GDR Summer Sailing as of 07 March 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 – 終日航海 – スラバヤ – バリ北部 - 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。

バリ北部（チェルカンバワン）
バリは世界で最も写真映えのする島で、一度は訪れたい観光地です。美しい山々や動植物が、日頃のプレッシャーやストレス
から解放して癒しを与えてくれます。
船から岸まではテンダーボート移動となります。

GDCKB80 バリ北部 オーダーメイドツアー

リクエスト受け

バリ北部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

所要時間：最長 8 時間

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。

（移動時間含む）

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

GDCKB01WM シガラジャ市内観光ツアー


大人 SGD95
子供 SGD80

シガラジャ王宮：プリ・アグン・ブレレンと呼ばれ、幾度かの改修を経た現在

所要時間：約 5.5 時間

は一般公開の機会が限られています。ブレレンの歴史についてご案内しま

（移動時間含む）

す。


ゲドン・キルチャ図書館：シガラジャの古文書図書館ではロンタル椰子の葉

ガイド付き

に書かれたバリの古文書を数千点所蔵しており、テーマは文学、神話、歴

食事付き*

史、宗教など多岐に渡ります。


ロヴィナビーチ（写真撮影）：東西 2 キロ先の溶岩が作り出す黒い砂が
美しいビーチ。ビーチを象徴するイルカの銅像が建てられています。



リン・グアン・キオン：インドネシアの華人の歴史は長いですが、バリ北部、シ
ガラジャも例外ではありません。リン・グアン・キオンその他の様々な寺院がそれ
を証明しています。このお寺は港町にあり、鮮やかな外観が人気です。

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。
最少催行人数：22 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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GDCKB02WM バリ北部 ハイライトツアー





大人 SGD100
子供 SGD85

湖上のウルン・ダヌ・ブラタン寺院：湖畔にそびえる火山、霞がかったチャトゥ

所要時間：約 7.5 時間

ール山の美しい景観をお楽しみください。

（移動時間 4 時間含む）

チャンディ・クニン市場：昔ながらのマーケットに、新鮮なフルーツ、野菜、ス
パイスや、蘭やバラ等綺麗に並べられた色とりどりの花が売られています。

ガイド付き

様々な土産物や伝統菓子をお買い求めいただけます。

食事付き*

ブヤン湖 & タンブリンガン湖（写真撮影）：双子の湖として親しまれて
いる、バリ最小の湖ブヤン湖とその隣にあるタンブリンガン湖にご案内します。
タンブリンガン湖周辺は、高地からの霧及び湖を囲む森林のため常に涼しくな
っています。

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
港からウルン・ダヌ・ブラタン寺院までは片道約 2 時間かかります。

GDCKB03WM バリ文化ツアー






最少催行人数：22 名

大人 SGD100
子供 SGD85

湖上のウルン・ダヌ・ブラタン寺院：湖畔にそびえる火山、霞がかったチャトゥ

所要時間：約 7.5 時間

ール山の美しい景観をお楽しみください。

（移動時間 4 時間含む）

チャンディ・クニン市場：昔ながらのマーケットに、新鮮なフルーツ、野菜、ス
パイスや、蘭やバラ等綺麗に並べられた色とりどりの花が売られています。

ガイド付き

様々な土産物や伝統菓子をお買い求めいただけます。

食事付き*

コピルアック試飲：多様な熱帯植物が栽培されている農園にて、世界で一
番高価なコーヒーとして有名なコピ・ルアック、シベットコーヒーをお試しいただ
けます。マレージャコウネコその他のジャコウネコがコーヒーの果実を食べた後、
消化せずに残った豆を採取して作られます。

重要
港からウルン・ダヌ・ブラタン寺院までは片道約 2 時間かかります。

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。
最少催行人数：22 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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GDCKB08WM バリ郷土料理ツアー – 食事付き

大人 SGD100
子供 SGD85





チャンディ・クニン市場：昔ながらのマーケットで様々な土産物や伝統菓子

所要時間：約 7.5 時間

をお買い求めいただけます。

（移動時間 5 時間含む）

シークレットガーデンヴィレッジ：ブドゥグルの景観とインドネシア―バリ文化
遺産を融合させたユニークな施設です。敷地内は美しい自然にあふれていま

ガイド付き

す。

食事付き*

-

ハーボリスト研究所：インドネシアの化粧品開発の歴史について学ぶこ
とができます。

-

ブラックアイ コーヒー焙煎所：インドネシアのあらゆる地域のコーヒーのサ
ンプルや焙煎機、ミルがあります。一口でコーヒーの香りと風味を見極め

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。

る試飲テクニックをお試しいただけます。
-

鴨の蒸し焼き（Bebek Timbungan）グルメ体験：地元の代表的
料理 Bebek Timbungan は、スパイスを利かせた鴨肉を竹の中で調
理し、とても柔らかく風味あふれた肉に仕上げたものです。

重要

最少催行人数：22 名

港からシークレットガーデンまでは片道約 2.5 時間かかります。

GDCKB04NM ロビナビーチ ウォータースポーツ体験
- 食事なし


大人 SGD60
子供 SGD60

クリシュナ・ウォータースポーツ：様々なマリンスポーツをご体験いただけま

所要時間：約 6 時間

す。ビーチや海中での様々なアクティビティをご用意しています。

（移動時間含む）

無料アクティビティ（各グループで1アクティビティまで）：バナナボート、ドーナ
ツボート、クレイジーソファー、フライフィッシュ、バタフライドルフィン、ジェットプレ

ガイド付き

ーン

食事なし

有料アクティビティ：パラセイリング、ジェットスキー、ウエイクボード、グラスボト
ムボートなど（インドネシアルピアでのお支払い）


クリシュナ・オレオレ・バリ：土産物、珍味、帽子やビーチサンダル等の南国
必需品、貝細工、銀製品、バティック等、品揃えが豊富なモールでお買い物

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。

をお楽しみください。
**参加されるお客様は免責同意書へのご記入が必要です。**
重要
1. ロビナビーチでのアクティビティは先に来たお客様からのご案内となります。予約
は受け付けておりません。
2. 下記に該当するお客様のご参加はお勧めいたしません。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、首・背中・膝・

*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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肩を痛めている方、心臓病・喘息・糖尿病・てんかん・呼吸障害がある方、お
身体の不自由な方
3. ご自身の健康状態と既往歴をふまえたうえで、ツアーへの参加可否をご判断
ください。
4. 泳げないお客様のウォータースポーツ（シュノーケリング、ダイビング、水泳等）
が含まれるツアーへのご参加はお勧めしておりません。
5. 水に濡れる場合がございます。服の下に水着をご着用になり、動きやすい服

最少催行人数：22 名

装と靴でご参加ください。また、タオルをお持ちいただくことをお勧めいたします。
6. 着替室とリターン式コインロッカー（インドネシアルピアのみの受付）を利用で
きます。

GDCKB05WM ムンジャンガン島 シュノーケリング

大人 SGD200
子供 SGD200

ムンジャンガン島（またの名を鹿島）はバリ北西部のバラット国立公園の海洋保

所要時間：約 6.5 時間

護区内にあります。豊かな生態系を有する美しいサンゴ礁が広がり、シュノーケリン

（移動時間含む）

グ及びダイビングの人気スポットとなっています。青く澄んだ海、美しい岩壁や自然
をご満喫ください。


シュノーケリング：ムンジャンガン島へボートでご案内します。穏やかで透明

ガイド付き
食事付き*

度の高い海の中、サンゴ礁に様々な生物が集まっていて、一年中ダイビング
やシュノーケリングが楽しめます。多様なサンゴとカラフルな熱帯魚に出会える

激しい運動（シュノーケリング）

チャンスをお見逃しなく！この海域ではタイマイもよく目撃されています。
パッケージは標準シュノーケルセット（シュノーケル、マスク、ライフジャケット、フ
ィン）を含みます。
**参加されるお客様は免責同意書へのご記入が必要です。**
重要
1. 5 歳未満のお子様のご参加はお断りしております。12 歳以下のお子様は保

お身体の不自由なお客様にはお
勧めいたしません。

護者の同伴が必要となります。65 歳以上の方のツアーの参加はお勧めいた
しません。
2. ご自身の健康状態と既往歴をふまえたうえで、ツアーへの参加可否をご判断
ください。
3. 下記に該当するお客様のご参加はお勧めいたしません。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、首・背中・膝・
肩を痛めている方、心臓病・喘息・糖尿病・てんかん・呼吸障害がある方、お
身体の不自由な方
4. 泳げないお客様のウォータースポーツ（シュノーケリング、ダイビング、水泳等）

*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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が含まれるツアーへのご参加はお勧めしておりません。
5. 水に濡れる場合がございます。服の下に水着をご着用になり、動きやすい服
装と靴でご参加ください。また、タオルをお持ちいただくことをお勧めいたします。
6. ツアー内容は天候や波の状況で変更またはキャンセルになる可能性がござい
ます。

最少催行人数：10 名

GDCKB06WM ムンジャンガン島 ダイビング

大人 SGD280

ムンジャンガン島（またの名を鹿島）はバリ北西部のバラット国立公園の海洋保

所要時間：約 6.5 時間

護区内にあります。豊かな生態系を有する美しいサンゴ礁が広がり、シュノーケリン

（移動時間含む）

グ及びダイビングの人気スポットとなっています。青く澄んだ海、美しい岩壁や自然
をご満喫ください。


ダイビング：ムンジャンガン島へボートでご案内します。穏やかで透明度の高

ガイド付き
食事付き*

い海の中、サンゴ礁に様々な生物が集まっていて、一年中ダイビングやシュノ
ーケリングが楽しめます。多様なサンゴとカラフルな熱帯魚に出会えるチャンス

激しい運動（ダイビング）

をお見逃しなく！この海域ではタイマイもよく目撃されています。
パッケージは標準ダイビングセット（BCD、レギュレーター、タンク、マスク、ウェ
ットスーツ、フィン）を含みます。

お身体の不自由なお客様にはお
勧めいたしません。

**参加されるお客様は免責同意書へのご記入が必要です。**
重要
1. 15 歳未満のお子様のご参加はお断りしております。
2. ダイビングライセンスをお持ちの方のみのご案内となります。予約の際に証明書
をお見せください。
3. ご自身の健康状態と既往歴をふまえたうえで、ツアーへの参加可否をご判断
ください。
4. 下記に該当するお客様のご参加はお勧めいたしません。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、首・背中・膝・
肩を痛めている方、心臓病・喘息・糖尿病・てんかん・呼吸障害がある方、お
身体の不自由な方
5. 泳げないお客様のウォータースポーツ（シュノーケリング、ダイビング、水泳等）
が含まれるツアーへのご参加はお勧めしておりません。
6. 水に濡れる場合がございます。服の下に水着をご着用になり、動きやすい服
装と靴でご参加ください。また、タオルをお持ちいただくことをお勧めいたします。
7. ツアー内容は天候や波の状況で変更またはキャンセルになる可能性がござい

最少催行人数：6 名

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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GDCKB99NM チェルカンバワン バス送迎サービス

大人 SGD32
子供 SGD32

送迎サービスのお申し込みは船上でのみ承ります。送迎は寄港地観光ツアー出

所要時間：約 4 時間

発後となります。出発及び帰船時刻詳細につきましては船上の担当者にご確認く

（移動時間含む）

ださい。
ガイドなし

バス乗降場所はクリシュナ・オレオレです。片道約 30 分です。乗車時刻まで、市

食事なし

内観光をご自由にお楽しみください。
最少催行人数：35 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 3 月 5 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。

