GDR Summer Sailing as of 06 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 – 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。

サムイ
サムイはタイで2番目に大きい島で、ヤシの木が立ち並ぶビーチ、ココナッツ園、熱帯雨林の森、ラグジュアリーリゾートと高級スパ
などをお楽しみいただけます。
船から岸まではテンダーボート移動となります。

GDUSM80 サムイ オーダーメードツアー

リクエスト受け

サム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

所要時間：最長 8 時間

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

*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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GDUSM01MN サムイ ランドマークツアー – 食事なし

大人 SGD55
子供 SGD45



ビッグ・ブッダ：12メートルの高さの金の仏像が、ドラゴンで飾られた階段の

所要時間：約 5.5 時間

頂上に鎮座しています。仏教のお土産屋さんや、様々な金の仏像もご覧い

（移動時間含む）

ただけます。（ビッグ・ブッダまでは約70段の階段があります。ビック・ブッダの



台座から写真を撮ることができます）

ガイド付き

プライ・レーム寺：寺院の美術品は、何世紀も前の様式です。伝統文化の

食事なし

生きる証であり、タイの伝統建築に重要な影響を与えています。見どころは、
人目をひく観音様と笑い仏です。


チャウエン ビューポイント（写真撮影）：チャウエンのメインエリアを通り、
チャウエン湾を一望できるビューポイントで写真撮影をお楽しみください。（ビ

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。

ューポイントまでは約 30 段の階段があります。階段を上がらなくても撮影可
能です）


ヒン・タ ヒン・ヤイ：何百万年の風と波で削られた岩々が、人間の生殖器
のような形になりました。美しい海岸に巨大な岩々が立ち並び、岩の合間に
は浅瀬ができます。



ナムアンの滝：ジャングルに囲まれた滝。滝までの道には、スナックやお土産
を買える売店が並びます。（滝までは約 20 段の石の階段があります。階段
を降りなくても滝の写真をとることができます。）



セントラルフェスティバルモール：チャウエンビーチロードにある複合ショッピン
グ施設。ブランド服、アクセサリー、スーパーマーケット、屋外フードコート、レス
トランやバーがあります。

重要：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

最少催行人数：30 名

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

定員：100 名

遠慮ください。

*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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GDUSM02NM 観光＆ショッピングツアー – 食事なし

大人 SGD65
子供 SGD55



ビッグ・ブッダ：12メートルの高さの金の仏像が、ドラゴンで飾られた階段の

所要時間：約 5.5 時間

頂上に鎮座しています。仏教のお土産屋さんや、様々な金の仏像もご覧い

（移動時間含む）

ただけます。（ビッグ・ブッダまでは約70段の階段があります。ビック・ブッダの



台座から写真を撮ることができます）

ガイド付き

プライ・レーム寺：寺院の美術品は、何世紀も前の様式です。伝統文化の

食事なし

生きる証であり、タイの伝統建築に重要な影響を与えています。見どころは、
人目をひく観音様と笑い仏です。


中程度の運動

セントラルフェスティバルモール：チャウエンビーチロードにある複合ショッピン
グ施設。ブランド服、アクセサリー、スーパーマーケット、屋外フードコート、レス
トランやバーがあります。



ココナッツプランテーション：訓練を受けた猿たちがココナッツを集める様子を
ご覧いただけます。

重要：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

最少催行人数：30 名
定員：350 名

遠慮ください。

GDUSM03WM ジープとゾウに乗るアドベンチャー


大人 SGD120
子供 SGD110

ナムアンサファリパーク：浅瀬からジープに乗った後、熱帯雨林の中をゾウの

所要時間：約 5 時間

背に乗って移動します。ココナッツを収穫する猿も見ることができます。ゾウが

（移動時間含む）

パパイヤサラダを作るショーも。


食事：ゾウキャンプ内、現地レストランにてお食事をお楽しみください。

ガイド付き



クナラム寺院：即身仏が、瞑想の姿勢のまま安置されています。30 年経っ

食事付き*

ても腐ることなくそのままの姿を保っています。
中程度の運動

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

歩きやすい靴でのご参加をお勧め
いたします。

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.

下記に該当するお客様のご参加はお勧めいたしません。

3.

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

最少催行人数：15 名
定員：250 名

吸障害がある方、お身体の不自由な方

*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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GDUSM99NM チャウエン バス送迎サービス

大人 SGD25
子供 SGD25

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 4.5 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

バス乗降場所はチャウエンビーチです。乗車時刻まで、ビーチをご自由にお楽しみく

食事なし

ださい。



チャウエンビーチ：サムイ東海岸に位置する島内で一番発展した地域で、
沢山の観光客が訪れます。ビーチはホテルを通り抜けて利用することができま
す。ビーチ沿いにはレストラン、バー、お土産屋さん、ファストフード店、コンビニ
などが立ち並びます。セントラルフェスティバルモールまで 200 メートルありま
す。



チャウエンで約 3 時間自由時間をお過ごしいただけます。
最少催行人数：30 名

**ビーチアクティビティへ参加されるお客様は免責同意書へのご記入が必要で

定員：200 名

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 23 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。

