
イルカと一緒に泳いで至福のひと時を！
ドルフィンズパシフィック
1

2 - 3

日程

4

パラオが誇る世界最大級のイルカ飼育施設イルカと共に泳い

だり、遊んだりはもちろんのこと、イルカの調教体験もでき

ます。 お好みのプログラムをお楽しみ下さい。

※催行日は 2/21、25、28、3/3、6、10、13、
17、20、24、27、31 となります。

オプション料金
■3,500 円
クロースエンカウンター
■10,000 円
ドルフィンシンフォニー

※モデルスケジュールとなります

■クロースエンカウンター
※イルカについて理解を深めた後、イルカと触れ合います。     
　12歳以下は無料。満5歳以下の参加者は、     
　ライフジャケットの着用が必要です。     
■ドルフィンシンフォニー
※イルカと一緒に泳ぐ優雅なひととき。
　泳ぎに自信が無い方でも安心です。
※6歳以上から参加可能。妊婦の方は参加不可。
　参加者は全員全員ライフジャケットの着用が必要です。
※マスク・シュノーケル・フィンは、レンタル代金無料です。
※送迎が含まれておりません。お一人様往復1,500円にてお手配可能。

スケジュール
12:30
　　

13:45

世界遺産の海を満喫

※ティーウェイ航空利用の方はそれ
ぞれ 3,000 円、9,000 円お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia


神秘的な夜空を見ながら海上を楽しむ
ナイトカヤックツアー
1

2 - 3

日程

4

満点の星空の中をカヤックで進む「ナイトシーカヤック」は、

幻想的なひとときを味わえること間違いありません。都会で

は見ることのできない、星空や月光をお楽しみ下さい。

※天候、潮汐の状況により、コース・ポ
イントの変更　または不催行になる場合も
ございます。

オプション料金
■5,500 円（大人）
■3,500 円（6~11 歳）

※モデルスケジュールとなります

ご宿泊ホテルより出発
パラオプランテーションリゾート桟橋　手漕ぎカヤックで出発
ライトで照らしながら、トンネル状になったマングローブの水路を抜けて海へ

満天の星を見ながら、穏やかな内湾をのんびりカヤッキング
夜空を見上げながらスノーケリング。
カヤッキングしながら帰路に
パラオプランテーションリゾート桟橋
ご宿泊ホテル到着

スケジュール
18:00
18:30

20:30
21:00

世界遺産の海を満喫

■必要な許可証：ロックアイランド許可証 50 ドルもしくは、ジェリーフィッシュレイク許可証 100 ドル

※ティーウェイ航空利用の方は
　5,000 円 ( 大人 )、3,000 円 ( 子供 )
※5歳まで：無料（4歳から参加可）
※最少催行 1名お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia


見たことがないような魚が釣れるかも！
半日フィッシングツアー
1

2 - 3

日程

4

自分で釣った魚をアンテロープにてお好きな調理法でお召し

上がり頂けます※有料 5＄～（魚の大きさや数に応じて変わります）

入れ食い状態のパラオの海で釣りを満喫してみませんか？  

 

オプション料金
■9,000 円（大人）
■6,000 円（6~11 歳）

※モデルスケジュールとなります

ご宿泊ホテルより出発
港出発
ポイントへ到着。2時間ほど釣りをお楽しみ下さい
港着。着後ランチ
ホテル着

ご宿泊ホテルより出発。港到着後、ランチ
港出発
ポイントへ到着。2時間ほど釣りをお楽しみ下さい
港着
ホテル着

スケジュール
午前
08:00
08:30
09:00
11:30
12:30
午後
12:30
13:30
14:00
16:30
17:00

世界遺産の海を満喫

■必要な許可証：フィッシング許可証 20 ドル / 別途現地払い

※ティーウェイ航空利用の方は
7,500 円 ( 大人 )、4,500 円 ( 子供 )
※5歳まで：無料（4歳から参加可）
※最少催行 2名お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia


ランチ付き！神秘的な夜空を見ながら海上を楽しむ
マリンレイクエリア半日カヤックツアー
1

2 - 3

日程

4

美しいロックアイランドでカヤック体験後、マリンレイク内

でスノーケリングをお楽しみ頂けます。

世界遺産の豪快な海をお楽しみ下さい。

オプション料金
■8,500 円（大人）
■5,500 円（6~11 歳）

※モデルスケジュールとなります

ご宿泊ホテルより出発
港出発
ポイントへ到着。2時間ほどカヤック、スノーケルをお楽しみ下さい
港着。着後ランチ
ホテル着

ご宿泊ホテルより出発。港到着後、ランチ
港出発
ポイントへ到着。2時間ほどカヤック、スノーケルをお楽しみ下さい
港着
ホテル着

スケジュール
午前
08:00
08:30
09:00
11:30
12:30
午後
12:30
13:30
14:00
16:30
17:00

世界遺産の海を満喫

■必要な許可証：ロックアイランド許可証 50 ドル / 別途現地払い

※ティーウェイ航空利用の方は
7,000 円 ( 大人 )、4,000 円 ( 子供 )
※5歳まで：無料（4歳から参加可）
※最少催行 2名お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia


1回3名早い者勝ち！
セスナ機遊覧ツアー
1

2 - 3

日程

4

2012 年、世界遺産に登録されたロックアイランドの絶景を

唯一空から遊覧できる大人気ツアーです。

最大 3 名まで、お好きな時間を指定することが可能です。
※天候、潮汐の状況により、コース・ポイ
ントの変更　または不催行になる場合も
ございます。

※モデルスケジュールとなります

Aコース：25分　大人：15,000円（1名参加時21,000円）　子供：9,500円
飛行エリア：コロール上空・ミルキーウェイ付近      

Bコース：40分　大人：20,000円（1名参加時32,000円）　子供：13,500円
飛行エリア：Aに加えてロングビーチ・ジャーマンチャネル・ブルーコーナー・セブンティアイランド 

     
Cコース：55分　大人：28,000円（1名参加時43,000円）　子供：18,000円
飛行エリア：Bに加えてペリリュー島      

料金＆スケジュール

世界遺産の空を満喫

年齢区分（大人：7歳以上、 子供：3歳以上～ 6歳以下、 幼児：2歳以下 ）
※2歳未満の幼児の方は参加不可。 

※ご搭乗前に、ID確認およびセキュリティーチェックがございますので、
　パスポート（コピー可）を必ずご持参ください。 

※主催会社規定免責事項をご確認の上、飛行前に、同意書への署名が必要です。

お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia


原始の海を原始の島で楽しむ
カープ島デイトリップ
1

2 - 3

日程

4

手つかずの自然が残るカープ島へ渡り、ジャングルを散策し

たり、ビーチでのんびりしたり、カヤックをしたり自由な時

間をお楽しみ下さい。

オプション料金
■11,600 円（大人）

※モデルスケジュールとなります

ご宿泊ホテルより出発
カープ島到着　お好きな時間にカヤック1時間をお楽しみください
ジャングル散策を楽しんだり、ビーチでのんびりすることができます
レストランでランチをお召し上がりください
カープ島出発コロールへ
ご宿泊ホテル到着

スケジュール
7:30
8:30

12:00
15:00
16:00

世界遺産の島を満喫

■必要な許可証：ロックアイランド許可証 50 ドル

※最少催行 4名

お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia


美と健康を追及！パラオで美しくなる！
マングローブスパ
1

2 - 3

日程

4

「マングローブスパ」は緑に囲まれたパラオプランテーションリゾート内の”隠れ家スパ”

リラックスできるスペースとパラオ産の天然素材を使ったスパメニューで皆様をお迎え！

■ムーンリズムパラワンケア
パラオの自然がもたらす天然素材化粧品「パラオホワイト」等と月のサイクルを合わせた贅沢なケア。
＊パラワンボディー60分：9,500円　　※ティーウェイ航空利用の方は8,500円
　　　・月のオイルをチョイス (受付時) 
　　　・ノニフットバス（デトックス効果）  
　　　・アロマオイル ボディーマッサージ（フット＋全身） 
　　　・オープンエアーのレストランにてハーブティーをお楽しみください。      
＊パラワンボディー&フェイス90分：14,000円　※ティーウェイ航空利用の方は12,500円
　　　・月のオイルをチョイス(受付時)         　　　
　　　・ノニフットバス（デトックス効果） 
　　　・アロマオイル ボディーマッサージ（フット＋全身） 
　　　・フェイシャルマッサージ＆パック
　　　A)パラオミルキーウェイクレイパック（美白＆保湿）
　　　B)モリンガパック（むくみ＆リフトアップ）
　　・オープンエアーのレストランにてハーブティーをお楽しみください。

■リラックスマッサージ           
パラオ産ココナッツオイルを使ったシンプルなマッサージ
＊ボディ30分：3,500円　※ティーウェイ航空利用の方は3,000円
　　　＊ボディ60分：6,000円　※ティーウェイ航空利用の方は5,000円
　　　＊ボディ90分：8,500円　※ティーウェイ航空利用の方は7,000円
　　　＊ヘッド30分：3,500円　※ティーウェイ航空利用の方は3,000円
　　　＊フェイス30分：3,500円　※ティーウェイ航空利用の方は3,000円
　　　＊フット30分：3,500円　※ティーウェイ航空利用の方は3,000円
　　　※30分、60分、90分のボディマッサージを基本に、フェイス、フット、ヘッド（各30分）を組み合わせることができます。

■ノニフットスパ           
ノニ湯＋リラクシングマッサージ30分：4,000円　※ティーウェイ航空利用の方は3,500円 
パラオ産ノニを使ったノニ湯は新陳代謝を促進。さらに女性に嬉しいスベスベ美肌効果も。 ノニ足湯のあとオイルマッサージ（箇
所選択自由）。疲れた体にご褒美を！           

料金＆スケジュール

世界遺産の美を満喫

お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia


離島でランチ！人気No.1！1日でパラオの海を大満喫
スーパーロックアイランドツアー
1

2 - 3

日程

4

パラオ制覇の海ツアーは何といってもこれがおすすめ！！

パラオに来たからには欠かせない、ミルキーウエイ、ジェリー

フィッシュレイク、抜群の透明度を誇る海でシュノーケリン

グなど、1 日でパラオの海を楽し

めます。

オプション料金
■16,000 円（大人）
■9,000 円（6~11 歳）

※モデルスケジュールとなります

ご宿泊ホテル出発
桟橋より出発
ミルキーウェイ : 乳白色の海！美白保湿効果ありの泥で美肌パック！
ジェリーフィッシュレイク：世にも奇妙なクラゲの湖で癒される♪
ロングビーチでランチ : 白い雄大な砂浜を見ながら、のんびり休憩 
ジャーマンチャネル通過 : マンタが見えたりする日も！？ 
ビッグドロップオフ スノーケル：サメやカメとの遭遇？
パラダイス スノーケル：透明度抜群！ナポレオンフィッシュに遭遇か！？
船上観光 : ロックアイランドの海。ナチュラルアーチなどを巡りながら帰途に・・・ 
桟橋着　各ホテルへ
ご宿泊ホテル到着

スケジュール
09:00
09:30
10:00
11:00
12:30
14:00
14:30
15:30
16:00
16:30
17:00

世界遺産の海を満喫

■必要な許可証：ジェリーフィッシュレイク許可証 100 ドル

※ティーウェイ航空利用の方は　
　15,000 円 ( 大人 )、8,000 円（子供 )
※5歳まで：無料（1歳から参加可）
※最少催行 2名お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia


ミクロネシア最大の滝のマイナスイオンを浴びる
半日ガラスマオ滝ツアー
1

2 - 3

日程

4

ミクロネシア最大級の滝でマイナスイオンをたっぷり吸収。

フレッシュな大自然を観察しながらのトレッキングも魅力で

す。

オプション料金
■8,000 円（大人）
■5,500 円（6~11 歳）

※モデルスケジュールとなります

ご宿泊ホテルより出発
トレッキングスタート：バベルダオブの自然をお楽しみ下さい。
ガラスマオの滝到着：マイナスイオンを浴びながらリフレッシュ♪
滝出発
ジャングルの入口到着
ご宿泊ホテル到着

スケジュール
8:15
9:05
9:45
10:15
10:55
11:45

世界遺産の陸を満喫

※ティーウェイ航空利用の方は
　6,500 円 ( 大人 )、3,500 円 ( 子供 )
※5歳：無料（5歳から参加可）
※最少催行 2名お申込みは渋谷店まで

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1469587002tRKbcQia
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