GDR Summer Sailing as of 03 Apr 2018

ゲンティン ドリーム
ショアエクスカーション
2 泊 3 日 シンガポール – ポートクラン – シンガポール
3 泊 4 日 シンガポール – プーケット - 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。

プーケット
船から岸まではテンダーボート移動となります。

GDPHU80 プーケット オーダーメイドツアー

リクエスト受け

プーケット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

GDPHU09NM プーケット キャバレーショー– 食事なし


大人 SGD80
子供 SGD60

サイモンキャバレーショー：美しいサイモンキャバレーのキャストが、巧みなダン

所要時間：約 4 時間

ス、きらびやかなコスチューム、素晴らしい音楽と照明でタイ国内でも他に類

（移動時間含む）

を見ないブロードウェイ並みのステージで観客を魅了します。


ジャンクセイロンショッピングモール：パトンビーチにあるこのモールにはロビン

ガイド付き

ソン百貨店とビッグ C スーパーのほか 200 以上の店舗が入っており、衣料

食事なし

品、サングラス、土産物、電化製品等を販売しています。
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。
最少催行人数：30 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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GDPHU10NM プーケット サイアムニラミットショー– 食事なし

大人 SGD110
子供 SGD90



サイアムニラミット（ゴールデンシート）：100 人以上のパフォーマー、贅沢

所要時間：約 4 時間

な衣装と見事な舞台セットが必見の豪華なショー。特殊効果と最新技術が

（移動時間含む）

使われた舞台は、リアルで刺激的な体験です。
ガイド付き
食事なし
中程度の運動
最少催行人数：30 名

GDPHU11WM プーケット ムエタイ試合観戦


大人 SGD130

ムエタイ試合観戦（2 時間）：タイで最も有名なスポーツの一つ、ムエタ

所要時間：約 5 時間

イ。世界中から集まった選手がタイの武術を披露します。エキサイティングな

（移動時間含む）

空気の中で、ムエタイボクシングの試合をお楽しみください！


ジャンクセイロンショッピングモール：パトンビーチにあるこのモールにはロビン

ガイド付き

ソン百貨店とビッグ C スーパーのほか 200 以上の店舗が入っており、衣料

食事付き*

品、サングラス、土産物、電化製品等を販売しています。
中程度の運動
年齢制限があります。
最少催行人数：30 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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GDPHU12WM プーケット ファンタシーテーマパークとショー

大人 SGD130
子供 SGD110



プーケットファンタシー（ゴールデンシート）：タイの異国情緒あふれ

る伝統にひらめきを得た、世界クラスのエンターテイメントショー。タイの美しさと

所要時間：約.5 時間
（移動時間含む）

古来の伝統を最新の舞台効果で表現しています。フェスティバルビレッジで
は、タイの伝統的なアートとクラフトの驚きの実演販売を見ることができます。

ガイド付き

プーケットファンタシーの中心から、パレスオブエレファントまでを歩きながら、ス

食事付き*

トリートショー、ゲーム、ショッピングをお楽しみいただけます。パレスオブエレファ
ントは、ラスベガススタイルのシアターショー。最新技術と特殊効果がタイの神
話を盛り上げます。神秘と魔法のエンターテイメントはご家族でお楽しみいた
だくのにぴったりです。

中程度の運動
滑りにくい靴でのご参加をお勧め
いたします。

重要：
1, お体の不自由なお客様に、段差の少ない席をご用意できますので、必ず事前
にお知らせください。
2, シアター内でのビデオ、写真撮影は禁止されております。

GDPHU13NM ラム酒製造所見学とパトンナイトマーケット


シャロンベイ ラム酒製造所：プーケットでただ一つの醸造所にてモヒー

ト、自家製シロップ、さとうきびジュース、様々なスタイルのラム酒をお試しいた

最少催行人数：30 名

大人 SGD75
子供 SGD75
所要時間：約.5 時間
（移動時間含む）

だけます。ガイド付きツアーでは工場の施設を巡りながら、国際的な賞の受
賞歴のあるラム酒の製造過程ご説明いたします。


マリンプラザナイトマーケット：様々な地元料理やお菓子をお求めいた

ガイド付き
食事なし

だくことができ、またバーやカフェもございます。地元マーケットと市場の並ぶ活
気溢れる場所です。


バングラロード：ネオンライトに賑やかな音楽とビール。400 メートルに

わたるバングラロードはプーケットのナイトライフにおける総本山です。いくつもの
小道が枝分かれしており、無数のバーやお店が軒を連ねています。
重要：
18 歳未満の方へはノンアルコールドリンクのご提供となります。

中程度の運動
滑りにくい靴でのご参加をお勧め
いたします。

最少催行人数：15 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
US$ 5,000
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。

