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ご利用方法

●このガイドブックは現地でお渡しするガイドブック(オリジナル版)を要約して邦訳した簡易版です。従って、現地でお渡しするオリジナル版ガイドブック	
	 (英語)が原本となりますので、記載内容に相違がある場合は常に原本に準拠下さいますようお願いいたします。

●ガイドブックに記載されたアトラクションや内容は2017年2月現在の商品内容に準じております。従って、施設側の諸事情により予告なく営業時間や	
	 提供内容が変わる場合がありますので予めご了承ください。

●シンガポール・エクスプローラーパスの引換券(バウチャー)はシンガポール到着時に空港内SIAホリデイズ・ツアーカウンターでQRコード付カード(以	
	 下:カードと略します)に必ずお引き換え下さい。日本でお渡しするバウチャーのままではご利用頂けません。また、空港カウンターでお引き換え頂いた	
	 カードは各アトラクションの窓口で各々の入場券に再引換が必要です。
	 ※日本でお渡しするバウチャー→QRコード付カード(空港カウンター)→入場券(各アトラクションのチケットカウンター)

●カードをお持ちのお客様はガイドブックに掲載の様々なアトラクションにご参加いただけますが、各アトラクションまでの交通費は含まれておりません。

●シンガポール・エクスプローラーパス1日券をお買い求めの場合、最初のアトラクションを利用された
	 時刻より24時間後、2日券の場合は48時間後、3日券の場合は72時間後にそれぞれ失効します。

●カードはアトラクションの利用の有無に拘らずカード上に記載された有効期間満了日時に失効します。

●カードは譲渡または現金化は出来ません。紛失、盗難、破損した場合でも再発行は出来かねます。また、
	 カード発行後の払い戻しや、未使用部分の返金は承っておりません。

●このカード利用に際し、アトラクション施設によっては身分証明やホテル滞在の証明(キーカード)の提示を求められる場合がございますので、身分証明	
	 書等の携行をお願いいたします。

●各アトラクションのご利用に際しては、お客様ご自身と各アトラクション&サービス提供者との直接契約となります。従っての各々の判断と責任において	
	 ご利用くださるようお願いいたします。

●シンガポールエクスプローラーパスに付帯するアトラクションやサービスは各1回のみご利用が可能です(１日券、２日券、３日券共通)。

シンガポール・エクスプローラー・パス ガイドブック

ウエブサイト www.nationalgallery.sg

アクセス [MRT]City	Hall駅(ノースサウス＆イーストウェスト)下車。徒歩5分。
[SIA	Hop-on	Bus]National	Gallery下車(BROWNライン)。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料(常設展示)

住所 1	St.	Andrew’s	Road	#01-01,	Singapore	178957

営業時間
日曜日～木曜日・祝日10:00am～19:00pm	(閉館の1時間前までに入場)	
金曜日・土曜日・祝前日10:00am～22:00pm	(閉館の1時間前までに入場)	

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

ナショナル ギャラリー シンガポール

National Gallery Singapore

ウエブサイト www.zoo.com.sg

アクセス
[MRT/BUS]Choa	Chu	Kang駅(ノースサウスライン)下車。927番系統の
バス利用または、Ang	Mo	Kio駅で下車138番系統のバスで。シンガポール
動物園下車。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料（トラムは含みません）

住所 80	Mandai	Lake	Road	Singapore	729826

営業時間 8:30am～18:00pm	(最終入場17:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター　1番または2番

シンガポール動物園
Singapore Zoo

ウエブサイト www.siahopon.com

アクセス 始発、終点、最寄りの停留所はSIAホップ-オン	バス案内書を参照
ください。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 無料乗り放題

営業時間 08:30am～19:00pm	(最終便バスの停留所出発18:00pm)	年中無休

チケット交換場所 シンガポール・エクスプローラーパスを乗務員に提示して下さい。

SIA ホップ - オン バス

SIA Hop-on Bus

ウエブサイト www.singaporeflyer.com

アクセス
[MRT]Promenade駅下車(ダウンタウンライン＆サークルライン)。出口A
より徒歩5分。
[SIA	Hop-on	Bus]Singapore	Flyer下車(YELLOW＆BROWNライン)。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 乗車料無料(１周)

住所 30	Raffles	Avenue	Singapore	039803

営業時間 08:30am～22:30pm	(最終入場22:15pm)	年中無休

チケット交換場所 トラベル	トレード	コンシアージ

シンガポール フライヤー
Singapore Flyer

※9/14〜9/17はご利用できません。

ウエブサイト www.lkcnhm.nus.edu.sg

アクセス [MRT]Clementi駅(イーストウェスト)下車。
クレメンティー駅からSBSバス96番に乗車し10分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料

住所 2	Conservatory	Drive,	Faculty	of	Science,	National	University	of	
Singapore,	Singapore	117377

営業時間 10:00am～19:00pm	(最終入場17:00pm)	
開館日:月曜日を除く毎日(但し月曜日が休日の場合は開館)

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

リー コン チャン 自然史博物館

Lee Kong Chian
Natural History Museum

ウエブサイト www.malayheritage.org.sg

アクセス
[MRT]Bugis駅(イーストウェストライン＆ダウンタウンライン)下車。
サルタンモスク方面に徒歩10分。[SIA	Hop-on	Bus]KampongGlam下車
(REDライン)サルタンモスク方面に徒歩5分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料

住所 85	Sultan	Gate,	Singapore	198501

営業時間 火曜日～日曜日10:00am～18:00pm	(最終入場17:15pm)	月曜日閉館

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

マレーヘリテージセンター
Malay Heritage Centre

ウエブサイト www.spm.org.sg

アクセス
[MRT]City	Hall駅/Clarke	Quay駅/Bras	Basah駅(イーストウェストライン＆
ノースイーストライン＆イーストウェストライン＆サークルライン)下車。
[SIA	Hop-on	Bus]City	Hall下車(RED＆YELLOWライン)。Central	Fire	
Station方向に向かいColeman	Streetに沿いに位置。国立公文書館近接。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料

住所 23-B	Coleman	Street	Singapore	179807

営業時間 10:00pm～19:00pm	(最終入場18:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

シンガポール フィラテリック 博物館
Singapore Philatelic Museum

ウエブサイト www.rivercruise.com.sg

アクセス
[MRT]Clarke	Quay駅	(ノースイーストライン)	下車。ブロックD方向
「Clark	Quayチケットブース」。Hooters	Restaurant横。
[SIA	Hop-on	Bus]Clarke	Quay下車(YELLOWライン)。ブロックD方向
「Clark	Quayチケットブース」。Hooters	Restaurant横。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 乗船料無料(英語による観光案内付き）

住所 Blk	3E	River	Valley	Road	Singapore	179024

営業時間 09:00am～23:00pm	(最終乗船22:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター	(クラークキーHooters	Restaurant横)

シンガポール リバー クルーズ

Singapore River Cruise

ウエブサイト www.sbg.org.sg

アクセス
[MRT]Botanic	Gardens駅(サークルライン)下車。「Bukit	Timah	Gate」
より入場。
[SIA	Hop-on	Bus]	Botanic	Gardens停留所(YELLOWライン)下車。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料

住所 1	Cluny	Road	Singapore	259569

営業時間 8:30am～19:00pm	(最終入場18:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

ナショナル・オーキッド・ガーデン
National Orchid Garden

ウエブサイト www.gardensbythebay.com.sg

アクセス
[MRT]Bayfront	駅…(サークルライン＆ダウンタウンライン共通駅)
下車。出口B	より「Dragonfly	Bridge」を渡りガーデンズ・バイ・ザ・ベイへ。
[SIA	Hop-on	Bus]Marina	Bay	Sands停留所(YELLOWライン)下車。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 2箇所の温室への入場料無料

住所 18	Marina	Gardens	Drive,	Singapore	018953

営業時間 Bay	South	Outdoor	Gardens	5:00am～2:00am	年中無休
Cooled	Conservatories	9:00am～21:00pm(最終入場20:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ
Gardens by the Bay

ウエブサイト www.birdpark.com.sg

アクセス [MRT/BUS]Boon	Lay駅(イーストウェストライン)より194番系統のバス
利用でジュロン・バード・パーク下車。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料（トラムは含みません）

住所 2	Jurong	Hill	Singapore	628925

営業時間 8:30am～18:00pm	(最終入場17:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

ジュロン・バード・パーク
Jurong Bird Park

ウエブサイト www.faberpeaksingapore.com

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。出口
BよりHarborfront	Center	へ「KFCレストラン」横のlinkbridgeを渡って
からHarborfrontタワー2のケーブルカーステーションへ。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 乗車料無料（2路線各1往復）

住所 109	Mount	Faber	Road	Singapore	099203

営業時間 8:45am～22:00pm	(最終搭乗21:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

シンガポール・ケーブルカー

Singapore Cable Car



ウエブサイト www.science.edu.sg

アクセス
[MRT]Jurong	East駅(イーストウェストライン＆ノースサウスライン)下車。
徒歩にてバス停に移動の後、66番、178番、198番、335番のバス利用で
Science	Center下車。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料＋映画1本

住所 15	Science	Centre	Road	Singapore	609081

営業時間 サイエンスセンター	10:00am～18:00pm	(最終入場17:15pm)	年中無休
OMNIシアター	12:00pm～19:00pm	(最終上映18:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

サイエンスセンター&IMAXムービー

Science Centre & IMAX movie

ウエブサイト www.megazip.com.sg/attractions/climbmax

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボ
シティ３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でImbiah駅
下車の後、エスカレーターでImbiah	LookoutへImbiahバス停から標識に
沿ってMegazip	Adventure	Parkへ。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 数あるコースから１種類選択

住所 Imbiah	Hill	Road,	Sentosa	Singapore	098967	

営業時間 11:00am～19:00pm	(最終入場18:00pm)年中無休

チケット交換場所 Mega	Adventure	Parkチケッティング	カウンター

クライムマックスメガジップ・アドベンチャーパーク (1コースを選択)

※ClimbMaxのみアトラクション体験対象となります。Megazipは
アトラクションに含まれておりません。

ClimbMax @
Megazip Adventure Park

ウエブサイト www.chinatownfoodstreet.sg

アクセス [MRT]Chinatown駅(ノースイースト＆ダウンタウンライン)下車。徒歩5分。
[SIA	Hop-on	Bus]	Chinatown(RED＆BROWライン)下車。徒歩5分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション チャイナタウンフードストリート内各店舗で有効なS$5分のお食事券

住所 Smith	Street,	Chinatown

営業時間 11:00am～23:00pm(最終入場22:30)	年中無休

チケット交換場所 ドリンクコーナー(Drinks	stall)でバウチャーに交換

チャイナタウン フードストリート

Chinatown Food Street

ウエブサイト www.chinatownheritagecentre.sg

アクセス
[MRT]Chinatown駅(ノースイーストライン＆ダウンタウンライン)下車。
徒歩約5分。
[SIA	Hop-on	Bus]	Chinatown(RED＆BROWライン)下車。徒歩5分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料

住所 48	Pagoda	Street,	Chinatown,	Singapore	059207

営業時間 9:00am～20:00pm(最終入場19:00)		年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

チャイナタウン ヘリテージセンター

Chinatown Heritage Centre

ウエブサイト www.emint.com

アクセス
[MRT]City	Hall駅/Bugis駅/Esplanade駅(イーストウェストライン＆ノース
サウスライン&ダウンタウンライン&サークルライン)の何れかの駅下車。徒歩
(約10~15分)にてラッフルズホテル方面へ博物館直近に看板あり。
[SIA	Hop-on	Bus]Middle	Road下車(BLUEライン)。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料

住所 26	Seah	Street	Singapore	188382

営業時間 9:30am～18:30pm	(最終入場17:30pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

ミント・ミュージアム・オブ・トイズ

MINT Museum of Toys

ウエブサイト www.nationalmuseum.sg

アクセス
[MRT]Dhoby	Ghaut駅下車(ノースサウスライン/ノースイースト/サークルラ
イン)出口AからHandy	Road方面へYMCAを過ぎた交差点を右折し博物館
へ。徒歩5分。
[SIA	Hop-on	Bus]	National	Museum(BLUEライン)下車。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料(常設展示)

住所 93	Stamford	Road,	Singapore	178897

営業時間 10:00am～19:00pm	(最終入場18:15pm)	

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

ナショナル・ミュージアムシンガポール

National Museum of Singapore
ザ・オリジナル・シンガポール・ウォーク

ウエブサイト

www.journeys.com.sg
祝日を除く月曜日から金曜日まで日替わりでウォーキングツアーが催行さ
れます。曜日によってツアーが異なり、出発場所や時間もツアーにより違い
ますので事前にホームページにて確認の上ご参加下さい。なお、所要時間
は各ツアー共約2.5時間で出発の15分前には必ず各々の出発場所に集合願
います。

アクセス ※集合場所はツアーにより異なります。ホームページでご確認下さい。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 4種類のツアーの中から1ツアーに無料でご参加可能

チケット交換場所 シンガポール・エクスプローラーパスを当日のガイドに提示して下さい。

The Original Singapore Walks

ウエブサイト www.indianheritage.org.sg

アクセス [MRT]Little	India駅(ノースイースト)下車。徒歩6分。
[SIA	Hop-on	Bus]IndianHeritageCentre下車(BLUEライン)徒歩6分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料

住所 5	Campbell	Lane,	Singapore	209924

営業時間
火曜日～木曜日10:00am～19:00pm	(最終入場18:00pm)	
金曜日～土曜日10:00am～20:00pm	(最終入場19:00pm)	
日曜日、祝日10:00am～16:00pm	(最終入場15:00pm)　月曜日閉館

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

インディアン・ヘリテージセンター
Indian Heritage Centre

セントーサ入島料 +1 アトラクション（下記 8 コースより 1コースを選択）

Island Admission +1attraction

ウエブサイト www.4dadventureland.com.sg

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボシ
ティ３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でImbiah駅下車
の後、エスカレーターでInbiah	Lookoutへ。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 以下のアトラクションの乗り放題券無料
(①Desperados/②Journey-2/③Extreme	Log	Ride)

住所 51-B	Imbiah	Road,	Sentosa,	Singapore	099708

営業時間 10:00am～21:00pm	(最終入場20:15pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

① ② ③Sentosa 4D
Adventureland 

セントーサ 4D アドベンチャーランド

Fort Siloso（guide tour）

ウエブサイト www.sentosa.com.sg/en/attractions/siloso-point/fort-siloso-tours

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボシティ
３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でwater	front駅下車
後、駅前にある噴水の下にあるバス停でセントーサ・バスのBus	2に乗り、2つ目の
シロソ・ポイントにて下車。所要時間約15分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 標記アトラクションへの入場料無料

住所 33	Allanbrooke	Road	Sentosa	Singapore	099981

催行時間 ①11:30am-13:00pm、②13:30pm-15:00pm、③14:00ｐｍ-15:30pm、④16:00pm-17:30pm

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

シロソ砦（ガイドツアー）

Skyline Luge Sentosa
（2times）

ウエブサイト www.skylineluge.com/luge-singapore/skyline-luge-sentosa

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボシティ
３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でImbiah駅下車の後、エ
スカレーターでImbiah	Lookoutへ。Imbiah	Lookoutから徒歩5分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 標記アトラクションへの入場料無料

住所 45	Siloso	Beach	Walk,	Singapore	099003

営業時間 10:00am～21:30pm	(最終入場21:00pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

スカイライン・リュージュ・セントーサ（２回）

Madame Tussauds + 
Images of Singapore LIVE

ウエブサイト www.madametussauds.com/singapore　www.imagesofsingaporelive.com

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボシティ
３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でImbiah駅下車の後、エ
スカレーターでImbiah	Lookoutへ。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 標記アトラクションへの入場料無料

住所 40	Imbiah	Road,	Sentosa,	Singapore	099700

営業時間 月曜日～金曜日10:00am～19:30pm	(最終入場18:00pm)年中無休
土・日曜日＆祝祭日	10:00am～21:00pm(最終入場19:30pm)年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

マダムタッソー人形館＋イメージ・オブ・シンガポール LIVE 43
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ウエブサイト www.trickeye.com/singapore

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボシティ
３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でwater	front駅下車。
徒歩5分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 標記アトラクションへの入場料無料

住所 Resorts	World	Sentosa,	26	Sentosa	Gateway	#01-43/44	Singapore	098138

営業時間 10:00am～21:00pm	(最終入場19:45pm)	年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

Trick Eye Museum
トリック アイ ミュージアム7

ウエブサイト www.segwaytours.com.sg

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボシティ
３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でBeach駅下車の後、
エスカレーターでImbiah	Lookoutへ。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 標記アトラクションへの入場料無料

住所 Siloso	Beach,	Sentosa	(opposite	Bikini	Bar)

営業時間 10:00am～19:30pm　セグウェイファンライド	(最終乗車19:00pm)	
エコアドベンチャー	(最終乗車19:00pm)	エコアドベンチャープラス	(最終乗車17:30pm)	

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

Gogreen Segway®
Eco Adventure（3times）

ゴーグリーン セグウェイ
エコアドベンチャー（3 回）

1

※所要時間90分の英語ガイドツアー(全行程徒歩)となります。
定員は各20名先着順で締切となりますのでご注意ください。

※セントーサ島アトラクションパスへの交換はVivoCity/Level-3(Lobby-L)セントーサステーションでの交換が便利です。

ウエブサイト www.wingsoftime.com.sg

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボシティ
３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でbeach駅下車。
徒歩3分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 標記アトラクションでのプレミアムシートでの鑑賞

住所 Beach	Station,	Singapore	098604

営業時間 19:40pm、20:40pm	　年中無休

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

Wings of Time
Premium Seats(7.40pm/8.40pm)

ウィングスオブタイム（19:40、20:40 プレミアムシート）8

NEW

NEW

ウエブサイト www.skytower.com.sg

アクセス
[MRT]Harborfront駅(サークルライン＆ノースイーストライン)下車。ビボシティ
３階の(ロビーL)からセントーサエクスプレス(モノレール)でImbiah駅下車の後、エ
スカレーターでImbiah	Lookoutへ。Imbiah	Lookoutから徒歩3分。

ご利用頂ける入場券/アトラクション 標記アトラクションへの乗り放題＋A4サイズの写真または、タイガービール１杯
または缶ジュース＋ポップコーンいずれか一つが無料

住所 41	Imbiah	Road,	Singapore	099707

営業時間 9:00am～21:00pm　セグウェイファンライド	(最終乗車20:45pm)	

チケット交換場所 チケッティング	カウンター

Tiger Sky Tower
 (Unlimited rides + Combo A
 Choice of 1 x A4 photo OR 1 mug of Tiger Beer OR 1 
canned drink + popcorn)

タイガースカイタワー
乗り放題＋ A4サイズの写真または、タイガービール１杯または
缶ジュース＋ポップコーンのいずれか一つが無料

2

NEW

NEW


