ワールド ドリーム
ショアエクスカーション
香港 – ダナン – ハロン湾 - 香港
ベトナムクルーズ
（2018 年 7 月 29 日 ～ 2018 年 11 月 23 日）
※中国語ガイドとなります。
ダナン
ダナンはベトナム中部最大の都市で、フランス植民地時代の港として栄えた豊かな歴史を誇ります。文化・美食愛好家にとって
は魅力あふれる楽園です。美しいビーチ、古代村落、伝統的交易村落等に魅かれて世界中から多くの観光客が訪れます。

WDDAN80 ダナン&ホイアン オーダーメイドツアー

リクエスト受け

ダナンとホイアン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 7.5 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

WDDAN01WM ホイアン＆ダナン ハイライトツアー
- 食事付き

大人 HKD740
子供 HKD530



チャム彫刻博物館：8 世紀の石像がチャム族の歴史を物語ります。

所要時間：約 7.5 時間



五行山洞窟探検：大理石と石灰岩でできた連山が、金、木、水、火、土と

（移動時間含む）

五行の名を冠しています。天国と地獄の洞窟では岩壁に彫られた多くの仏



壇を拝むことができます。

ガイド付き

古都ホイアン（ユネスコ世界文化遺産）：15 世紀～19 世紀の東南アジ

食事付き*

アの貿易港の街並みが非常によく保存されています。建物や通りの設計には
土着及び外国文化の影響が見られ、世界遺産にふさわしいユニークな雰囲
気を醸し出しています。


ドラゴン・ブリッジ＆ミーケービーチ（撮影スポット）：美しい景観が見どこ
ろです。



特産品店：コーヒー、カシューナッツ、工芸品などの名産品をお買い求めいた
だけます。

中程度の運動
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。
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。

WDDAN02WM ダナン史＆ペディキャブ体験ツアー
- 食事付き




大人 HKD680
子供 HKD460

リンウン寺：ダナン最大のお寺で、蓮華座に立つ全長 67m の観音像が有

所要時間：約 6 時間

名です。

（移動時間含む）

ペディキャブ（人力三輪車）：昔ながらの人力による交通手段をご体験い
ただけます。

ガイド付き

ダナン博物館：ダナン及び周辺地域の歴史・文化に関する 2,500 点以上

食事付き*

の文書、写真、展示品を蔵する博物館です。


ミーケービーチ（撮影スポット）：ビーチを眺めながら飲むココナッツジュース
は格別です。



特産品店：コーヒー、カシューナッツ、工芸品などの名産品をお買い求めいた
だけます。

重要：リンウン寺へは 150 段ほどの階段を上ります。

WDDAN03WM ホイアン文化体験ツアー - 食事付き


中程度の運動
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。
最少催行人数：35 名
大人 HKD680
子供 HKD460

古都ホイアン（ユネスコ世界文化遺産）：15 世紀～19 世紀の東南アジ

所要時間：約 6 時間

アの貿易港の街並みが非常によく保存されています。建物や通りの設計には

（移動時間含む）

土着及び外国文化の影響が見られ、世界遺産にふさわしいユニークな雰囲



気を醸し出しています。

ガイド付き

ホイアン市場観光＆ショッピング：ホイアン散策とお買い物をご自由にお楽

食事付き*

しみください。


ドラゴン・ブリッジ＆ミーケービーチ（撮影スポット）：美しい景観が見どこ

中程度の運動

ろです。


特産品店：コーヒー、カシューナッツ、工芸品などの名産品をお買い求めいた
だけます。

重要：港から古都ホイアンへは片道 1 時間ほどかかります。

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。

WDDAN04WM ベトナム料理体験ツアー – 食事付き

大人 HKD840

このツアーでは、調理技術、ローカルハーブ及びスパイスの活用法、材料の選び方

所要時間：約 7.5 時間

等、ベトナム料理の繊細な魅力をお伝えします。

（移動時間含む）

ホイアンへ車で移動後ボートで市場に行き、ベトナム料理の材料と新鮮な食材の
選び方について学びます。その後レストランで実績あるシェフのガイドの下、サマーロ

ガイド付き

ール、ライムリーフ風味グリルチキン、バナナの花サラダ、エビのキャベツ巻スープ等を

食事付き*

実際に調理します。ランチはご自身で作ったベトナム料理をお楽しみください。


古都ホイアン（ユネスコ世界文化遺産）：15 世紀～19 世紀の東南アジ
アの貿易港の街並みが非常によく保存されています。



特産品店：コーヒー、カシューナッツ、工芸品などの名産品をお買い求めいた
だけます。

重要：12 歳未満のお子様にはご参加いただけません。

中程度の運動
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。
最少催行人数：20 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。

WDDAN05WM バナヒルズ探索ツアー – 食事付き

大人 HKD980
子供 HKD780



バナヒルズリゾート：海抜約 1,500m に位置するバナヒルズでは、涼みな

所要時間：約 7.5 時間

がら南シナ海及び周辺の山々の絶景を満喫できます。

（移動時間含む）

1920 年代に建てられた仏風リゾートが、フランス村、仏教文化エリア、ホテ
ル、バーへと修復、改築されました。それぞれ庭園を有し、過去 50 年間にフ

ガイド付き

ランス人が残していった高貴な花々が彩ります。ギネス認定を受けたロープウ

食事付き*

ェイ（山頂まで 20 分）では周辺の森林や山々の絶景が待っています。リン
ウン寺に参詣し、フランス村を散策した後は、中世の様子を再現したセラーで
ワインの試飲ができます。バナヒルズ・ファンタジーパークはあらゆる年代の方
にお楽しみいただけます。


愛の桟橋＆鯉の滝登り像（撮影スポット）：ハン川の東に位置するこの
橋は、至る所に南京錠がかけられ、若者に人気の観光地となっています。龍

中程度の運動
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。

に変化する鯉の石像の隣にあり、涼みながらドラゴン・ブリッジとソンハン橋を
眺めることができます。


特産品店：コーヒー、カシューナッツ、工芸品などの名産品をお買い求めいた
だけます。

重要：
-

天候及び技術上の理由によりロープウェイが運転見合わせとなった場合
は、ツアーはキャンセルとなります。

-

港からバナヒルズへは片道 1 時間ほどかかります。

最少催行人数：35 名

WDDAN99NM ダナン バス送迎サービス

大人 HKD180

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ツアー担当者にご

（移動時間含む）

確認ください。
ガイドなし

バス乗降場所はチュンブオン・スクエアです。片道約 30 分かかります。乗車時刻

食事なし

まで、市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。

重要：
1. ショアエクスカーションの代金は香港ドル（HKD）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、ツアーをキャンセルする権利を有します。
14. 掲載内容は印刷時のものです。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
搬送費用
6 か月以上
US$ 5,000（免責額 US$ 50/件）
US$ 5,000（免責額 US$ 50/件）
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内容を最終決定とし
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。

*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。

