っての戦いの再現、

食事なし

伝統儀式、ムエタイボクシングが盛り込まれています。


ジェムズ・ギャラリー：地元の宝石工場で、きらびやかなタイの熟練の仕事
や、お土産を見て回ることができます。

中程度の運動
最少催行人数：30 名
定員：450 名

GDBKK03NM シーラチャー・タイガー動物園

大人 SGD65
子供 SGD50

バスでレムチャバン港から 30 分程で、シーラチャー・タイガー動物園に到着します。

所要時間：約 5 時間

ご家族や愛する方と楽しい一日をお過ごしください。

（移動時間含む）

動物園は、最大のベンガル虎の数を誇ります（動物園内で交配しています）。
200 以上の大きくて力のある動物を集めており、この種類としては世界で一番大

ガイド付き

きな動物園です。

食事なし

虎以外には、ワニ、ダチョウ、ラクダ、カンガルーやエキゾチックな鳥などがいます。ワニ
のレスリングと豚レースは必見です。

中程度の運動
最少催行人数：30 名
定員：500 名

GDBKK04NM パタヤシティー＆タイ伝統マッサージツアー

大人 SGD80
所要時間：約 6 時間



パタヤシティー：レムチャバンの港からエアコンのついたバスにのってパタヤシテ

（移動時間含む）

ィーへ移動します。到着後は、街の簡単な説明と、世界的に有名なビーチリ



ゾートのパノラマをご覧いただけます。

ガイド付き

タイ伝統マッサージ：約 2 時間、手のひらと指を使ったタイスタイルの全身マ

食事なし

ッサージを体験します。マッサージには、筋肉をほぐして血流をよくするストレッ
チも含まれます。
重要：タイマッサージは 16 歳以上のお客様が対象となります。

中程度の運動
最少催行人数：30 名
定員：60 名

*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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GDBKK05WM ユネスコ世界遺産アユタヤツアー

大人 SGD150
子供 SGD120



アユタヤ：レムチャバンから約 3 時間。アユタヤは 1350 年に建設され、

所要時間：約 11 時間

1767 年までの 417 年間王国の首都として存在していましたが、ビルマ人達

（移動時間含む）

の征服により多くが取り壊されてしまいました。ユネスコ世界遺産に登録され



ている壮大な遺跡を訪ねましょう。

ガイド付き

バンパイン宮殿： 歴代の国王が夏の間別荘として使っていた宮殿。パビリ

食事付き*

オンと呼ばれる魅力的な建物は写真を撮るのに最適です。

激しい運動

**参加されるお客様は免責同意書へのご記入が必要です。**

車椅子のお客様にはお勧めいた
しません。
最少催行人数：30 名
定員：300 名

GDBKK06WM ムアンボーラーンツアー

大人 SGD120
子供 SGD90

200 エーカーの広さを誇る、タイの文化遺産を再現したムアンボーラーン（アンシエ

所要時間：約 10 時間

ントシティ）。タイの建築様式、神殿、王宮、仏塔の複製をご覧いただけます。

（移動時間含む/約 4 時間）

園内各所はタイの各地域を表現しており、本物の建物の三分の一から四分の一
のサイズで、本物そっくりに再現されています。

ガイド付き

園内はトラムに乗り、約 2 時間をかけて移動します。フローティングマーケットでの軽

軽食付き*

食付きです。
中程度の運動
最少催行人数：30 名
定員：500 名

*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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GDBKK07WM バンコクパノラマドライブ＆ショッピング

大人 SGD110
子供 SGD90



パノラマドライブ：チャイナタウン、ロイヤルパーク内を通り、民主記念塔、王

所要時間：約 7 時間

宮、ワット・プラケオ、バンコク国立博物館、ラックムアン、ワットポー、ロイヤルピ

（移動時間含む）

ア、いくつかの政府庁舎を見て回ります。


ワットスタット：ラマ 3 世（１824-1851）の統治時代の壁画が有名な

ガイド付き

王室寺院。金の仏像が並ぶヴィハーンは必見です。寺院の前には約１５メ

食事付き*

ートルの高さの巨大ブランコがあり、歯で金が入った袋を受け取るというヒンド
ゥー教の祭事に使われていました。


ショッピング：セントラルワールドプラザで下車し、自由時間をお楽しみくださ
い。プラチナムモール、サイアム・パラゴン、MBK モールなど近隣の有名なショッ

中程度の運動
歩きやすい靴でのご参加をお勧め
いたします。

ピングモールでショッピングをすることもできます。
最少催行人数：30 名
定員：300 名

GDBKK08NM バンコクショッピングツアー


大人 SGD85
子供 SGD65

オ－ト－コ－市場：「ファーマーマーケット」としても知られています。新鮮な

所要時間：約 10.5 時間

野菜、果物や花々、さらにはその場で出来たての料理もいただくことのできる

（移動時間含む）

市場です。タイの食生活を覗いてみたいという方におすすめです。(お買い物



は有料です。)

ガイド付き

ショッピング：プラチナムモール下車し、自由時間をお楽しみください。サイア

食事なし

ム・パラゴン、MBK モールなど近隣の有名なショッピングモールでショッピングを
することもできます。

中程度の運動
最少催行人数：15 名
定員：500 名

*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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GDBKK09NM ディスカバーパタヤツアー

大人 SGD85
子供 SGD65



ウィハーン シィヤン：中国政府から寄贈された貴重な考古学品と彫刻が

所要時間：約 8.5 時間

有名な中国式寺院です。建物内に入るとまず神々や十二支、動物や衛兵

（移動時間含む）

の 60 もの彫刻群に圧倒されます。一番の見どころは古代中国宮殿スタイル
の展示エリアです。ここでは陶磁器、古代の楽器、絵画、真鍮製品や金の

ガイド付き

王座、2,000 年以上前の馬兵像など、西安の始皇帝のお墓から出土した

食事なし

様々な芸術品を見ることができます。


パタヤ水上マーケット：北部、東北部、中央と南部のタイの主要な 4 つの

中程度の運動

地域に分かれた水上マーケットです。110 を超えるお店では木製の彫刻品、
シルク、タイ特産のハーブやハーブ製品、その他タイ全土の特産品がお求めい
ただけます。


サンクチュアリーオブトゥルース：東洋哲学と宇宙観を表現した木造建築
です。パタヤの海岸沿いにたつ 100 メートルにも及ぶ建築物では、その壮大
な木製彫刻と精巧なデザインやモチーフに魅了されることでしょう。



ショッピング：パタヤビーチで下車し、約 3 時間の自由時間をお楽しみくださ
い。



ジェムズ・ギャラリー：地元の宝石工場で、きらびやかなタイの熟練の仕事

最少催行人数：15 名

や、お土産を見て回ることができます。

定員：500 名

GDBKK10NM カーンショ―とショッピングツアー



大人 SGD150
子供 SGD150

セントラルフェスティバルパタヤ：パタヤを代表するショッピングモールで

所要時間：約 10 時間

す。国際的な衣料ブランドショップ、様々な飲食店、ボーリングや子供向

（移動時間含む）

けゲームセンターといった全天候型エンターテイメント施設が揃っています。


カーンショ―(75 分)：構想と計画に 3 年以上、リハーサルに 2 年以上を ガイド付き
要したパタヤ最新のエンターテイメントショ―をご覧いただきます。タイ古典 食事なし
文学を基にしたストーリーが最新技術と様々な仕掛け、さらに 600 名を
超えるキャストとスタッフによってダイナミックに演出されています。その音

中程度の運動

響、特殊効果やアクロバットなど、今まで見たことのないパフォーマンスを終
結した世界的なショーに圧倒されること間違いなし！

最少催行人数：300 名
定員：2,300 名

*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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GDBKK98NM バンコク バス送迎サービス

大人 SGD48
子供 SGD48

送迎サービスのお申し込みは船上でのみ承ります。

所要時間：約 10 時間
（移動時間含む）

レムチャバン港からバンコクまでバスで約 2 時間。バス内ではツアーガイドが各お客
様の観光プランのお手伝いをさせていただきます。バス乗降場所はセントラルワール

ガイド付き（バス内のみ）

ドプラザです。道路状況にもよりますが、約 6 時間の自由時間をお楽しみくださ

食事なし

い。
最少催行人数：30 名
定員：36 名

GDBKK99NM パタヤ バス送迎サービス
送迎サービスのお申し込みは船上でのみ承ります。

大人 SGD38
子供 SGD38
所要時間：約 7 時間
（移動時間含む）

レムチャバン港からバスでパタヤシティまで。到着間際には、街中やビーチを眺める
ことができます。バス乗降場所はマイクショッピングセンターです。自由時間は約 5

ガイドなし

時間です。

食事なし
最少催行人数：30 名
定員：36 名

*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、
お早目にお申込みください。
6. ショアエクスカーションのなかには長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、戦争の脅威、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 4 月 3 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、本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）と組み立てを行ってください。
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
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
6 か月以上
US$ 5,000（免責額 US$50/請求）
US$ 5,000（免責額 US$50/請求）
1)
2)

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。
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。

