
有効期間: 2019年4月1日～2019年9月30日

※値上げやレートの変動等により、予告なく料金の見直しをさせて頂く可能性がございます。

※子供料金は2歳以上12歳未満

※催行状況や交通状況により観光順序や観光時間が若干変わることがございますので予めご了承ください



大人
子供

(2-11歳)

幼児

(2歳未満)

シンガポール、セントーサ島ホテル宿泊者用OP

1 ○ 昼 - ¥6,500 ¥3,700 n/a

1 ○ 昼 - ¥9,600 ¥7,200 n/a

2 ○ 昼 - ¥12,400 ¥10,000 n/a

2 ○ 朝 - ¥11,600 ¥9,200 n/a

2 ○ - - ¥12,000 ¥9,600 ¥7,300

2 ○ 昼

毎週土曜,

4/18-21,

5/1,

5/18-20,

6/4-6

¥13,300 ¥11,800 n/a

2 ○ 夕 - ¥16,100 ¥14,100 ¥9,800

2 ○ - - ¥15,300 ¥13,200 ¥8,100

2 不可 昼 - ¥20,300 ¥15,300 ¥7,300

2 ○ 昼

毎週土曜,

4/18-21,

5/1,

5/18-20,

6/4-6

¥17,000 ¥15,300 n/a

2 ○ 夕 - ¥14,100 ¥10,700 ¥9,000

NEW 1 ○ 夕 - ¥14,500 ¥10,800 n/a

1 不可 夕 ¥12,000 ¥10,700 n/a

1 ○ - - ¥8,800 ¥7,900 n/a

NEW 2 ○ 夕 - ¥17,400 ¥14,900 n/a

2 ○ ラクサ 旧正月期間 ¥7,900 ¥7,200 n/a

2 ○ 軽食 - ¥7,900 ¥7,200 n/a

2 ○ 夕

旧正月期間は

+￥2,000/PAX

(大人・子供同額)

¥11,700 ¥9,300 n/a

2 ○ 夕 旧正月期間 ¥15,300 ¥12,000 n/a

■キャンセル規定
催行日の5日前から50%、4日前以降は100％チャージ　

※＜専用車で巡る＞プレミアムツアーは　催行9日前から100%チャージ

※ビンタン島日帰り観光は　催行日16日前から50%、5日前から100%チャージ

※土日、日本・シンガポールの祝日(4/19,5/1,5/19-20,6/5,8/9,8/11-12)はキャンセル日にカウントされません。　

※弊社営業時間後のご連絡は翌日扱いになります

ナイトサファリツアー(夕食なし)

ビンタン島日帰り観光（昼食付）～ニルワナビーチ

※予約時にPPT番号と発行日、生年月日要

ユニバーサル・スタジオ・シンガポールと

シー・アクアリウム入場券(往路送迎付)

ユニバーサル・スタジオ・シンガポールと

ウイングス・オブ・タイム

プレミアム・ナイトリバークルーズツアー(ミシュラン受賞の夕食付き)

クラークキー・ナイトツアー

シンガポール・トライショー観光

カトンエリア・プラナカンツアー

リバーサファリとナイトサファリツアー(ブッフェディナー付き)

世界遺産マラッカ日帰り観光

コード

オプショナルツアー＜混乗＞

NSFB

(S058)

到着後の

申し込み可否

日本申込み/日本払い
最少催

行人数
食事

不催行日

(予告なく追加

変更となる場

合があります)

HBINT

(S010)

HMALA

(S011)

SEND

(S024)

NSLB

ナイトサファリツアー(ビュッフェの夕食)

ナイトサファリツアー

(ブラックペッパーロブスタープレートとビュッフェの夕食付)

ツアー名

まるごとセントーサ島観光（ブッフェディナー付き）

CTYAA

DSENO

(S087)

JBAW

(S014)

USOS

(S063)

1WRWS

ZRSL

ZOOBO

SS-CL

ジョホールバル日帰り観光

どきどきセントーサ島観光

シンガポール動物園満喫ツアー（オラウータンとの朝食付き）

LAILAI シンガポール半日観光

シンガポール動物園とリバーサファリ

シンガポール・カラフル観光

DQRC

PNCRU

RNSFB

TRIS

(S049)

NSFN

KATON



オプショナル詳細

OPコード OPツアー名 所要時間
最小催行

人数
食事 ガイド 送迎

CTYAA LAILAI シンガポール半日観光 約5時間 1人 昼 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

8:00～9:00頃 ホテル出発

カトン地区観光(車窓)、その後シンガポール国立競技場（車窓）、ラッフルズ卿上陸地点（下車/約15分）、マーライオン公園（下車/約30分）

タンジョンパガー散策 (下車/約30分)  、マリーナベイサンズのプロムナードで自由行動(約30分)、

ドリアンの形した「エスプラネード劇場」 とサンテックにある「富の噴水」を観光（車窓）、チャイナタウン散策

お食事後、DFSへ

13:15～14:15頃免税店『T Galleria By DFS』で解散

備考／注意事項

SS-CL シンガポール・カラフル観光 約5時間 1人 昼 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

8:30～9:00頃 ホテル発

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイへ入場(約1時間）※クラウドフォレスト or フラワードームのいずれか(入場45分）+　OCBCスカイウェイ（15分/希望者は入場）

マーライオン公園（下車/約30分）、チャイナタウン（散策/約30分）、Spice Brasserieでのシンガポールセットのランチ、リトルインディア（散策/約30分）

アラブストリート（散策/約30分）

14:30頃 マリーナ・ベイ・サンズで解散

備考／注意事項

シンガポール

シンガポールの定番観光地を効率よく半日で回る一番人気の市内観光。フォトジェニックでカラフルなカトンエリア、またマーライオンなどにお連れします。

昼食はシンガポールの屋台・ホーカーでの昼食付！お好きなメニューを選べます。

★当ツアーのおススメポイント★

1. 公共交通機関では行きにくいカトンエリアも見れる！

2. シンガポール人気観光地のマーライオンや富の噴水などを半日で回れる！

3. 20店舗以上あるお店から自由に昼食を選べる！

大人気のシンガポール半日市内観光！旅のスタートはカラフルなプラナカン建築を見にカトンエリアへ。フォトジェニックなショップハウスを車窓から見学します。

その後はラッフルズ卿上陸地点、マーライオン、ショップハウスが美しいタンジョンパガー周辺などを効率よく回ります。 昼食はシンガポールで人気のホーカー（屋台）にて。

お一人様S$10分の食事券つきで、約20件ある屋台からお好きな料理を選んでいただけます。

屋台 一例：チキンライス、シーフードBBQ、ホッケンミー、バクテー等々

ツアーの解散場所はオーチャードエリアにある免税店、DFS。ツアー後はオーチャードでお買い物、また夕方からのツアーに参加していただくことも可能です！

※催行状況や交通状況により観光順序や観光時間が若干変わることがございますので予めご了承ください。

※チャイニーズニューイヤー（旧正月）期間中は、昼食場所変更の可能性がございますので予めご了承ください。

※マーライオン公園にある『マーライオン像』の清掃・メンテナンス等がある際は、ご覧いただけない場合がございますので予めご了承ください。

　清掃・メンテナンス等は予告なく行われる場合がございます。

※ラッフルズ卿像が改装中の場合、代案として「ヴィクトリアシアター＆コンサートホール」へご案内致します。

シンガポール1カ国で様々な国の文化を体験できます。ランチもオリジナルのランチボックス。ラクサ・サテイ・チキンライスなどシンガポール人気メニューを1回で楽しめます。また人気観光

地のガーデンズ･バイ･ザ･ベイにもお連れし、世界最大級の室内ドームを見学します。

★当ツアーのおススメポイント★

1. 3つの異なる文化を半日で楽しめる！

2. ランチはシンガポールの人気料理を一度に楽しめる！

3. マリーナ･ベイ･サンズ解散のためツアー後もマリーナエリアで観光できる！

シンガポールの特徴として忘れてはいけないことは、様々な人種・文化が存在し、様々な体験ができるということ。

このツアーでは、チャイナタウン・リトルインディア・アラブストリートにもお連れするため、半日の観光で様々な文化を目にすることができます！

もちろん昼食もシンガポールのいいとこどり。名物料理のラクサ・サテイ・チキンライスなどが入ったオリジナルランチが楽しめます！

マリーナ・ベイ・サンズでツアー解散のため、ツアー後はマリーナ･ベイ･サンズで散策することもできます。

※現地事情により訪問場所の順番が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※マーライオン公園にある『マーライオン像』の清掃・メンテナンス等がある際は、ご覧いただけない場合がございますので予めご了承ください。

　清掃・メンテナンス等は予告なく行われる場合がございます。

※下記2019年のガーデンズバイザベイ内施設メンテナンスのスケジュールとなります。

　・CLOUD FOREST(クラウド・フォレスト):

　　2019年 1/14 2/11 3/4 4/8 5/27 6/24 7/22 8/26 9/23 10/14 11/11 12/9

　・FLOWER DOME(フラワー・ドーム):

　　2019年 1/15 2/12 3/5 4/9 5/28 6/25 7/23 8/27 9/24 10/15 11/12 12/10

　・OCBC SKYWAY(OCBCスカイウェイ):

　　2019年 1/7 2/18 3/11 4/15 5/13 6/10 7/8 8/5 9/9 10/7 11/4 12/2

※日程は予告無しに変更となる可能性がございます。

※旧正月(☆)期間中は追加料金が発生いたします。(☆旧正月は通常1月～2月の間になります)

チャイナタウンフードストリートの屋台風のお店でチキンライスや福建麺など、お好きなシンガポール料理をお選びいただけます。(食事約50分)



ZRSL シンガポール動物園とリバーサファリ 約7.5時間 2名 昼 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

8:30頃 ホテル発

9:00頃 シンガポール動物園着⇒園内散策

9:30頃 トラム乗車

10:30頃 アニマルショー『Splash Safari』鑑賞《約30分》

11:30頃 アニマルショー『Elephant of Asia』鑑賞《約30分》

12:15頃 リバーサファリへ移動して、昼食（中華料理のセットメニュー）

可愛いパンダパオ(餡子入り)とソフトドリンク付(1名様1個のみ・お持ち帰り可能）

13:00頃 自由散策（パンダとマナティはお見逃しなく!）

14:15頃 リバーサファリ発

15:00頃 免税店『T Galleria By DFS』着

備考／注意事項

ZOOBO シンガポール動物園満喫ツアー（オラウータンとの朝食付き） 約6.5時間 2名 朝 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

8:00～8:30頃 ホテル発

9:00頃 シンガポール動物園着

9:15頃 ゾウさんの餌やりを見学

9:30頃 オランウータンを見ながら朝食(軽食のため、ホテルで食べてこられる事をオススメします）

10:30頃 アニマルショー『Splash Safari』鑑賞(約30分)

11:30頃 アニマルショー『Elephant of Asia』鑑賞(約30分)

12:00頃 トラムに乗車し、園内を散策

13:00頃 自由散策

14:15頃 シンガポール動物園を出発

15:00頃 免税店『T Galleria By DFS』にて解散

備考／注意事項

ここは世界でも珍しい檻のない動物園です。沢山の動物たちが間近にお客様を迎えてくれる体験は新鮮だと思います。ツアーのオススメは何といっても至近距離まで来てくれるオラン

ウータンとの朝食や、アニマルショー見学そしてトラムに乗車して園内をくまなく散策したりと盛りだくさんです。急ぎ足ではなくたっぷり動物たちと楽しめる動物三昧の内容となっておりま

す。

是非ともシンガポールの旅の思い出にご参加くださいませ。

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。

※天候等の理由によりアニマルショーの内容は変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。その場合の代替アトラクション、返金はございません。

※朝食はホテルよりもバラエティが少ないため、ホテルで食べて来られることをオススメします。

※オランウータンとの朝食では、テーブルの指定ができません。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

※ゾウさんの見学時、お客様も餌やりができますが有料になります。

世界でも珍しい檻のない動物園として有名なシンガポール動物園。アニマルショーや珍しい動物との出会いは思い出に残る体験です。また、動物園のあとには新たにオープンしたリバー

サファリへ。アジアで初、唯一川をテーマにしたリバーサファリ。世界を代表する大河の生態系の展示種類は世界最大規模となり、淡水および陸生の動物を至近距離で観察することが

でき、世界にある８つの大河を一箇所で体験できます。

★当ツアーのおススメポイント★

1. 世界でも珍しい檻のない動物園と世界の大河をイメージしたリバーサファリを一度に楽しめる!

2.中華料理のランチ付き!

お持ちの携帯電話で無料のWiFiアクセスと「River Safari Adventure Buddy」のアプリがダウンロードできます。(iphoneのみ対応)興味のある方はぜひ入園時使ってみてくださ

い。

リバーサファリ初のショー「Once upon the River(川の物語)」が11:30,14:30,16:30に開演いたします。

ショー主役のカピバラに餌やりもできます。興味のある方は是非♪

※パンダパオとセットのソフトドリンクはスプライト又はコーラの選択のみです。

※天候などの理由によりアニマルショーの内容は変更・中止となる場合がありますが、中止の場合でも、代替アトラクションならびにご返金等はございませんので予めご了承ください。

※こちらのツアーにはリバーサファリでのボート乗船体験は含まれておりません。ボート乗船料金は、大人S$5・子供S$3となっており、人数制限があるために週末や祝日は長時間並ぶ

ことや、最悪乗れない場合もごさいます。

※リバーサファリ内のアトラクションAmazon River Quest　Boat RideとReservoir cruiseが、メンテナンスのため急遽運行が中止となる場合がございます。

※こちらのオプショナルツアーに2つの船アトラクションは組み込みではないため、ツアーは催行いたします。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。



DSENO どきどきセントーサ島観光 約2時間 2名 なし 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

9:00頃 ホテル出発

10:00頃 マウントフェーバー着。ケーブルカーにてセントーサ島へ。

10:30頃 マーライオンタワー見学《約30分》

11:00頃 マリンライフパーク内、シー・アクアリウムにて解散

備考／注意事項

JBAW ジョホールバル日帰り観光 約6時間 2名 昼 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

7:30頃 ホテル出発

9:15頃 アブ・バカールモスク（外観）見学 ※2017/03/18～修復終了日未定はアブバカールモスクが修復工事に入ります。

10:15頃 マレー文化村 (約2時間)　※石鹸作り、マレーシア名物テータレック、ロティチャナイ作り見学、参加型マレー民族舞踊観賞

12:30頃 現地名産の水晶や錫製品、ナマコ石鹸などのお土産コーナーご案内後、昼食会場へ出発

12:45頃 ホテルでの豪華ビュッフェ昼食 (約1時間)

14:00頃 シンガポールへ向け出発

15:00頃 免税店『T Galleria By DFS』ご到着後、解散

備考／注意事項

シンガポール南部に位置するマウントフェーバーからロープウェイで絶景を楽しみながらセントーサ島に渡ります。数あるマーライオンの中でも最大級の1体を訪れて記念撮影をお撮りいた

だきます。東南アジア最大級の水族館「シーアクアリウム」チケットをお渡ししツアー終了、自由行動です。

★当ツアーのおススメポイント★

1.マウントフェーバーからロープウェイで絶景を楽しむ！

2.シンガポール最大のマーライオンと記念撮影！

＜ロープウェイについて！＞マウントフェーバーからセントーサ島まで約20分の空の旅をお楽しみください。

＜セントーサ島マーライオンについて！＞政府公認マーライオンは全部で5体います。ここの1体は中でも飛びぬけて巨大なため、頭と口の部分が展望台になっており記念撮影ができま

す。

＜シーアクアリウムについて！＞ 東南アジア最大級のこちらの水族館には全体で800種類、合計10万匹以上の海の生き物が生活しており、なんといってもメイン水槽の迫力は圧巻

です。

　幅36メートル高さ8.3メートル厚さ70センチメートルの水槽には、何種類のもサメやエイ、大型のロウニンアジの群れ、希少種も泳ぐ約200匹のサメの水槽、全長8メートル体重2トン

※シー・アクアリウムの営業時間等、最新の情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。

SEAアクエリアム：http://www.rwsentosa.com/language/en-US/Homepage/Attractions/SEAAquarium

※ケーブルカーがメンテナンス等で急遽運営しない場合はバスでの送迎となります。

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

日本では体験できない車で橋を越えての国境越え！マレーシア最南端の街ジョホールバルへお連れします。 そこは異国情緒溢れたイスラムの別世界。数あるマレーシアモスクの中でも

最も美しいと言われているアブ・バカール・モスクに立ち寄ります。その後マレー文化村ではマレーシアの伝統舞踊の観賞・名物ドリンクのテータレックロティチャナイ作り見学（体験あり）

など、シンガポールとは一味違う世界を体験することができる充実の日帰りツアーです。

★当ツアーのおススメポイント★

1. マレーシアの伝統文化体験！

2. フォトジェニック！ブルーモスクで記念撮影！

シンガポールにいながらマレーシアの伝統文化を体験できます。

・マレーの住居（モデルハウス）を見学　・吹き矢体験　・ロウソクを使った布染め体験　・伝統舞踊観賞　・名物ドリンクのテータレ（ミルクティーのような甘いドリンク）

昼食はブッフェ形式でお楽しみいただきます（・マレーシア料理 ・インド料理 ・中華料理）お食事の後はシンガポールのホテルまで送迎致します。 マレーシアの税関は大変混み合いま

す。

ピーク期に当たる際はお戻りがやや遅くなることがございますので予めご了承ください。 また、お手洗いに行くことが難しいのでこまめにお立ち寄りすることをオススメします。

※2017/03/18～修復終了日未定はアブバカールモスクが修復工事に入ります。外観の一部に足場が組まれている場合がございます。

※交通渋滞など当地の事情により観光の順序などが変更となる場合がございますので予めご了承ください。また税関や交通渋滞により終了時刻が大幅に遅くなる場合がございますの

で予めご了承ください。

※各ツアーの時間は、あくまでも目安のお時間です。

※ジョホールバールはマレーシアになりますので、6ヶ月以上有効期間があるパスポートと、シンガポールの出国カードが必要です。日本国籍以外の方はビザの有無にご注意ください。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。　※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。

【ツアー不催行日】

2019年4/18-21,5/1,5/18-20,6/4-6　※税関や渋滞などで大変込み合うため、土曜日は販売しておりません。不催行日は予告なく追加・変更になります。



USOS ユニバーサル・スタジオ・シンガポールとウイングス・オブ・タイム 約12時間 2名 夕 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

8:30～9:00頃 ホテル出発

10:00頃 ユニバーサル・スタジオ・シンガポール着、フリータイムをお楽しみ下さい（ガイドは入場しませ

17:30頃 ユニバーサル・スタジオ・シンガポールのメインエントランスエリアでガイドと合流⇒ウェーブハウスへご案内

18:15頃 ウェーブハウスでの夕食

19:40頃 ウィングス・オブ・タイム鑑賞

20:10頃 セントーサ島発、ホテルへ

21:00頃 ホテル到着

備考／注意事項

1WRWS ユニバーサル・スタジオ・シンガポールとシー・アクアリウム入場券(往路送迎付) 約5時間 2名 なし 日本語 往路のみ

ツアー特徴

スケジュール

8:30～9:00頃 ホテル出発

9:30頃 リゾート･ワールド･セントーサ着

9:45頃 シー・アクアリウム™をお楽しみください（SKYhubのお客様は通常より15分前の入場が可能）

ユニバーサルスタジオシンガポール™をお楽しみください

※セントーサ島からはご自身にてホテルにお戻りください

備考／注意事項

HBINT ビンタン島日帰り観光（昼食付）～ニルワナビーチ 約11時間 2名 昼 日本語・英語 あり

ユニバーサルスタジオシンガポールでフリータイム。ご夕食は海辺でイタリア料理のレストランにお連れします。

光のショーウイングスオブタイム観賞の後は復路送迎が付いておりますのでお泊りのホテルまでお送り致します。

★当ツアーのおススメポイント★

1.ユニバーサルスタジオシンガポール入場券付き！

2.ウイングスオブタイムのミュージカルショーを観賞！

＜ユニバーサルスタジオシンガポールについて！＞

子供から大人までが楽しめる東南アジア初の本格テーマパークです。日本には無いアトラクションの数々をお楽しみください！ハリウッド映画や人気アニメ、未来都市をテーマにした7つの

ゾーンに分かれております。ミニオンやマダガスカル、シュレックの世界に入り込もう。かわいいお土産は必見です。トランスフォーマーやジュラシックパーク、セサミストリート、古代エジプトの

絶叫系アトラクションで思いっきり遊びましょう！

＜ウイングスオブタイムについて！＞

ショーは屋外のビーチ沿い特設会場にて行われます。潮風を浴びながら光のアートをお楽しみください。水、音、花火、レーザー光線が夜空に飛び交う大迫力のスペクタクルショーです。

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。

※雷雨などの事情によりウィングス・オブ・タイムが中止となる場合がございます。その場合は、代替のアトラクションならびにご返金等は出来ませんので予めご了承ください。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

東南アジア最大級の水族館「シーアクアリウム」の優先入場特典をご利用いただけます！

★当ツアーのおススメポイント★

1.シーアクアリウム入場券(SKYhub限定 15分前優先入場特典付き)

2.ユニバーサルスタジオシンガポール入場券

3.ホテルからリゾート･ワールド･セントーサまでの片道送迎付き

＜シーアクアリウムについて！＞

特典利用で混雑する前にひと足先に入場し、ほぼ貸し切りの状態でお楽しみいただけます！水族館には全体で800種類、合計10万匹以上の海の生き物が生活しており、

なんといってもメイン水槽の迫力は圧巻です。幅36メートル高さ8.3メートル厚さ70センチメートルの水槽には、何種類のもサメやエイ、大型のロウニンアジの群れ、希少種も泳ぐ約

200匹のサメの水槽、

全長8メートル体重2トン弱のマンタなどなど見ごたえたっぷりです。

＜ユニバーサルスタジオシンガポールについて！＞

子供から大人までが楽しめる東南アジア初の本格テーマパークです。日本には無いアトラクションの数々をお楽しみください！

ハリウッド映画や人気アニメ、未来都市をテーマにした7つのゾーンに分かれております。ミニオンやマダガスカル、シュレックの世界に入り込もう。かわいいお土産は必見です。

トランスフォーマーやジュラシックパーク、セサミストリート、古代エジプトの絶叫系アトラクションで思いっきり遊びましょう！

※復路送迎はございませんので、お戻りはご自身でタクシー又はモノレールをご利用ください。

※シー･アクアリウム™とユニバーサル･スタジオ･シンガポール™営業時間は予告無く変更になる場合がございます。

　　最新の情報はオフィシャルウェブサイトをご確認ください。

USS - http//www.rwsentosa.com/Homepage/Attractions/UniversalStudiosSingapore

シー・アクアリウム - http://www.rwsentosa.com/language/en-US/Homepage/Attractions/SEAAquarium

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。



ツアー特徴

スケジュール

8:30頃 ホテル出発（送迎中にフェリーバウチャーをお渡しします）

11:10頃 フェリーにてビンタン島へ（日本語ガイドは同乗しません）

フェリーターミナルからマヤンサリリゾート（ニルワナビーチクラブ内）へ（ニルワナ・ビーチクラブのホテルスタッフがバスにて）

自由時間(お好きなマリンスポーツ3つのうち１つ選べます★＆昼食)

16:30頃 マヤンサリリゾート（ニルワナビーチクラブ内）からフェリーターミナルへ（ニルワナ・ビーチクラブのホテルスタッフがバスにて）

フェリーにてシンガポールへ（ホテルスタッフは同乗しません）

19:35頃 フェリーターミナル着。その後、日本語ガイドがホテルへご案内します。

備考／注意事項

HMALA 世界遺産マラッカ日帰り観光（ニョニャ料理の昼食付き） 約12時間 2名 昼 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

7:30頃 ホテル出発

12:30頃 マラッカ到着後、昼食

13:35頃 昼食後、マラッカ市内散策へ向かいます。

オランダ広場、キリスト教会、王宮博物館、セントポール教会、サンチャゴ砦、雑貨店などご案内します。

16:30頃 マラッカ市内出発（マレーシアとシンガポールの出入国手続き）

21:00頃 シンガポール着、ホテルへご案内いたします

備考／注意事項

SEND まるごとセントーサ島観光（ブッフェディナー付き） 約6時間 2名 夕 日本語 あり

ツアー特徴

シンガポールからフェリーで45分の人気リゾートビンタン島にお連れします。到着後はニルワナ・ビーチクラブでマリンスポーツをお楽しみ下さい。リゾートをゆったりと満喫することもオススメで

す。

現地(ビンタン島)では3つのアクティビティから1つをお選びいただきご参加いただけます。

①シュノーケル(60分)[7歳以上]　②ブギーボード(60分)[7歳以上]　③カヤック(60分)[5歳以上(両親同伴)]　　※他のアクティビティーは別料金となります。

ランチはマヤンサリリゾート内のSPICE RESTAURANTにてお召し上がり頂きます。海がとってもきれいです。南国の木々を見ながら浜辺で過ごすお時間はきっと素敵な思い出になると

思います。

※事前手配が必要なため、シンガポール到着後の販売はできませんので予めご了承ください。

※予約時参加者全員のパスポートのお名前、パスポート番号、パスポート有効期限、国籍、生年月日が必要です。

※ツアー当日、6ヶ月以上有効(日本国籍の場合)のパスポートと、シンガポール入国の際に係員から受け取る「出国カード」が必要です。(2015/09/05より日本国籍の入国VISA

は無料)

※ビンタン島到着後「ニルワナガーデンズ　ビンタン日帰りパッケージ」の看板を持ったホテルスタッフをお探しください。

　　見つからない場合フェリーターミナルロビー内の「NIRWANA GARDENS」のツアーデスクへお越しください。

※タオル、水着、サンダルなどの貸し出しはありません。

※シャワーや貴重品用のロッカーはマリンアクティビティーを行う建物がカラフルな施設の近くにあります。

※全てのマリンスポーツは天候や季節(特に11月～3月のモンスーン時期)によりご利用いただけない可能性もあります。

※ビンタンフェリーターミナルまでの送迎バスはマヤンサリリゾートから16:30(ビンタン島時間)に出発しますので、16:15にはマヤンサリリゾートのロビーへご集合下さい。

　　遅れた場合タクシーご実費にてビンタンフェリーターミナルへご移動いただきます。

※お客様のご都合によりお帰りのフェリーを早めたり遅くされた場合は、シンガポールご到着後ホテルまでの送迎は付きません。

※国際船のため2歳未満のお客様も幼児代金$59(フェリー代金含む)が必要です。

※料金には燃料税お1人様S$10、ビンタン島港湾施設使用税お1人様S$2が含まれておりますが、フェリー会社や政府の都合により予告なく変更になった場合、別途追加となりま

す。

2008年に世界遺産に登録されたマレーシアの古都・マラッカを訪れるツアー。ポルトガル植民地時代の名残りをとどめた様々な歴史的建造物を巡るバスツアーです。

観光客でにぎわうオランダ広場からツアーはスタート。広場の中心に位置するキリスト教会はマラッカのアイコン的存在です。

その後もマラッカの歴史を肌で感じることができる、セントポール教会、サンチャゴ砦などを見学。

個人で行くとなかなか一日では回れない観光地も、バスと日本語ガイドが一緒に回るので安心！

是非シンガポールに来た機会にお隣の国マレーシアのマラッカまで足を運んでみてください。

★当ツアーのおススメポイント★ 1. 世界遺産都市マラッカへ日帰りで行ける！ 2. 終日観光バス・日本語ガイドが観光をお助け！

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

※ご予約時にパスポート番号、有効期限、生年月日が必要となります。

※当日は6ヶ月以上有効（日本国籍のお客様の場合）のパスポートとシンガポール出国カードをご持参ください。

※日本国籍以外のお客様は事前にVISAの取得が必要となる場合もございますので、事前にご確認ください。

※交通渋滞など当地の事情により観光の順序などが変更となる場合がございます。また、税関や交通渋滞などにより終了時刻が大幅に遅くなる場合がございます。

※各ツアーの時間は、あくまでも目安のお時間です。

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。



スケジュール

14:00～14:15頃ホテルまたはDFS集合

14:45頃 セントーサ島内のリゾート・ワールド・セントーサ到着、シー・アクアリウムで自由散策

16:15頃 モノレールにてマーライオンタワーへ（入場観光）

17:30頃 ブッフェスタイルの夕食

19:40 ウィングス・オブ・タイム鑑賞

20:10頃 バスにて本島へ

21:00頃 ホテルへお送りします

備考／注意事項

NSLB ナイトサファリツアー(ブラックペッパーロブスタープレートとビュッフェの夕食付) 約5時間 1名 夕 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

17:00～17:15頃ホテル or DFS出発

18:00頃 ナイトサファリ到着後、ブラックペッパーロブスタープレートとビュッフェの夕食

19:15頃 アニマルショー《約30分》＆トラムカー《約45分》

20:30頃 ナイトサファリ徒歩による観光《約20分》

21:00頃 自由時間《約30分》

21:30頃 ナイトサファリ出発～ホテルへお送りします

備考／注意事項

NSFB ナイトサファリツアー(ビュッフェの夕食付き) 約5時間 1名 夕 日本語 あり

ツアー特徴

島全体が遊びの宝庫！ セント―サ島をたっぷりとお楽しみいただけるツアーです。

DFS(免税店)集合後、シーアクアリウムにお連れします。アジア最大級の水族館を楽しんだ後はマーライオンタワーで記念撮影を。夕食はローカル料理をブッフェスタイルでお楽しみいた

だきます。ツアーの最後は光と水のショー、ウイングスオブタイムをご観賞いただきます。ツアー終了後は安心のホテル送迎が付いております。

★当ツアーのおススメポイント★

1.お昼から夜までセントーサ島を効率よくお楽しみいただきます。　2.シーアクアリウム、マーライオンタワー、ブッフェディナー、ナイトショーと盛りだくさんです。

水族館には全体で800種類、合計10万匹以上の海の生き物が生活しており、なんといってもメイン水槽の迫力は圧巻です。

幅36メートル高さ8.3メートル厚さ70センチメートルの水槽には、何種類のもサメやエイ、大型のロウニンアジの群れ、全長8メートル体重2トン弱のマンタなどなど見ごたえたっぷりです。

＜ウイングスオブタイムについて！＞

ショーは屋外のビーチ沿い特設会場にて行われます。潮風を浴びながら光のアートをお楽しみください。水、音、花火、レーザー光線が夜空に飛び交う大迫力のスペクタクルショーです。

※ガイドはシー・アクアリウム内まで同行はしません。

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。

※悪天候でナイトショーが中止の際、代替のアトラクションならびにご返金等は出来ませんので予めご了承ください。

※ウィングス・オブ・タイムは、状況により20:40に変更となる可能性がございます。その際、開始時間は同じでも終了時間は遅くなりますので予めご了承ください。

※スケジュール欄の時間は目安です。道路の状況や当日の人数、ご宿泊ホテルにより変わる可能性がございます。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

シンガポールで大人気のナイトサファリにお連れします。世界初の夜にだけオープンする動物園では、昼間とは違った顔の動物たちを間近で観察することができます。

夕食はSKYhub限定のブラックペッパーロブスター。たっぷりと遊んだ後はホテルまで送迎致します。

★当ツアーのおススメポイント★

1. ブラックペッパーロブスターお1人様1尾付き！   2. 野生動物の生態を間近で観察できる！

＜ナイトサファリについて！＞

当店1番人気のナイトサファリツアーは子供から大人まで楽しめる内容となっております。

ナイトサファリには約130種類の動物達が合計2500頭を超える規模で飼育されており、 柵が無く間近で観察できるのでとてもスリリングでエキサイティングです。

絶滅危惧種も多数観ることができます。 個性的な動物たちの夜の生態を観察しましょう。

当ツアーではトラム(日本語アナウンス付きのバス)とウォーキングトレイル(歩道コース)にお連れします。それぞれ観れる動物が異なります。

＜SKYhub限定のプレミアムディナーについて！＞

夕食はブラックペッパーロブスターをお1人様1尾ご用意いたしました。身の詰まったロブスターをシンガポール伝統のブラックペッパー味でお楽しみください。

※4/1～からブラックペッパーロブスターとブッフェに変わります。

※トンブアカ・ショー(ファイアーショー)は毎日18:45,20:00,21:00,※22:00　に鑑賞できます。　※22:00のショーは金曜日、土曜日、祝日イブのみ

　2018年9月より出演者数が増え、ショーがバージョンアップされております。自由時間に是非ご覧ください。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。免税店で荷物を預ける事もできかねます。

※天候によりアニマルショーが中止となる場合がございます。この場合、お土産をお1人様(2歳未満のお客様除く)にお一つ差し上げます。アニマルショー開始後の途中での中止の場

合は、お土産やご返金等ございませんので、予めご了承ください。

※各ツアーの上記時間は、あくまでも目安のお時間です。道路の状況や催行日の人数、お客様のご宿泊ホテルによりそれぞれ異なりますので予めご了承ください。

※夕食はいかなる場合でも現地にて他のメニューへの変更はできかねます。

※園内の規則により、フラッシュ・ストロボ使用の動物園の写真撮影は禁止されております。

※交通渋滞など当地の事情により観光の順序などが変更となる場合がございますので、予めご了承ください。



スケジュール

17:00～17:15頃ホテル or DFS出発

18:00頃 ナイトサファリ到着後、ブッフェの夕食

19:15頃 アニマルショー<約30分>＆トラムカー《約45分》

20:30頃 ナイトサファリ徒歩による観光《約20分》

21:00頃 自由時間《約30分》

21:30頃 ナイトサファリ出発～ホテルへお送りします

備考／注意事項

NSFN ナイトサファリツアー(夕食なし) 約5時間 1名 なし 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

17:00～17:15頃ホテル or DFS出発

18:00頃 ナイトサファリ到着後、自由行動<約80分>※自由行動前ガイドより合流時間と場所をお伝えいたします。

19:15頃 アニマルショー<約30分>＆トラムカー《約45分》

20:30頃 ナイトサファリ徒歩による観光《約20分》

21:00頃 自由時間《約30分》

21:30頃 ナイトサファリ出発～ホテルへお送りします

備考／注意事項

人気NO.1！ブッフェ式なのでお食事が選べます！シンガポールで大人気のナイトサファリにお連れします。

世界初の夜にだけオープンする動物園では、昼間とは違った顔の動物たちを間近で観察できます。夕食はお好きな料理を選べるブッフェディナー。たっぷりと遊んだ後はホテルまで送迎

致します。

★当ツアーのおススメポイント★

1. お食事が選択可能！（ビュッフェ）　2. ブッフェでおなかいっぱい食べられる！　3. 野生動物の生態を間近で観察できる！

＜ナイトサファリについて！＞

当社1番人気のナイトサファリツアーは子供から大人まで楽しめる内容となっております。

園内には約130種類の動物達が合計2500頭を超える規模で飼育されており、柵が無く間近で観察できるのでとてもスリリングでエキサイティングです。

絶滅危惧種も多数観ることができます。個性的な動物たちの夜の生態を観察しましょう。

ツアーではトラム(日本語対応付)とウォーキングトレイル(歩道コース)にお連れします。それぞれ観れる動物が異なります。

＜ブッフェディナーについて！＞

シンガポールと言えば多国籍文化！料理も様々ここではサテーやインドカレー、その他ローカル料理も多数お楽しみいただけます。

※トンブアカ・ショー(ファイアーショー)は毎日18:45,20:00,21:00,※22:00　に鑑賞できます。　※22:00のショーは金曜日、土曜日、祝日イブのみ

　2018年9月より出演者数が増え、ショーがバージョンアップされております。自由時間に是非ご覧ください。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。免税店で荷物を預ける事もできかねます。

※天候によりアニマルショーが中止となる場合がございます。この場合、お土産をお1人様(2歳未満のお客様除く)にお一つ差し上げます。アニマルショー開始後の途中での中止の場

合は、お土産やご返金等ございませんので、予めご了承ください。

※各ツアーの上記時間は、あくまでも目安のお時間です。道路の状況や催行日の人数、お客様のご宿泊ホテルによりそれぞれ異なりますので予めご了承ください。

※夕食はいかなる場合でも現地にて他のメニューへの変更はできかねます。

※園内の規則により、フラッシュ・ストロボ使用の動物園の写真撮影は禁止されております。

※交通渋滞など当地の事情により観光の順序などが変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

シンガポールで大人気のナイトサファリにお連れします。世界初の夜にだけオープンする動物園では、昼間とは違った顔の動物たちを間近で観察することができます。

到着後は1時間の自由時間です。現地でのお食事やお土産屋さん散策をお楽しみください。たっぷりと遊んだ後はホテルまで送迎致します。

★当ツアーのおススメポイント★

1.自由時間が多めでフリーなプラン！　2.野生動物の生態を間近で観察できる！

ナイトサファリについて！

当店１番人気のナイトサファリツアーは子供から大人まで楽しめる内容となっております。

ナイトサファリには約130種類の動物達が合計2500頭を超える規模で飼育されており、柵が無く間近で観察できるのでとてもスリリングでエキサイティングです。

絶滅危惧種も多数観ることができます。個性的な動物たちの夜の生態を観察しましょう。

当ツアーではトラム（日本語アナウンス付きのバス）とウォーキングトレイル（歩道コース）にお連れします。それぞれ観れる動物が異なります。

※トンブアカ・ショー(ファイアーショー)は毎日18:45,20:00,21:00,※22:00　に鑑賞できます。　※22:00のショーは金曜日、土曜日、祝日イブのみ

　2018年9月より出演者数が増え、ショーがバージョンアップされております。自由時間に是非ご覧ください。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。免税店で荷物を預ける事もできかねます。

※天候によりアニマルショーが中止となる場合がございます。この場合、お土産をお1人様(2歳未満のお客様除く)にお一つ差し上げます。アニマルショー開始後の途中での中止の場

合は、お土産やご返金等ございませんので、予めご了承ください。

※各ツアーの上記時間は、あくまでも目安のお時間です。道路の状況や催行日の人数、お客様のご宿泊ホテルによりそれぞれ異なりますので予めご了承ください。

※園内の規則により、フラッシュ・ストロボ使用の動物園の写真撮影は禁止されております。

※交通渋滞など当地の事情により観光の順序などが変更となる場合がございますので、予めご了承ください。



RNSFB リバーサファリとナイトサファリツアー(ブッフェディナー付き) 約7時間 2名 夕 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

14:30～15:00頃ホテル or DFS出発

15:30頃 リバーサファリ到着

15:30-17:45 リバーサファリにてご自由にお楽しみください

17:45頃 リバーサファリから徒歩でナイトサファリへ　　※ナイトサファリは別のガイドがご案内いたします。

18:00頃 ビュッフェディナー

19:15頃 アニマルショー”Creature of the night”《約30分》

19:45頃 園内を回れるトラムカーに乗車(約45分)トラムでしか見れない動物たちに巡り合える！

20:30頃 徒歩にて動物を鑑賞《約20分》

21:00頃～ 自由時間《約30分》

21:30-22:30頃 ナイトサファリを出発～ホテルへお送りします

備考／注意事項

KATON カトンエリア・プラナカンツアー（ラクサの軽食付き） 約3時間 2名 軽食 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

14:15頃 DFS出発

14:40頃 クーン・セン・ロード(Koon Seng Road)にてショップハウスが立ち並ぶ場所で写真撮影（約15分）

15:00頃 その後、イースト・コースト・ロード(Koon Seng Road)へご案内

15:10頃 人気のラクサ(小サイズ)の軽食（約30分）※ラクサは米麺を使った海鮮ピリ辛ココナッツミルク入りスープ

15:40頃 イースト・コースト・ロード付近での自由散策(約45分）

17:00頃 免税店『T Galleria By DFS』ご到着後、解散

備考／注意事項

TRIS シンガポール・トライショー観光（カヤトーストの軽食付き） 約3時間 2名 軽食 日本語 あり

ツアー特徴

シンガポールで人気な動物園2つを1度に体験できる欲張りツアーです。

★リバーサファリは世界の大河8本を再現しており、簡単に見ることのできない淡水魚たちを1度に見れるテーマパークです。ジャイアントパンダやマナティーの親子はみんなの人気者！

   巨大なワニが泳ぐ姿は圧巻です。ツアー後半でパンダパオ(かわいい中華まん)の軽食をお1つプレゼント。

★ナイトサファリは世界初の夜にだけオープンする動物園です。日本語音声付きトラムに乗車して、動物たちの夜の生態を間近で観察することができます。

   ド迫力のファイアーショーに、参加型のアニマルショー(英語)と盛りだくさんなツアーでお楽しみいただいた後は、お泊りのホテルまで送迎が付いているので、安心して心行くまでお楽しみ

下さい。

【新】リバーサファリで無料の多言語オーディオガイド(英語、中国語、マレー語、タミール語、日本語と韓国語)

お持ちの携帯電話で無料のWiFiアクセスと「River Safari Adventure Buddy」のアプリがダウンロードできます。

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。　　※夕食は、他のメニューへの変更はできかねます。

※リバーサファリとナイトサファリで別々のガイドがご案内いたします。ナイトサファリガイドはお迎えや渋滞で集合時間に遅れる場合がございますので予めご了承ください。

※リバーサファリ内のアトラクションAmazon River Quest Boat Rideがメンテナンスで急遽運行中止となる場合がございます。

　　(入場券に、リバーサファリの各アトラクション代金は含まれておりません。別途料金が掛かります。)

※ナイトサファリにて、天候によりアニマルショーが急遽中止となる場合がございます。その際、お土産をお1人様(2歳未満のお客様除く)にお一つ差し上げます。

　　アニマルショー開始後の途中での中止の場合はお土産やご返金等ございませんので予めご了承下さい。

※現地事情によりトラムの乗車、ワラビートレイルの散策、ショー鑑賞の順序が異なる場合がございます。

※園内の規則により、フラッシュ・ストロボ使用の動物園の写真撮影は禁止されております。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可です。

SNSに載せたくなるフォトジェニックなカトンエリアを効率良く回るツアーです。 プラナカンのショップハウスが建ち並ぶ、カトンエリアをご案内します！

ツアーの途中でシンガポールの定番料理ラクサをお1人様1杯プレゼント致します。 パステルカラーの家々が建ち並ぶカトンエリアにはかわいい雑貨屋さんもあります。

観光後は免税店（DFS）までお送り致しますので夜のツアーにも間に合うので効率よく1日を楽しみたい方にオススメです！

ショップハウスって❓・・・カラフルなパステルカラーの色使いが特徴的なプラナカン様式建築の狭く細長い伝統家屋です。

ラクサって？・・・ガランガルやターメリックなどの香辛料が効いた東南アジアの麺料理です。シンガポールの名物料理です。

※各ツアーの上記時間は、あくまでも目安のお時間です。道路の状況や催行日の人数、お客様のご宿泊ホテルによりそれぞれ異なりますので予めご了承下さい。

※交通渋滞や当日の催し物など現地の事情により観光の順序などが変更になる場合がございますので予めご了承ください。

※急遽お店がクローズしている場合もあるため、必ずしも行程内のお店へ行けるとは限らないためご了承くださいませ。

※プラナカン雑貨ルマービビ内では写真撮影は禁止です。

※クーン・セン・ロードのショップハウスには民家となるため写真撮影時はお静かにお願いします。

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

トライショーとは、日本で言う人力車の自転車バージョンのことです。気さくなローカルの運転手たちと楽しくおしゃべりしながらのミニ市内観光です。機動力のあるトライショーなら小さな路

地も楽々行けます。

お友達同士ではちょっぴりドキドキなリトルインディアのディープな部分も観ることが出来るかも？

トライショーを降りた後はブギスストリートにて自由行動です。お土産のキーホルダーやお菓子(主にバラマキ用)を買うならここがオススメです。

次に訪れるのはシンガポールで最も格式が高いと言われているラッフルズホテルです。ホテルないではラッフルズホテル限定のお土産屋さんで記念にお買い物はいかがでしょうか？

途中で名物のカヤトーストを軽食としてプレゼントします。ふわふわなパンにほんのり甘いカヤジャムがやみつきです。



スケジュール

14:15頃 DFS出発

14:30頃 トライショー（輪タク）乗車《約30分》 + 記念写真1枚付き

15:00頃 ブギスストリート散策

15:30頃 ローカルが通うコーヒーショップで名物のカヤトースト＆ドリンク(軽食)を体験

16:00頃 ラッフルズホテル散策　※現在改修工事中で外観が羽織られております。ラッフルズギフトショップへご案内

16:45頃 免税店『T Galleria By DFS』ご到着後、解散

備考／注意事項

DQRC クラークキー・ナイトツアー 約3時間 1名 夕 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

17:15～17:30頃ホテル or DFS出発

17:50頃 チリクラブセットの夕食【クラフトビール又はスプライトのソフトドリンク付き】

19:00頃 リバークルーズ（約20分）

19:30頃 クラークキー散策

20:15頃 ホテルへ出発、解散

備考／注意事項

PNCRU プレミアム・ナイトリバークルーズツアー(ミシュラン受賞の夕食付き) 約3.5時間 2名 夕 日本語 あり

ツアー特徴

スケジュール

17:30～18:00頃ホテル出発

18:30頃 マンダリン・オーチャードホテル内にあるレストラン「四川飯店」にて中華料理の夕食

20:00頃 リバークルーズでマリーナ・ベイ・サンズへ《約15-20分》

21:00頃 光と音と水のショー、「スペクトラ(Spectra)」鑑賞《約15分》その後フリータイム

21:30頃 ホテルへ出発、到着後解散

備考／注意事項

※各ツアーの上記時間は、あくまでも目安のお時間です。道路の状況や催行日の人数、お客様のご宿泊ホテルによりそれぞれ異なりますので予めご了承ください。

※大人2名様で１台のトライショーにご乗車です。　　※奇数のグループの場合、1名様は他のお客様と混乗となります。

※トライショーにお子様がご乗車の場合は、大人の方と一緒に3名様でのご乗車となりますので予めご了承ください。

※雨天の場合でもトライショーは催行されますので予めご了承ください。　　※トライショー会社の判断で安全上の理由によりトライショーを中止とさせて頂く場合もございますので予めご

了承ください。

※カヤトースト店は、ラッフルズホテル内ではございません。市内のコーヒーショップになります。　　※コーヒーショップは旧正月期間中閉まるため、代案として旧正月ギフトをお渡しいたし

ます。

※1名様ご参加の場合混乗で他のお客様がいらっしゃった場合でも返金はございません。

美しい夜景をクルーズに乗りながら楽しむことができるツアー。多くのバーが並ぶクラーク･キー、美しいマリーナエリアを一度に目で楽しむことができます。

夕食はシンガポールの代表料理のチリクラブ。甘辛くコクのあるソース、新鮮で身の詰まったカニが食欲をそそります。

★当ツアーのおススメポイント★

1. シンガポールの美しい夜のビル群をリバークルーズに乗りながら堪能!　2. シンガポールの名物料理、チリクラブがお1人様に1杯!

シンガポールで人気のナイト・スポット「クラーク・キー」を楽しむツアーです。ディナーはシンガポールの人気料理チリクラブのセットメニュー！甘辛くコクのあるソース、新鮮で身の詰まったカ

ニが食欲をそそります。

クラーク・キーの素敵な夜景を見ながらディナーを楽しんで頂けます!また、レストランでしか味わえない地ビール（お酒の飲めない方はソフトドリンクをご提供致します)も1杯付いてきま

す。

夕食をお召し上がりいただいた後は、レトロな船に乗って夜景を楽しみながらマリーナ・ベイまでのリバークルーズ。船上からマーライオン、マリーナ･ベイ･サンズが見れます!

※交通渋滞など当地の事情により観光の順序などが変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※各ツアーの時間は、あくまでも目安のお時間です。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

3年連続ミシュランスターを獲得した四川飯店でのディナー付きクルージングツアーです。夕食の後は美しい夜景が広がるマリーナエリア(金融街)まで乗り合いの船でシンガポールリバー

を下ります。夜の夜景はとってもフォトジェニックです。素敵な写真を撮ってSNSに投稿しよう！最後はマリーナ･ベイ･サンズで船を降り、大迫力の噴水ショー「スペクトラ(Spectra)」を

鑑賞します。

★当ツアーのおススメポイント★

1. 3年連続ミシュランスターを獲得したレストランでご夕食！　2. フォトジェニック！リバークルーズに乗りながら素敵な夜景をご堪能!

ミシュラン2つ星を獲得したレストラン「四川飯店」での夕食からツアーはスタート。

オーナーの陳健一氏の料理でご堪能ください！ピリッと山椒の効いた四川風麻婆豆腐は絶品です。SKYhub特別コースメニューをご用意いたします。

夕食の後は美しい夜景が広がるマリーナエリア(金融街)まで乗り合いの船でシンガポールリバーを下ります。夜の夜景はとってもフォトジェニックです。素敵な写真を撮ってSNSに投稿し

※1名様参加のお客様は、当日のツアーが混乗であっても返金できかねます。

※ディナーには辛い料理が含まれます。メニューのアレンジは不可となります。　　※レストランの都合でメニューが1部変更になる可能性がございます。

※交通渋滞など当地の事情により観光の順序などが変更となる場合がございますので予めご了承ください。　※各ツアーの時間は、あくまでも目安のお時間です。

※スーツケースなどの大きなお荷物は車内への持ち込み不可となります。

※レストランでのドレスコードは「スマートカジュアル」となります。Tシャツ、短パン、ジーンズ、サンダルなどでのご入店はご遠慮ください。

※「スペクトラ(Spectra)」のショーはメンテナンスやイベントで時間変更または悪天候ご覧いただけない場合がございます。


