
[15S1]１日満喫！充実のシンガポール観光＆トライショー＆夜景ツアー 大人 ¥27,400
子供 ¥13,700

（シンガポールフライヤー乗車の場合、現地解散）

天候により、ツアーが中止になる場合があります

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

12:15
13:30

14:30

マリーナ湾を船で移動

マーライオン公園

トライショー乗車

ブギスビレッジ散策（フルーツ付）

ブギス観音堂

MBS　

15:00 ラッフルズアーケード散策

MBS発

18:00

富の噴水

オープントップバス

スカイパークat マリーナベイサンズ

10:35 MBSで下車

9:40

OP：シンガポールフライヤー（追加代金：3,000円）

21:30 ホテル帰着

20:45 ガーデンバイザベイの光のショー(10分）

19:15 リバークルーズ

20:00 マーライオン公園

選べるランチランチ：グッドウドパーク

14:00

MBSの光のショーを鑑賞

レッドハウスでディナー チリクラブ

シンガポ－ル終日観光

シンガポール  オプショナルツアー

オープントップバスで爽快にシンガポール名所観光！バスを降りたらマリーナ湾が一望できるマリーナベイサンズのスカ
イパークへ。その後クルーズ船にてマーライオン公園観光。ランチは人気のグッドウッドパークにて選べるお食事！午後
からはお金持ちになれる！？と話題の富の噴水「ファウンテン　オブ　ウェルス」、シンガポール最古の仏教寺院でパ
ワーをもらった後は自転車タクシーで市内散策！ディナーはシンガポール名物「チリクラブ」！その後リバークルーズで
夜景を見学。マーライオン公園到着後、MBSの光のショーを鑑賞！最後はガーデンバイザベイのスーパーツリーの光の
ショー。追加費用にてシンガポールフライヤーのご参加も可能です。

集合場所は別表参照ホテル出発9:00



[15S2]1日満喫！お手軽シンガポール観光＆夜まで動物三昧！ 大人 ¥22,500
子供 ¥11,300

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

[15S3]1日満喫！充実のシンガポール観光＆人気動物園 大人 ¥27,400
子供 ¥13,700

天候により、ツアーが中止になる場合があります

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

10:30
ガーデンバイザベイ（バギー利用）

人種が入り混じるシンガポールならではの街並みとマーライオン公園やガーデンバイザベイの人気スポット回れるお手
軽な市内観光！ランチは人気の飲茶！午後からは、世界でも珍しい檻がない開放的な動物園。まるでジャングルの様
な動物園内をトラムで移動。動物たちの楽しいショーをお楽しみいただいた後、お隣のナイトサファリへ移動。40ヘクター
ルという広大な敷地に、アフリカ、南米、アジアなどに生息する夜行性動物が自然に近い状態で飼育されています。それ
ぞれ、両方の園内はトラムをご利用いただけます。

10:00

9:00 セントアンドリュース教会 車窓

14:30 シンガポール動物園

夕食

19;00 民族ダンスショー鑑賞 雨天中止

21;30 ホテル帰着

8:30 ホテル出発 集合場所は別表参照

インド人街 車窓

9:15 マーライオン公園

10:45 アラブストリート

11:30 チャイナタウン散策

マリーナ湾を船で移動

オープントップバスで爽快にシンガポール名所観光！バスを降りたらマリーナ湾が一望できるマリーナベイサンズのスカ
イパークへ。その後クルーズ船にてマーライオン公園観光。ランチは人気のグッドウッドパークにて選べるお食事！午後
からは世界でも珍しい檻がない開放的な動物園。まるでジャングルの様な動物園内をトラムで移動。動物たちの楽しい
ショーをお楽しみいただいた後、お隣のナイトサファリへ移動。40ヘクタールという広大な敷地に、アフリカ、南米、アジア
などに生息する夜行性動物が自然に近い状態で飼育されています。それぞれ、両方の園内はトラムをご利用いただけ
ます。

21;00

日本語

12:00 ランチ：飲茶

ナイトサファリ出発

13:30 MBS

フィッシングキャットトレール散策

19;45 トラムカーにて園内観光

20;30

18;00

MBSで下車

集合場所は別表参照9:00 ホテル出発

スカイパークat マリーナベイサンズ

9:40 オープントップバス

10:35

マーライオン公園

12:15 ランチ：グッドウドパーク 選べるランチ

14:00 MBS発

13:30 MBS　

18;00 夕食

14:30 シンガポール動物園

19;45 トラムカーにて園内観光 日本語

雨天中止19;00 民族ダンスショー鑑賞

21;30 ホテル帰着

20;30 フィッシングキャットトレール散策

21;00 ナイトサファリ出発



[15S4]1日満喫！お手軽シンガポール市内観光＆セントーサ島満喫ツアー 大人 ¥22,500
子供 ¥11,300

16:00 ピンクイルカショー

*タイガービールの試飲は未成年やお酒の飲めないお客様へはノンアルコール飲料をご用意いたします

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

ディナー：ウェーブハウス 洋食（チキン又は魚）

21:00

アンダーウォーターワールド

20:30 セントーサ島発

車でセントーサ島入島

車窓

14:00 MBS発

13:30 MBS

19:40 ウィングスオブタイム

15:00
14:30

18:00
17:00 タイガースカイタワー ドリンク付

ホテル帰着

11:30 チャイナタウン散策

12:00 ランチ：飲茶

人種が入り混じるシンガポールならではの街並みとマーライオン公園やガーデンバイザベイの人気スポット回れるお手
軽な市内観光！ランチは人気の飲茶！午後からはセントーサ島の水族館「アンダーヲーターワールド」と人気のピンクの
イルカショー鑑賞！タイガースカイタワーでセントーサ島を一望！夕食はビーチ前にあるウェイブハウスにて洋食を。天
気がいいときは綺麗なサンセットが見られます！最後はウィングスオブタイムを鑑賞後ホテルへ

マーライオン公園9:15
セントアンドリュース教会

8:30 ホテル出発

9:00

10:00 ガーデンバイザベイ（バギー利用）

10:45 アラブストリート

10:30 インド人街

車窓

集合場所は別表参照



[15S5]1日満喫！セントーサ島観光＆人気動物園 大人 ¥22,500
子供 ¥11,300

トラムに乗って園内散策

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

[15S6]1日満喫！セントーサ島観光&トライショー＆夜景ツアー 大人 ¥22,500
子供 ¥11,300

（シンガポールフライヤー乗車の場合、現地解散）

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

集合場所は別表参照

セントーサ島

富の噴水

9:30

ブギス観音堂

10:00
11:30

9:00

18;00

話題の世界最大の水族館「S.E.A.AQUALIUM」を堪能したのち、マーライオンタワーに登ってセントーサ島を一望！ランチ
はシンガポール名物「チキンライス」！お金持ちになれる！？と話題の富の噴水「ファウンテン　オブ　ウェルス」、シンガ
ポール最古の仏教寺院でパワーをもらった後は自転車タクシーで市内散策！ディナーはシンガポール名物「チリクラ
ブ」！その後リバークルーズで夜景を見学。マーライオン公園到着後、MBSの光のショーを鑑賞！最後はガーデンバイ
ザベイのスーパーツリーの光のショー。追加費用にてシンガポールフライヤーのご参加も可能です。

ホテル出発

シーアクア

雨天中止

21;00
21;30

19;00 民族ダンスショー鑑賞

19;45 トラムカーにて園内観光

14:00 MBS発

14:30 シンガポール動物園着

話題の世界最大の水族館「S.E.A.AQUALIUM」を堪能したのち、マーライオンタワーに登ってセントーサ島を一望！ランチ
はシンガポール名物「チキンライス」！午後からは世界でも珍しい檻がない開放的な動物園。まるでジャングルの様な動
物園内をトラムで移動。動物たちの楽しいショーをお楽しみいただいた後、お隣のナイトサファリへ移動。40ヘクタールと
いう広大な敷地に、アフリカ、南米、アジアなどに生息する夜行性動物が自然に近い状態で飼育されています。それぞ
れ、両方の園内はトラムをご利用いただけます。

20;30 フィッシングキャットトレール散策

夕食

ホテル帰着

ナイトサファリ出発

トライショー乗車

14:00 MBS発

MBS　

14:30

ブギスビレッジ散策（フルーツ付）

20:00 マーライオン公園

13:30

ラッフルズアーケード散策

マーライオンタワー入場

18:00 レッドハウスでディナー チリクラブ

15:00

12:00 ランチ チキンライス

19:15 リバークルーズ

20:45 ガーデンバイザベイの光のショー(10分）

MBSの光のショーを鑑賞

OP：シンガポールフライヤー（追加代金：3,000円）

21:30 ホテル帰着

9:30 セントーサ島

9:00 ホテル出発 集合場所は別表参照

11:30 マーライオンタワー入場

10:00 シーアクア

12:00 ランチ チキンライス

13:30 MBS　



[15A1]　午前発！オープントップバスdeシンガポール観光＆グッドウッドパークでのランチ 大人 ¥16,700
子供 ¥8,300

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

[15A2]午前発！お手軽シンガポール観光！ 大人 ¥7,400
子供 ¥3,700

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

[15A3]午前発！　セントーサ島観光！ 大人 ¥9,300
子供 ¥4,700

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

[15A4]午前発！ユニバーサルスタジオ入場券＆片道送迎 大人 ¥8,000
子供 ¥5,600

*お帰りの送迎はありませんので、ご自身にてお戻りください。
主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

集合場所は別表参照ホテル出発

チキンライス

話題の世界最大の水族館「S.E.A.AQUALIUM」を堪能したのち、マーライオンタワーに登ってセントーサ島を一望！ランチ
はシンガポール名物「チキンライス」！

集合場所は別表参照

ユニバーサルスタジオの１日券と付いた片道送迎がセットになったプラン。

マーライオンタワー入場

ランチ

10:00

セントーサ島

マリーナベイサンズにて解散

9:00

10:00
11:30
12:00
13:30

シーアクア

13:30

9:30

マリーナベイサンズにて解散

10:45 アラブストリート

セントアンドリュース教会

その後自由

車でセントーサ島へ

11:30 チャイナタウン散策

オープントップバスで爽快にシンガポール名所観光！バスを降りたらマリーナ湾が一望できるマリーナベイサンズのスカ
イパークへ。その後クルーズ船にてマーライオン公園観光。ランチは人気のグッドウッドパークにて選べるお食事！

12:00 ランチ：飲茶

9:30

ホテル出発

10:30 インド人街

ガーデンバイザベイ（バギー利用）

車窓

集合場所は別表参照

車窓

スカイパークat マリーナベイサンズ

マーライオン公園

ランチ：グッドウッドパーク12:15

人種が入り混じるシンガポールならではの街並みとマーライオン公園やガーデンバイザベイの人気スポット回れるお手
軽な市内観光！ランチは人気の飲茶！

8:30 ホテル出発

9:00

9:00

9:15

マリーナベイサンズで下車

9:40 オープントップバス

13:30 マリ－ナベイサンズにて解散　

マーライオン公園

選べるランチ

マリーナ湾を船で移動

10:35

9:00 ホテル出発 集合場所は別表参照

午前発　シンガポ－ル半日観光



[15A5]午前発！マリンライフパーク入場券＆片道送迎 大人 ¥9,300
子供 ¥4,700

*お帰りの送迎はありませんので、ご自身にてお戻りください。

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

[15B1]午後発！セントーサ島満喫ツアー！ 大人 ¥9,300
子供 ¥4,700

16:00 ピンクイルカショー

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

[15B2]午後発！よくばりシンガポール動物園とナイトサファリ！ 大人 ¥17,200
子供 ¥8,500

*天候により民族ダンスショーが中止になることがあります

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

集合場所は別表参照9:00 ホテル出発

セントーサ島の水族館「アンダーウォーターワールド」と人気のピンクのイルカショー鑑賞！タイガースカイタワーでセン
トーサ島を一望！夕食はビーチ前にあるウェイブハウスにて洋食を。天気がいいときは綺麗なサンセットが見られます！
最後はウィングスオブタイムを鑑賞後ホテルへ

各ホテル発

21:00 ホテル帰着

集合場所は別表参照

20:30 セントーサ島発

その後自由

9:30 車でセントーサ島へ

世界でも珍しい檻がない開放的な動物園。まるでジャングルの様な動物園内をトラムで移動。動物たちの楽しいショーを
お楽しみいただいた後、お隣のナイトサファリへ移動。40ヘクタールという広大な敷地に、アフリカ、南米、アジアなどに
生息する夜行性動物が自然に近い状態で飼育されています。それぞれ、両方の園内はトラムをご利用いただけます。

19;45 トラムカーにて園内観光

フィッシングキャットトレール散策20;30

民族ダンスショー鑑賞 雨天中止

18;00 夕食

14:30 トラムに乗って動物園内観光

21;00 ナイトサファリ出発

19;00

13:30 ホテル出発 集合場所は別表参照

14:00 マリーナベイサンズ発

ホテル帰着21;30

18:00 ディナー：ウェーブハウス

15:00 アンダーウォーターワールド

14:00

洋食（チキン又は魚）

19:40 ウィングスオブタイム

17:00 タイガースカイタワー ドリンク付

マリーナベイサンズ発

世界最大の水族館「SEA　AQUALIUM」と人気のプール「ADVENTURE COVE WATERPARK」の入場券と片道送迎がセッ
トになったプラン。

14:30 車でセントーサ島入島

13:30

午後発　シンガポ－ル観光



[15B3]午後発！シンガポールのパワースポットとトライショー＆夜景ツアー 大人 ¥16,700
子供 ¥8,300

（シンガポールフライヤー乗車の場合、現地解散）

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

[15B4]午後発！気軽にリバーサファリとナイトサファリ！ 大人 ¥18,100
子供 ¥9,100

*天候により民族ダンスショーが中止になることがあります

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

ホテル帰着

21;00

自由行動

フィッシングキャットトレール散策

21;30

日本語

20;30
ナイトサファリ出発

19;00 民族ダンスショー鑑賞 雨天中止

19;45 トラムカーにて園内観光

14:30 リバーサファリ入園

21:30 ホテル帰着

OP：シンガポールフライヤー（追加代金：3,000円）

MBSの光のショーを鑑賞

20:45 ガーデンバイザベイの光のショー(10分）

20:00 マーライオン公園

18:00 レッドハウスでディナー チリクラブ

19:15 リバークルーズ

14:30 富の噴水

14:00 マリーナベイサンズ発

15:00 ラッフルズアーケード散策

ブギス観音堂

ブギスビレッジ散策（フルーツ付）

13:30 ホテル出発 集合場所は別表参照

14:00

18;00 夕食

トライショー乗車

マリーナベイサンズ発

ホテル出発 集合場所は別表参照

世界中の8つの大河を再現したこ世界最大規模の淡水生物専門の動物園。12ヘクタールの敷地には300種類、500匹の
動物や魚類が飼育される。ジャイアントパンダやマナティーなども間近で見ることができる。夜はお隣のナイトサファリへ
移動。40ヘクタールという広大な敷地に、アフリカ、南米、アジアなどに生息する夜行性動物が自然に近い状態で飼育さ
れています。

13:30

お金持ちになれる！？と話題の富の噴水「ファウンテン　オブ　ウェルス」、シンガポール最古の仏教寺院でパワーをも
らった後は自転車タクシーで市内散策！ディナーはシンガポール名物「チリクラブ」！その後リバークルーズで夜景を見
学。マーライオン公園到着後、MBSの光のショーを鑑賞！最後はガーデンバイザベイのスーパーツリーの光のショー。
追加費用にてシンガポールフライヤーのご参加も可能です。



[15B5]午後発！シンガポールのパワースポットとトライショー大人 ¥6,400
子供 ¥3,200

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

[15B6]午後発！アジアン雑貨ショッピングとハイティー 大人 ¥14,200
子供 ¥7,200

*グッドウッドパークで解散となります

*クリスマス、年末年始や祝祭日は催行しません

*諸事情によりハイティーの会場は変更になる場合があります

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

[15B7]午後発！インドの神秘　アーユルヴェーダーとインド料理の昼食 大人 ¥15,200
子供 ¥7,600

＊DFSにて解散となります

＊7才未満のお子様はご参加いただけません

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

13:30

14:30 富の噴水

14:00 マリーナベイサンズ発

ホテル出発 集合場所は別表参照

ブギスビレッジ散策（フルーツ付）

15:00 MRT乗車

ラッフルズアーケード散策

スリ・ヴィラマカリ・アマン寺院

リトルインディア・アーケード

15:00

お金持ちになれる！？と話題の富の噴水「ファウンテン オブ　ウェルス」、シンガポール最古の仏教寺院でパワーをも
らった後は自転車タクシーで市内散策！

15:30 DFS解散

12:30 MRT乗車

ヘナーアート(ボディーペイント)体験

インド人街散策

アーユルヴェーダ・マッサージ体験（頭のマッサージ）

ホーランドビレッジ散策

13:35-15:00

ホテル出発 集合場所は別表参照

12:40 昼食

解散

アジアン雑貨店

ホーランドビレッジ散策（アジアン雑貨専門店）、チャイナなタウン散策、グッドウッドパークホテルにてハイティー

14:30 チャイナタウン散策 アジアン雑貨店

12:00

13:15

インド料理の昼食後、インドのアユールベーダ・ヘアーマッサージ。魔除けの意味もあるヘナーアートは2週間位で消える

ので安心。MRT体験乗車。

15:00 グッドウッドパークにてハイティー

ブギス観音堂

13:00 ホテル出発 集合場所は別表参照

トライショー乗車

18:00 ブギスビレッジで解散



[15C1]夕方発！シンガポール夜景ツアー 大人 ¥11,800
子供 ¥5,900

（シンガポールフライヤー乗車の場合、現地解散）

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　  集合場所は別表参照

[15C2]ナイトセントーサ島観光 大人 ¥9,700
子供 ¥4,900

*タイガービールの試飲は未成年やお酒の飲めないお客様へはノンアルコール飲料をご用意いたします

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

[15C3]ナイトサファリ観光 大人 ¥10,800
子供 ¥5,400

主催：S.M.I. TRAVEL     ・　 集合場所は別表参照

21:45

民族ダンスショー鑑賞

日本語トラム

ホテル帰着

18:00

21:00 ホテル帰着

ビュッフェ

雨天中止

タイガースカイタワー

20:30

トラムカーにて園内観光

フィッシングキャットトレール散策

19:00

夕食

19:45

17:00

16:00 各ホテル出発

洋食（チキン又は魚）ディナー：ウェーブハウス18:00

集合場所は別表参照

世界でも珍しい夜の動物園。ジャングルの中をトラムカーに乗り夜行性動物を間近に観察できます。シンガポールをここ
抜きには、語れません。

20:30 セントーサ島発

各ホテル出発

17:00 ドリンク付

集合場所は別表参照

車でセントーサ島到着後タイガータワー乗車（ビール試飲）。夕食はビーチ前にあるウェイブハウスにて洋食を。天気が
いいときは綺麗なサンセットが見られます！最後はウィングスオブタイムを鑑賞後ホテルへ。

19:40 ウィングスオブタイム

ホテル発 集合場所は別表参照

マーライオン公園

20:45 ガーデンバイザベイの光のショー(10分）

19:15 リバークルーズ

MBSの光のショーを鑑賞

18:00 レッドハウスでディナー チリクラブ

20:00

21:30 ホテル帰着

OP：シンガポールフライヤー（追加代金：3,000円）

ディナーはシンガポール名物「チリクラブ」！その後リバークルーズで夜景を見学。マーライオン公園到着後、MBSの光
のショーを鑑賞！最後はガーデンバイザベイのスーパーツリーの光のショー。追加費用にてシンガポールフライヤーの
ご参加も可能です。

17:00

夕刻発　シンガポ－ル夜観光



[S-03]ジョホールバル観光 大人 ¥14,500
子供 ¥7,200

集合ホテル：フェアモント、リッツカールトン、ミラマー、マンダリンオーチャード、マリーナベイサンズ発のみ
主催会社：パンダバス　　　

マレーシアへ入国の為6ヶ月以上有効のパスポートと出国カードが必要となります

S.M.I.主催観光　お迎えホテル
マリーナ地区 チャイナタウン周辺 セントーサ島 その他
MARINA AREA CHINA TOWN AREA Sentosa Island OTHER

マリーナベイサンズ フラマリバーフロント ラサ・セントーサ クオリティー
MARINA BAY SANDS FRAMA RIVER FRONT RASA SENTOSA QUOLITY HOTEL

リッツカールトン ミラマー リゾート・ワールド・ デイズ
RITS CARLTON MIRAMAR セントーサ・コーチベイ　Days Hotel

コンラッド リバービュー RESORT WORLD 
CONRAD RIVER VIEW HOTEL SENTOSA COACH BAY

ザ　フラトン フラマシティー
THE FULLERTON FRAMA CITY CENTER

ラッフルズ
RAFFLES

フェアモント
FAIRMONT

※マリーナベイサンズの集合場所はタワー1とタワー2の間のエスカレータを一つ降りたところにある「ターミナルコーチ」となります。

※その他のホテルは全てロビーでのお待ち合わせとなります。

*ご不明な点、質問等がございましたらお問い合わせ下さい。

*お取り消し料（お一人様あたり）

前日12時まで ：50%
前日12-18時 ：ツアー代金の全額

前日18時以降または無連絡：無料

　なお、土曜日・日曜日と祝日はお休みを頂いております。

12:30

*毎週日曜日とマレーシアの祝祭日（迎賓等の事由を含む）はマワールギャラリーが休館となります。
*マワールギャラリーが休館日の場合はランキンスタジアムへご案内致します。

マレーシアとシンガポールの出入国手続き

12:05 バティック工房 下車

15:00 DFSで解散

昼食 ホテル内ビュッフェ

11:55 現ジョホールバル政庁（旧山下将軍の見張り台） 入場

10:05 マワールギャラリー 入場

11:15 マレー村(（マレーダンス・マレー建築・ヒューター工房の見学 ) 下車

9:40

8:00 各ホテル出発

アブバカールモスク 下車

シンガポールとマレーシアの出入国手続き

国境を越えマレーシアへ日帰りの旅

シンガポ－ル発　マレーシア観光


