SSV Shore Excursion Optional Summary 2011

スーパースター・ヴァーゴ
オプショナルツアー案内
2011 年度上期
（全ツアー）
ペナン・プーケット

全てのオプショナルツアーに対しての注意事項:





寄港地でのオプショナルツアーにつきましては、出入国管理上の理由により全てスタークルーズ主催のものをご利用いただいております。
旅行代理店、現地手配会社による催行は一切不可です。
ご案内している出発及び帰着時間は船時間（シンガポール時間）となります。 寄港地との時間と異なる場合がございますのでご注意ください。
天候や海洋条件、現地事情などにより、事前の予告なくツアーを中止また観光箇所及び滞在時間などツアー内容が変更になる場合がございます。
最少催行人数に満たない場合､ツアーを中止する場合がございます。
オプショナルツアーの料金（大人／子供／幼児）区分は、下記の通りです。
大人：12 歳以上／子供：2 才以上～12 歳未満／幼児（無料）：2 歳未満
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ペナン島（PENANG）

VPEN-1L – Trishaw Ride in the Pearl of the Orient (With meal)
東洋の真珠でトライショーライド (昼食込み) SGD 90(大人) / 85(子供)








昼食： ホテルにてビュッフェ形式のランチをお楽しみください。
ペナン博物館： ペナン島の歴史を学べるペナン博物館にご案内します。(現地祝日休館日)
トライショー（人力車）： トライショーに乗ってジョージタウンの古い町並みを観光、その後はバスより水上バンガローの多い地元の漁師
町、クランピヤーズを見学して頂けます。
クーコンシー： ペナン島に現存する最古の中国寺院として有名なクーコンシーをご参拝頂けます。クーコンシーは中国南部から渡って
きたクー氏が子孫のために建てた霊廟で、当時の建築としては本国中国にも引けを取らない精巧さで建築されています。また 2000 年
上映のジョディフォスター主演の映画｢アンナと王様｣の撮影に使用されたことでも知られています。
ワット・チャヤマンカララーム： 1958 年建立、世界第 3 位の大きさ（全長 33m）を誇る黄金の涅槃仏が奉られるタイ式寺院をご参拝頂け
ます。本堂はバンコクにあるタイ式寺院に見られるような典型的、鮮やかな色使いと建築様式で建てられています。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

:
:
:
:

約 6 時間
1230hrs / ツアー帰着時間
35 名
450 名

: 1845hrs

VPEN-2L – Shopping & Temple Tour (Without meal)
ペナン島 寺巡り&ショッピング （食事なし） SGD 40 (大人) / 35 (子供)





ワット チャヤマンカララーム： 1958 年建立の世界第 3 位の大きさ（全長 33m）を誇る黄金の涅槃仏が奉られるタイ式寺院。本堂の建物
はタイのバンコクにある寺院に見られるような典型的な色使いと建築様式で建てられています。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。
極楽寺（ケッロクシ）： マレーシア最大の仏教寺院です。1 万体の仏像がはめこまれている 30m のパゴダをはじめ、12 万平方メートルの
広大な敷地には、様々な建造物が立ち並んでいます。
グーニープラザ： ショピンクﾞへご案内します。

所要時間
: 約 6 時間
ツアー出発時間
: 1400 hrs / ツアー帰着時間
: 2000 hrs
最小催行人員
: 35 名
定員
: 800 名
注意事項
1. 体の不自由な方のご参加はお勧め致しません。

VPEN-3L – Fruit Farm Tour (With meal)
フルーツファーム (昼食込み) SGD 65(大人) / 60(子供)





昼食： トロピカルアグラファームにてバーベキューランチ
トロピカルアグラファーム： 140 種類以上の熱帯の珍しいフルーツや香辛料が育つ農園を見学。
ワット チャヤマンカララーム： 1958 年建立の世界第 3 位の大きさ（全長 33m）を誇る黄金の涅槃仏が奉られるタイ式寺院。本堂の建物
はタイのバンコクにある寺院に見られるような典型的な色使いと建築様式で建てられています。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 5 時間 30 分
：1230 hrs / ツアー帰着時間
：35 名
：150 名

：1845 hrs
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VPEN-4L – Shopping Galore (Without meal)
ショッピングツアー (食事なし) SGD 40(大人)/ 35(子供)




クイーンズベイモール： ショッピングモールへご案内します。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。
プランギンモール.： ショッピングモールへご案内します。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 5 時間 30 分
：1345 hrs / ツアー帰着時間
：35 名
：800 名

：1845 hrs

VPEN-5L – Round Island Tour (With meal)
ペナン島周遊ツアー （昼食込み） SGD 60(大人) / 55 (子供)






昼食： ホテルにてビュッフェ形式のランチをお楽しみください。
ジュエリー工場見学： ドイツのジュエリーメーカーＯE デザインのペナン工場でジュエリーが出来る過程等を見学。作られた宝石を工場
価格で購入する事も出来ます。
ヘビ寺： 中国儒教寺院を訪れます。放されている蛇は寺を守る神の使いとして崇められています。
路面店立ち寄り：ナツメグやチョウジ、新鮮なフルーツといった地元名産品をお買い求めいただけます。
バティック工場： ロウや染料を使ったバティックペイントの伝統的手法を見学します。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 5 時間
：1230hrs / ツアー帰着時間
：35 名
：400 名

：1845 hrs

VPEN-6L – Butterfly Farm & Tropical Garden (Without meal)
バタフライファーム &トロピカルガーデン （食事なし） SGD 60(大人) / 55 (子供)





バティック工場： ロウや染料を使ったバティックペイントの伝統的手法を見学します。
バタフライファーム： 120 種以上 4000 匹の蝶を網室に放し飼いにしている、世界有数の蝶園にご案内します。
トロピカルスパイスガーデン： 500 種以上の熱帯植物を栽培している熱帯植物園にご案内致します。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 6 時間
：1230hrs / ツアー帰着時間
：35 名
：160 名

：1845 hrs

VPEN-8L – City & Shopping Tour (With meal)
市内観光＆シッピングツアー （昼食込み） SGD 80(大人) / 75 (子供)






昼食： インド料理店にてビュッフェ形式のランチをお楽しみください。
ワット チャヤマンカララーム： 1958 年建立の世界第 3 位の大きさ（全長 33m）を誇る黄金の涅槃仏が奉られるタイ式寺院。本堂の建物
はタイのバンコクにある寺院に見られるような典型的な色使いと建築様式で建てられています。
チョコレートショップ立ち寄り
トライショー（人力車）に乗って ジョージタウン、リトルインディアの町並みを通過します。
プランギンモール.： ショッピングモールへご案内します。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 6 時間
：1230 hrs / ツアー帰着時間
：35 名
：160 名

：1845 hrs
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VPEN-9L– Heritage Trail (Walking Tour) (With meal)
ウォーキングツアー： ペナン史跡巡り （軽食込み） SGD 70(大人) / 65 (子供)




ウォーキングツアー： ウォーキングをしながらペナン市内の史跡を見学いただけます。まずはプラナカンマンションへ。同館は 19 世紀末
に建てられた裕福なプラナカンの邸宅。内部にはプラナカン文化の資料や調度などを展示しています。続いてペナン博物館へ。ペナンの
発展において重要な時期の写真や絵画、陶磁器やその他歴史的工芸品が展示されています。その後も教会やモスクを見つつリトルイン
ディアまでウォーキング。
軽食： インド料理店にてティーブレイクをお楽しみください。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 4 時間
：1400 hrs / ツアー帰着時間
：25 名
：40 名

：1800 hrs

VPEN-10L – Food Galore and Shopping Tour (Without meal)
満腹ショッピングツアー （食事なし） SGD 40(大人) / 35 (子供)




クィーンズベイ・モール： ペナン島最大級のショッピングモールにてお買い物
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。
ペナンアイランド： 島内最大のフードコートで地元料理とナイトマーケットをお楽しみ頂けます。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 6 時間
：1400 hrs / ツアー帰着時間
：35 名
：400 名

：2000 hrs

VPEN-12L – Do It Yourself Batik (Without meal)
バティック体験ツアー （食事なし） SGD 125(大人) / 120 (子供)


バティック体験： 工房にてバティック制作体験をして頂けます。インストラクターに教えてもらいながらオリジナルのバティックを制作。作
品を乾かしている間にペナン植物園へ観光に。完成品はツアーの最後にピックアップ。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員
注意事項

：約 6 時間
：1400 hrs / ツアー帰着時間
：2000 hrs
：10 名
：25 名
：本ツアーは英語ガイドのみのご案内となります。

VPEN-14L – Explore Wild Places (Without meal)
ペナン国立公園自然発見エコツアー （食事なし） SGD 170(大人) / 165 (子供)




ペナン国立公園（テロッ・バハン HQ）： 自然保護区でもあるペナン国立公園を専属ガイドの案内で散策。ボートで散策する園内には、ワ
シなどの猛禽類が生息しており、その他にもサル、爬虫類などの検察、ガイドによる解説などをお楽しみ頂けます。
パンタイ・ケラチュ： ウミガメの保護区域でもあるパンタイ・ケラチュにボートで移動。ウミガメの痕跡や、珍しい部分循環湖を散策してい
ただけます。
モンキー・ビーチ： 国立公園よりモンキー・ビーチに移動。休憩をしながらビーチを散策。

所要時間
：約 6 時間
ツアー出発時間
：1400 hrs / ツアー帰着時間
最小催行人員
：20 名
定員
：40 名
注意事項
1. 体の不自由な方のご参加はご遠慮ください

：2000 hrs
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2. お子様の参加は 12 歳以上かつ大人の同伴が必要となります。
3. ミネラルウォーターはご用意いたします。
4. 本ツアーは英語ガイドのみのご案内となります。

VPEN-15L – Hill and Garden Tour (With meal)
ペナン・ヒルとガーデンツアー （食事込み） SGD 70(大人) / 65 (子供)





ペナン・ヒル： ペナン島唯一の鉄道のケーブルカーに乗り、丘の上部まで移動。ペナン・ヒル、アヴィアリー・ジンジャーガーデン（飼鳥
園）をガイド致します。飼鳥園には珍しい種の鳥を始め、様々な動物相、ハーブをご覧いただけます。
アフターヌーンティー： ペナン・ヒルのベレヴューホテル（植民地時代から 160 年以上の歴史ある建物）にてアフターヌーンティーをお楽し
みいただきます。（チキンパイ、サモサ、サンドイッチ、フルーツなど）
植物園： ケーブルカーで丘の下まで降りた後はバスで植物園まで移動致します。放し飼いにされているサルと共に貴重な植物相、動物
相などご覧ください。、
モンキー・ビーチ： 国立公園よりモンキー・ビーチに移動。休憩をしながらビーチを散策。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 6 時間
：1400 hrs / ツアー帰着時間
：25 名
：80 名

：2000 hrs
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プーケット島（PHUKET） 火曜日

※ペナンープーケットクルーズ

VPHU-2L – Shop Till You Drop (With meal)
プーケット ショッピングツアー (昼食込み) SGD 50(大人) / 40 (子供)







ポーンヒップシーストア： 多種多様なドライフルーツ、海産物の乾物やソーセージなどを扱っている地元有名店にご案内いたします。
スリブラパ・カシューナッツファクトリー： 工場で加工されるカシューナッツや出来たてのドライフルーツキャンディを試食いただけます。
出来たての製品を併設されたショップでお土産として購入するのもお勧めです。
ワン・タラン： お土産物店にご案内します。こちらではハンドメイドのお土産やタイシルク製品、宝石などをお求めいただけます。
ワット・シャロン： 島内２９の寺院の中で最も信仰を集めている仏教寺院ワット・シャロン。華麗な装飾を誇るプーケット島最大規模の僧
院をご参拝頂けます。
ランチ： タイ・ナーンレストランにてタイ料理をビュッフェ形式で満足いただけるまでお楽しみください。
パトンビーチ： 3ｋｍにわたる華やかで美しいビーチでショッピング、様々なレジャーや各種アクティビティーをお楽しみいただけます。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 6～7 時間
：0900hrs / ツアー帰着時間
：30 名
：400 名

：1600 hrs

VPHU-3L – Elephant Riding Adventure (With meal)
ゾウ乗り体験とタイ仏教寺院見学 (昼食込み) SGD 85(大人) / 65 (子供)







アドベンチャーサファリ： ゾウの背中に乗ってプーケットのジャングルをサファリ。他では体験できないアドベンチャーサファリをお楽しみ
ください。ツアー後にはサルやゾウの赤ちゃんによるショーも開催。
ワット・シャロン： 島内２９の寺院の中で最も信仰を集めている仏教寺院ワット・シャロン。華麗な装飾を誇るプーケット島最大規模の僧
院をご参拝頂けます。
スリブラパ・カシューナッツファクトリー： 工場で加工されるカシューナッツや出来たてのドライフルーツキャンディを試食いただけます。
出来たての製品を併設されたショップでお土産として購入するのもお勧めです。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。
ランチ： タイ・ナーンレストランにてタイ料理をビュッフェ形式で満足いただけるまでお楽しみください。
パトンビーチ： 3ｋｍにわたる華やかで美しいビーチでショッピング、様々なレジャーや各種アクティビティーをお楽しみいただけます。

所要時間
：約 6 時間
ツアー出発時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：1600 hrs
最小催行人員
：30 名
定員
：300 名
注意事項
1. 揺れるゾウの背中に乗ってジャングル内を散策する為、体のご不自由な方やご高齢の方にはお勧め致しません。
2. お子様のご参加は保護者同伴が必要となりますのでご注意ください

VPHU-4L – Scenic Phang Nga Bay (With meal)
パンガー湾 クルーズ (昼食込み) SGD 90(大人) / 65 (子供)




パンガー湾： 小型船での遊覧クルーズをお楽しみいただけます。ジェームス・ボンド岩で有名なバンガー湾ですが、もちろんそれ以外
にも見所が満載です。特にエメラルドグリーンの海に林立する石灰岩の奇岩を巡るクルーズはおすすめです。
ランチ： パンガーベイリゾートにてランチ
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。

所要時間
：約 8 時間
ツアー出発時間
：0845 hrs / ツアー帰着時間
：1615 hrs
最小催行人員
：30 名
定員
：400 名
注意事項
1. 小型船への乗船が困難となる、体の不自由な方やご高齢の方にはお勧め致しません。
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2. お子様のご参加は保護者同伴が必要となりますのでご注意ください。

VPHU-5L – A Touch Of Thai Massage (With meal)
タイマッサージ体験ツアー (昼食込み) SGD 95(大人) / 70(子供)







ラン・ヒル： プーケット・タウンを一望できる人気の眺望スポットでパノラマをお楽しみいただけます。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。
伝統的タイ式マッサージ： もともとタイの仏教寺院で医療マッサージとして施術されていた本場のタイ式マッサージを体験いただけます。
タイ式マッサージは中国の指圧療法とインドヨガ療法を融合する治療法で約 2500 年の歴史があり、そのルーツより体と精神の両方を治
療するマッサージと言われております。
ランチ： メトロポールホテルにてランチ
ロビンソン・デパートとオーシャンタイムスクエア： お買い物をお楽しみいただけます。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 7 時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：25 名
：90 名

：1600 hrs

VPHU-6L – Sea Cave Canoe Adventure (With meal)
海の洞窟カヌーアドベンチャー (昼食込み) SGD 155(大人) / 115(子供)





パンガー湾： 小型船でエメラルドグリーンの海に林立する石灰岩の奇岩を巡りながらパンガー湾に移動いたします。
シーカヌーで洞窟探検： パンガー湾に到着後、シーカヌーに乗っての湾内探検をお楽しみいただけます。パンガー湾には大小無数の
洞窟、ラグーンが存在し、それらを探検するのにシーカヌーは最適です。
ランチ： 船上にてお楽しみいただきます。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。

所要時間
：約 8 時間
ツアー出発時間
：0845 hrs / ツアー帰着時間 ：1615 hrs
最小催行人員
：20 名
定員
：150 名
注意事項
1. カヌーへの乗船が困難となる、体のご不自由な方にはお勧め致しません。
2. カヌーは 3 人乗りとなり、乗船時のガイドは英語ガイドとなります。
3. 水着をシャツの下に着るなど濡れても良い格好でご参加ください、タオル、日焼け止め等は各自お持ちください

VPHU-8L – Adventure Escapade (Without meal)
アドベンチャー エスカベード (食事なし) SGD 29(大人) / 25(子供)





ハンディ・クラフトセンター： 地元工芸品のショピンクﾞをお楽しみいただけます。
キンナリー・エンターティメント・コンプレックス：
園内の様々なアクティビティーをお楽しみいただけます。（入場料等はツアー代金に含まれませんのでご注意ください）
（アトラクション例：エレファントライディング、プーケット・モンキースクールショー、射撃、プーケット・コブラ・ショー、ゴーカート等）
パトンビーチ： 3ｋｍにわたる華やかで美しいビーチでショッピング、様々なレジャーや各種アクティビティーをお楽しみいただけます。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員

：約 6 時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：30 名

：1600 hrs
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VPHU-9L – Aroma Vitality Package (With meal)
アロマ スパ (昼食込み) SGD 175(大人) / 155(子供)






ワット・シャロン： 島内２９の寺院の中で最も信仰を集めている仏教寺院ワット・シャロン。華麗な装飾を誇るプーケット島最大規模の僧
院をご参拝頂けます。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。
チャーエイム・スパ・ビレッジ： 人気のチャーエイム・スパ・ビレッジにてサウナ、フットバス、ジャグジーなどのスパをハーブティーととも
に２時間お楽しみください。その後アロママッサージ、リフレクソロジー（各 45 分）を体験いただけます。
ランチ： タイ・ナーンレストランにて本場タイ料理をお楽しみください。
セントラルフェスティバル： プーケット最大のショッピングセンターでお買い物をお楽しみいただけます。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 7 時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：25 名
：80 名

：1600 hrs

VPHU-10L – Whitewater Rafting Eco-adventure & Elephant Trekking (With meal)
ラフティング アドベンチャー＆象トレッキング (昼食込み) SGD 175(大人) / 140(子供)




トーン・パリワット・サンクチュアリ・ステーション： 緑豊かなバンガー地区。30 分のゾウ乗り体験をしていただけます。
ホワイトウォーター・ラフティング： ボートの乗り方の講義を受けてからキャプテンと 4～5 人のチームでラフティング（筏下り）をお楽しみ
いただけます。 （ライフジャケット、ヘルメットなどの費用はツアー代金に含まれております）
ランチ： 現地のレストランにて昼食となります。

所要時間
：約 7 時間 30 分
ツアー出発時間
：0845 hrs / ツアー帰着時間
：1615hrs
最小催行人員
：8 名
定員
：40 名
注意事項
1. 所要時間は天候及び参加人数により変更になる場合がございます。
2. サングラス、帽子、タオル、水着、カメラ等は各自ご用意ください。
3. 雨天時の為、防水加工のバッグをお持ちになることをお勧めいたします。
4. ライフジャケット、ヘルメットはラフティングボート乗船前に必ず着用ください。
5. 危険なツアーになりますのでラフティングボートへの乗船が困難となる、体の不自由な方には参加をご遠慮頂いております。
6. ソフトドリンク等は、ベースステーションにてご用意しております。
7. 参加されるお客様は免責事項に同意、署名頂く必要がございます。

VPHU-11L – The Legend of Chinese Settlement (With meal)
中国移民の歴史 (昼食込み) SGD 85(大人) / 65(子供)








ラン・ヒル： プーケット・タウンを一望できる人気の眺望スポットでパノラマをお楽しみいただけます。
ジュイ・トゥイ寺院： ベジタリアンフェスティバルで有名な中国寺院をご参拝頂けます。
シン・パチャーハウス： センタム寺院 「オールドタウン」と呼ばれるプーケット・タウンに点在する移民時代の歴史的建造物見学。
セレン・ライト寺院： 建造１１０年のこの寺院には中国版ヘラクレスとも呼ばれるオン・スン・タイ・サイが祀られています。
ランチ： 中国ポルトガル洋式（シノポーチギースタイル）建築の一軒家レストラン、バーン・クラン・ジンダレストランでの昼食となります。
タイ・ファミュージアム： もともと学校として建てられたシノポーチギースタイルの歴史博物館を見学いただけます。
スリブラパ・カシューナッツファクトリー： 工場で加工されるカシューナッツや出来たてのドライフルーツキャンディを試食いただけます。
出来たての製品を併設されたショップでお土産として購入するのもお勧めです。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 6 時間 30 分
：0845 hrs / ツアー帰着時間
：30 名
：120 名

：1615 hrs

SSV2010 Up date JAN2011

VPHU-12L – ATV Tour – (With refreshment)
ATV(四輪駆動バギー)ツアー (軽食込み) SGD 155(大人) / 125(子供)





ATV ツアー： 四輪駆動バギーを自分で運転して、他では決して見られないプーケットを発見してください。
アクティビティーには下記の項目が含まれます。
1. ATV ツアー： 四輪駆動バギーを運転しての自然観察ツアー
2. フライングフォックス： 安全器具を装着してのターザンロープ
3. ロープブリッジ： ロープを橋代わりに使うアスレチック
フルーツやドリンク等の軽食
パトンビーチ： 3ｋｍにわたる華やかで美しいビーチでショッピング、様々なレジャーや各種アクティビティーをお楽しみいただけます。

所要時間
：約 4 時間 30 分
ツアー出発時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：1300 hrs
最小催行人員
：6 名
定員
：20 名
注意事項
1. 安全の為 ATV に乗る前には教習を受けて頂きます。（英語）
2. 参加される方は安全の為、健康状態が良好な方に限らせて頂きます。
アルコール類を飲まれている方、妊娠の可能性がある方、体の不自由な方のご参加は出来ません。
3. 16 才未満のお子様の単独での参加は出来ません。
4. 参加されるお客様は免責事項に同意、署名頂き、走行中はヘルメットとグローブを着用して下さい。
5. 参加されるお客様はツアーガイドまたはインストラクターの指示に従う事を義務付けられます。
ツアー参加に不適格だとみなした場合ツアーガイド、インストラクターは参加中止させる権利を有します。
またその場合ツアー代金の返却はありません。
6. この ATV ツアーはスピードを競うものではありません。無謀な運転はご遠慮いただきます。
7. このツアーに含まれている保険は乗客のみが対象となり、ATV に対する保険は含まれておりません。参加者の不注意、
無謀な運転が原因で物損を起こした場合は損害賠償または規約違反の料金を払うことを要求されます。
8. ATV は 8 歳～60 歳の方であれば初心者でも簡単に運転できる乗り物です。
9. 参加中は衣服が激しく汚れる事が予想されます。 またサンダルではご参加できませんので靴を履いての参加をお願いいたします。

VPHU-13L – Phuket Landmarks (With meal)
プーケットランドマーク (昼食込み) SGD 75(大人) / 55(子供)









プロンテップ岬： プーケット最南端に位置するプロンテップ岬から、ナイハーンベイの景観をお楽しみください。
ビューポイント： こちらからは美しいカタノイ、カタ、カロンビーチが見渡せます。
ビッグ・ブッタ： プーケットで 2 番目に高いナッカード山頂に立つビッグ・ブッタ。
ワット・シャロン： 島内２９の寺院の中で最も信仰を集めている仏教寺院ワット・シャロン。華麗な装飾を誇るプーケット島最大規模の僧
院をご参拝頂けます。
スリブラパ・カシューナッツファクトリー： 工場で加工されるカシューナッツや出来たてのドライフルーツキャンディを試食いただけます。
出来たての製品を併設されたショップでお土産として購入するのもお勧めです。
ランチ： カン・エン・２レストランにて昼食
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。
パトンビーチ： 3ｋｍにわたる華やかで美しいビーチでショッピング、様々なレジャーや各種アクティビティーをお楽しみいただけます。

所要時間
：約 7 時間 30 分
ツアー出発時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：1600 hrs
最小催行人員
：6 名
定員
：40 名
注意事項
1. 小型船への乗船が困難となる、体の不自由な方やご高齢の方にはお勧め致しません。
2. お子様のご参加は保護者同伴が必要となりますのでご注意ください。
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VPHU-14L – Phi Phi Island by Speedboat (With meal)
ピピ島スピードボートツアー (昼食込み) SGD 195(大人) / 155(子供)




ピピレイ島： 映画「ザ・ビーチ」の撮影場所で有名になったマヤベイまでスピードボートで移動、シュノーケリングをお楽しみいただけます。
その後ピピレイ島周辺のローサマ湾、ピレイ湾、バイキングケーブを周遊。
ランチ： ピピ ホリデーインリゾートにてランチ。
カイ島： 時間に余裕がある場合、シュノーケリングスポットとして有名なカイ島へ立ち寄ります。

所要時間
：約 8 時間
ツアー出発時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：1600 hrs
最小催行人員
：20 名
定員
：60 名
注意事項
1. 所要時間は天候及び参加人数により変更になる場合がございます。
2. 天候により旅程が予告なしに変更になる場合がございます。
3. 天候によりお客様の安全が確保できないと判断された場合、ツアー中止になる事がございます。
4. 国立公園への入園料はツアー料金に含まれております。
5. シュノーケリングセット（マスク、シュノーケル）、ライフジャケットはスピードボート船上でお受け取りください。
6. 体の不自由な方やご高齢の方、船酔いしやすい方のご参加はお勧め致しません。
7. ミネラルウォーター、ソフトドリンク等はスピードボート船上にてご用意しております。
8. 昼食時のお飲み物代金は別途必要となります。
9. 安全の為に、インストラクターの指示に従ってください。
10. 6 歳未満のお子様は参加いただけません。また、お子様の参加は保護者同伴が必要となります。
11. 本ツアーはモンスーン期にのみ催行されます。

VPHU-15L – True Experience of Thai Rural Life (With meal)
タイ農民生活体験 (昼食込み) SGD 130(大人) / 110(子供)






農家訪問： ゴム園での収穫作業見学、サルによるココナッツ収穫の見学、牛車の乗車体験をしていただけます。
水田訪問： タイの伝統的水田にて米の栽培、収穫、水牛での耕し等を見学いただけます。
ランチ： 現地のレストランにて昼食となります。
地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。
ワット・シャロン： 島内２９の寺院の中で最も信仰を集めている仏教寺院ワット・シャロン。華麗な装飾を誇るプーケット島最大規模の僧
院をご参拝頂けます。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 7 時間 30 分
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：20 名
：60 名

：1600 hrs
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VPHU-16L – Snorkeling at Khai Island and Relax at Rang Yai Island (With meal)
カイ島シュノーケリング＆ランヤイ島リラックスツアー (昼食込み) SGD 170(大人) / 120(子供)



カイ島： プーケットからスピードボートに乗ってカイ島へ向かいます。美しい海でのシュノーケリング、スイミング等をお楽しみください。
ランヤイ島： 昼食はランヤイ島にてお楽しみいただきます。ランチ後はフリータイムとしてビーチでゆっくりお過ごしいただけます。
サイクリングなどのアクティビティーもございますので是非ご利用ください。

所要時間
：約 7 時間 30 分
ツアー出発時間
：0900hrs / ツアー帰着時間
：1600 hrs
最小催行人員
：20 名
定員
：75 名
注意事項
1. 天候及び海洋条件によりツアー行程が変更となる場合がございます。
2. 悪天候等、条件がお客様の安全に支障をきたすと判断された場合、キャンセルになる場合がございます。
3. シュノーケリング用具（マスクとスノーカー）、ライフジャケットはスピードボート内に用意しております。
4. スピードボートへの乗り降りが困難なお客様、乗り物酔いをし易いお客様のご参加はお勧めいたしません。
5. スピードボート内では飲料水及びソフトドリンクの提供がございます。
6. 昼食時のお飲み物はツアー代金に含まれておりません。
7. 安全の為、ご参加されるお客様はガイドの指示に従う様お願いいたします。
8. 6 歳未満のお子様、お子様単独でのツアーへの参加は出来ません。
9. 水着をシャツの下に着るなど濡れても良い格好でご参加ください、タオル、日焼け止め等は各自ご用意ください。
10. 参加には免責事項への同意とフォームへの署名が必要になりますので予めご了承ください。

VPHU-20L – Wonderful Folkway – Sustainable Local Community (With meal)
プーケット習俗体験 (昼食込み) SGD 140(大人) / 120(子供)







プーケットの村訪問： プーケット島中部に位置する村を訪問、村営の民芸店等を見学。
マングローブの森： プーケットが誇る壮大で美しいマングローブの森をカヌーで散策。カニを獲りに来たマカークザルに出会えるかも。
イスラムの村訪問： タイ国王の“足るを知る経済 Sufficiency Economy“を実践する、イスラムの村を徒歩で散策。果樹園、ゴム農園、
有機農園などを見学。季節の果物を味見しながら、習俗を体験。
ランチ： 村運営の地元レストランで昼食
プラトン寺院： プラトン寺院とその民族博物館を見学。寺院の半身黄金仏像は必見。
地元のお土産物：ショッピングへご案内します。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 8 時間
：0900hrs / ツアー帰着時間
：6 名
：30 名

：1600 hrs
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VPHU-21L – Underwater Scooter at Coral Island (With meal)
サンゴ島でアンダーウォータースクーター体験 (昼食込み) SGD 190(大人)





シャロン湾からスピードボートでサンゴ島まで移動。
サンゴ島： サンゴ島にて自由時間。シュノーケリングを始め多種のマリンスポーツをお楽しみください（別途費用）
アオ（Aeo）島： ボートで移動、アンダーウォータースクーターでお楽しみください。
ランチ： サンゴ島の地元レストランで昼食、ビーチで自由時間。
ツアー料金に含まれるもの
1.
海上、陸上での交通（ガイド付き）
2.
シュノーケリングセット（マスク、シュノーケル）
3.
アンダーウォータースクーター
4.
昼食とソフトドリンク

所要時間
：約 6 時間 30 分
ツアー出発時間
：0900hrs / ツアー帰着時間
：1600 hrs
最小催行人員
：20 名
定員
：30 名
注意事項
1. アンダーウォータースクーターをご利用頂くにあたって制限がございます。12 歳未満のお子様、体重 100 キロ以上の方、身長 200ｃｍ
以上の方。また、妊娠されている方の参加はご遠慮ください。
2. 高血圧、低血圧、心臓に持病を持っている方の参加はご遠慮ください。
3. タオル、水着などは各自ご用意ください。
4. アンダーウォータースクーター利用時はインストラクターが同行します。（英語）
5. 参加人数、天候、道路状況によりツアー所要時間や行程が変更になる場合がございます。

VPHU-22L – Muay Thai Training Course “Thai Boxing” (with meal)
ムエタイ体験 (昼食込み) SGD 150(大人)





ムエタイ教室： ‘タイボクシングキャンプ＆スクール‘にてムエタイ講習。実戦を含む、ムエタイの集中講座を受けて頂けます。
ワット・シャロン： 島内２９の寺院の中で最も信仰を集めている仏教寺院ワット・シャロン。華麗な装飾を誇るプーケット島最大規模の僧
院をご参拝頂けます。
ランチ： 地元のレストランにて昼食となります。
パトンビーチ： 3ｋｍにわたる華やかで美しいビーチでショッピング、様々なレジャーや各種アクティビティーをお楽しみいただけます。

所要時間
：約 8 時間
ツアー出発時間
：0900hrs / ツアー帰着時間
：1600 hrs
最小催行人員
：6 名
定員
：20 名
注意事項
1. ムエタイに必要な用具は講習にて用意いたします。
2. 12 歳未満のお子様、体の不自由な方やご高齢の方の参加はご遠慮ください。
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VPHU-23L – Thai Ways (with meal)
タイ習俗文化体験(昼食込み) SGD 140(大人)







プーケット・タウン観光： プーケット・タウンの青果市場を見学。シノポルトガルスタイルの町並みを観光。
タイ・カルチャービレッジ： フルーツカービングレッスン、伝統舞踊レッスンをお楽しみいただいた後、タイの伝統装束に着替えての記念
撮影を行います。
ランチ： 湖畔のレストランにて昼食となります。
地元のお土産物：ショッピングへご案内します。
ワット・シャロン： 島内２９の寺院の中で最も信仰を集めている仏教寺院ワット・シャロン。華麗な装飾を誇るプーケット島最大規模の僧
院をご参拝頂けます。
スリブラパ・カシューナッツファクトリー： 工場で加工されるカシューナッツや出来たてのドライフルーツキャンディを試食いただけます。
出来たての製品を併設されたショップでお土産として購入するのもお勧めです。

所要時間
：約 8 時間
ツアー出発時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：1700 hrs
最小催行人員
：6 名
定員
：20 名
注意事項
1. レッスンに必要な用具はご用意しております。
2. 12 歳未満のお子様はご参加いただけません。
3. 伝統装束での記念写真を 1 枚プレゼントいたします。
4. 徒歩での移動が多くなるため体の不自由な方やご高齢の方にはお勧め致しません。

VPHU-24L – Thai and Chinese Harmony (With meal)
タイ／中国文化体験(昼食込み) SGD 110(大人) / 100(子供)








プーケット・タウン： プーケット・タウン地元のレストランにて朝食。
中国式神社： タイと中国の文化歴史に造詣の深いガイドの解説を聞きながら見学。
スリブラパ・カシューナッツファクトリー： 工場で加工されるカシューナッツや出来たてのドライフルーツキャンディを試食いただけます。
出来たての製品を併設されたショップでお土産として購入するのもお勧めです。
ワット・シャロン： 島内２９の寺院の中で最も信仰を集めている仏教寺院ワット・シャロン。華麗な装飾を誇るプーケット島最大規模の僧
院をご参拝頂けます。
地元のお土産物： 地元工芸品のショッピングへご案内します。
ランチ： 貸し切りの会場で本格タイ料理をコースでお楽しみください（ソフトドリンク 1 杯付き）。
パトンビーチ： 3ｋｍにわたる華やかで美しいビーチでショッピング、様々なレジャーや各種アクティビティーをお楽しみいただけます。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員
定員

：約 8 時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：30 名
：70 名

：1600 hrs
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VPHU-25L – Splash Jungle Water Park (Without meal)
スプラッシュジャングルウォーターパーク(食事なし) SGD 100(大人) / 70(子供)



キンナリー エンターテイメント コンプレックス： 様々なアクティビティーをお楽しみ下さい。（入場料等はツアー代金に含まれません）
（アクティビティー： エレファントライディング、モンキーショー、射撃、コブラショー等）
ジャングルウォーターパーク： 7 つのゾーンに分かれたプーケット最新のウォーターテーマパークでお楽しみください。

所要時間
：約 8 時間
ツアー出発時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：1600 hrs
最小催行人員
：30 名
定員
：200 名
注意事項
1. キンナリーエンターテイメントコンプレックスでの各種費用はツアー料金に含まれておりません。
2. ジャングルウォーターパークの営業時間は現地時間 10am – 18pm です。
3. 上記 2 か所にてお支払い頂く料金に関して、5 歳～12 歳のお子様には子供料金が適用されます。
4. 昼食はツアー料金に含まれておりません。ジャングルウォーターパークにてお買い求めください。
5. ジャングルウォーターパークでのマッサージ料金はツアー料金に含まれておりません。
6. 主要通貨、クレジットカードがご使用いただけます。
7. お一人様につきロッカー1 つをご利用になれます。
8. タオルは貸し出しておりますが、有料となります。（107 タイバーツ）

VPHU-26L – Art of Thai Gastronomy(with meal)
タイ美食ツアー(昼食込み) SGD 140(大人)








プーケット・タウン青果市場： プーケット・タウンの青果市場を見学。
スコーカルチャービレッジ： ウェルカムドリンク（ハーブティー）の後はタイの本格クッキング教室に参加していただけます。
メニューはチキングリーンカレー、タイ風春巻などです。
ランチ：作った料理が昼食となります。
ビッグ・ブッタ： プーケットで 2 番目に高いナッカード山頂に立つビッグ・ブッタ。
地元のお土産物： 地元工芸品のショッピングへご案内します。
ポーンヒップシーストア： 多種多様なドライフルーツ、海産物の乾物やソーセージなどを扱っている地元有名店にご案内いたします。
地元甘味店にご案内いたします。

所要時間
：約 8 時間
ツアー出発時間
：0900 hrs / ツアー帰着時間
：1600 hrs
最小催行人員
：6 名
定員
：12 名
注意事項
1. レッスン修了証書、レシピはレッスン終了後にお渡しいたします。
2. エプロン等はクラスでご用意いたします。
3. お子様の参加はご遠慮頂いております。

VPHU-S – Shuttle Service from Deep Sea Port to Patong Beach
ディープシーポートからパトンビーチまでの往復バス (食事なし) SGD 25(大人) / 20(子供)



地元のお土産物： 地元工芸品のショッピングへご案内します。ハンドメイドのお土産やタイシルク、宝石類をお求め頂けます。
パトンビーチ： 3ｋｍにわたる華やかで美しいビーチでショッピング、様々なレジャーや各種アクティビティーをお楽しみいただけます。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員

：約 6 時間 30 分
：0930 hrs / ツアー帰着時間
：30 名

：1530 hrs
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VPHU-T – Transfer to Phuket Town
パトンビーチからプーケットタウンまでの往復バス (食事なし) SGD 25(大人) / 20(子供)



地元のお土産物： 地元工芸品のショピンクﾞへご案内します。ハンドメイドのお土産やタイシルク、宝石類をお求め頂けます。
オーシャンタイムスクエア： スーパースターヴァーゴ行きのバス発着場となります。

所要時間
ツアー出発時間
最小催行人員

：約 6 時間 30 分
：0930 hrs / ツアー帰着時間
：30 名

：1530 hrs

