パラオトータルガイド
2018年11月1日号

ベラウツアー
ベラウツアー
http://www.belautour.com/
ベラウツアー
●東京事務所

検索

〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目2番地 KIHOHビル7階
電話：03-3262-6645

FAX：03-3239-2939

E-mail：belau-tokyo@mtf.biglobe.ne.jp

お申し込み、お問合わせは

ベラウツアー事務所までお気軽にお電話ください
488-2583または488-6158 日本語でどうぞ
営業時間：8時〜11時30分/13時30分〜17時30分
ベラウツアーツアーデスクにて日本人スタッフ対応
パラオパシフィックリゾート内 日中の営業時間は、
各ツアーデスクにて
パラオロイヤルリゾート内
詳細をご覧ください。
毎日16時〜17時30分営業

01 目次・パラオインフォメーション

オプショナルツアー注意事項

● パラオインフォメーション
目次・パラオインフォメーション
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オプショナルツアー注意事項

現地時間

● オプショナルツアーの事前予約分に関しては、ご到着時にお渡しいたしますご案内書をご確認ください。
● お客様のお申し出によるご予約の変更及びキャンセルには、各催行会社が定めるキャンセル規定が適用されます。

1 日ツアー

03

外出

● 当社以外の手配会社を利用するなど、お客様ご自身でツアーを手配された場合、当社では一切の責任を負いかねますので

半日ツアー

05
08
09

フィッシング 10

・日中の外出にはタクシーを、夕方以降はシャトルバスも運行して
おります。タクシーは乗車前に料金をご確認ください。
・歩道整備がいき届いておりません。通行車両にご注意ください。
また深夜の外出、人通りの少ない所への外出はお控えください。

両替

スパ・エステ
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ディナー

13

夕食レストランのご案内

15

ギフトショップのご案内

19

ホテル

パラオ地図

21

支配人

・パスポート等貴重品は、お客様ご自身の責任と判断によって管理
ください。セーフティーボックスのご利用もお客様の判断にてお
願いいたします。尚、セーフティーボックスの鍵を紛失した場
合、保証金の支払いが必要となりますのでご注意ください。

・客室にございますホテルからのご案内書をご一読ください。レス
トランや各サービスの営業時間及び、室内電話やセーフティー
ボックスのご利用方法等が記載されております。また、非常口の
位置も忘れずにご確認ください。

アシスタントマネージャー

・水道水は飲料用ではありません。飲料用には市販のミネラル
ウォーターなどをご購入ください。

チップ
ジュニア ウエキ
F.Minoru Ueki JR

伊藤 藍子
Aiko Ito

・毎朝ベッド1台につき１ドル程度を、ポーターにはお荷物1個につ
き1ドル程度をお渡しください。確立された慣習ではありません
が、満足のいくサービスには感謝の気持ちとしてお渡しされる事
をお勧めいたします。

中嶋 未和
マリア アブアン
Maria Abuan Miwa Nakajima

田村 有希
Yuki Tamura

今田 十詩
Toshi Imada
ツアーデスクスタッフ

・オプショナルツアーで遊泳される際は、必ず準備運動を行い、ツ
アーガイドに注意事項を確認してください。特に、飲酒後の遊泳
は厳禁です。オプショナルツアーへのアルコール類の持込みはご
遠慮ください。
＜ オプショナルツアーの紹介で使用している記号 ＞
最少催行人数
ツアー代金
催行会社
P.21地図参照
ご利用いただけるクレジットカードの種類
ホテル出発と帰着時間の目安
ランチまたはディナー
ドリンク類
飲食以外でツアー代金に含まれる内容
事前に水着を着用

軽装でどうぞ

海へ出る許可証が必要

ビーチタオルが必要

お土産店あり（買物費必要）

雨天時、カッパがあると便利

マーク付きのツアーは、世界遺産登録エリア内の観光が含まれます。
＜ 本冊子で使用しているクレジットカード会社省略記号 ＞

高橋 咲子
Sakiko Takahashi

四釜 浩子
Hiroko Shikama

● 海で現金を使用する場所はございません。ツアー代金以外大きな現金やパスポート等の貴重品は、お持ちにならないよう

【変更及びキャンセル料のご案内】※現地申込みの場合
■ドルフィンズパシフィック
■メモリアルフォトツアー（ドルフィンズパシフィックのみ）

29 日前〜 8 日前

７日前〜前日 17 時

前日 17 時〜

10％

50％

100％

2 週間前〜 4 日前

３日前〜前日

当日

30％

50％

100％

前日〜

前日 17 時〜

50％

100％

■ガラスマオの滝 半日ツアー（ドルフィンズパシフィック）
■レンタカー

■サップツアー
■ナイトカヤック・カヌーツアー / マングローブスパ（プランテーションリゾート）
■その他のツアー

前日 17 時〜

100％

前日 17 時〜

当日

50％

100％

・ダイビング、ディナー、及びグループ予約については催行会社により上記キャンセル規定と異なる設定となっております。
詳細はお申し込み時にご確認ください。
・お客様の都合によりキャンセルされた際に許可証が発行済みの場合は、発行済み許可証代金もお支払いいただく事となります。

【海へ出る許可証に関して】

・パラオでは無人島への上陸やシュノーケル、釣りなどをする際に、コロール州政府が発行する各種許可証の携行を義務
付けております。許可証を発行することで、無人島の維持管理、シュノーケルポイントのボート係留ブイの設置、観光
資源の保護などに努めております。
・許可証は海のツアー参加初日に各催行会社よりご購入いただけます。ご購入後はご自身で管理頂き、許可証が必要な
ツアーに参加の際は、忘れずにお持ちください。
各種許可証料金：A. ロックアイランド許可証・・$50/人[ 10日間有効 ] 6歳以上必要

遊泳

酒井 美音
Mioto Sakai

予めご了承ください。ツアーの自己手配に際しては、諸条件などを事前にご確認ください。
● お子様のご参加には、保護者の方の付き添いが必要です。詳細はお問合せください。

■プラグ イン パラオ

・ルームキーを紛失した場合、ホテルが定める保証金の支払いが必
要となります。外出の際はフロントへルームキーをお預けくださ
い。客室ドアがオートロック式のホテルもございます。インロッ
クの際はフロントへご連絡ください。

ベラウツアースタッフ紹介

下記の【変更及びキャンセル料のご案内】をお申し込み前に必ずご確認ください。

お願いいたします。

・米ドルへの両替はご宿泊先のホテルフロント(一部を除く)または
ハワイ銀行窓口（要パスポート）にて行っております。両替の際
は事前にレートをご確認ください。時間帯や金額によっては、ホ
テルで対応できない場合もございますので、ご了承ください。ま
た、空港や街中に両替所はございません。

大橋 知佳
Chika Ohashi

● 当社（ベラウツアー）取扱いのオプショナルツアーは、当パンフレットに記載しております。お気軽にお問合せください。
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イルカ・フォトツアー

アマリア ドロマル
Amalia Doromal

オプショナルツアーについて

・日本（韓国）との時差はございません。グアム時間より１時間遅
くなります。

ダイビング・夜のツアー

太幸 豊
Yutaka Taiko

02

D：ダイナースクラブ、J:JCB、M：マスターカード、V：ビザ

※通信状況の関係でご利用いただけない場合がございます。
※催行会社によっては、料金に手数料が加算される場合があります。

B. ジェリーフィッシュ許可証・・$100/人[ 10日間有効 ] 6歳以上必要
C. フィッシング許可証・・・・$20/人[ 1ヶ月有効 ] 13歳以上必要

A

B

C

※12歳以下はパスポートのコピーまたはデジタルカメラ内への転写が必要

①許可証は1名様につき、1枚必要となります。
②許可証の不携行や虚偽の使用は罰金を科せられます。（署名者本人以外の使用や他人への譲渡は固く禁じられております。）
③許可証を紛失された場合は買い直しとなりますのでご注意ください。
④各種許可証のお支払いは、USドルの現金もしくはトラベラーズチェックにてお願いいたします。
⑤ジェリーフィッシュレイクへ行かれるご予定の方は、予めジェリーフィッシュ許可証(B)をお買い求めください。
⑥上記発行以外の州に行く場合は、別途許可証代または州税の支払いが必要となる場合がございます。

【特記事項】

・天候や現地事情などによりツアー行程が変更になる場合や、当日催行中止となる場合がございます。予めご了承ください。
また、各ツアーは雨天決行です。
・小人料金や小人年齢は各催行会社により異なります。幼児料金が無料のツアーもございますが、ランチ等は含まれません。
・幼児・妊婦の方が参加できないツアーや、天候や海況によってはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
・催行会社の規定に基づき参加条件が定められているツアーもございます。詳細はお問合せください。
・記載内容は2018年10月1日現在のものです。諸事情により記載内容に変更が生じる場合がございますのでご了承ください。

03 1 日ツアー

※写真はイメージのため、天候や海況によって異なります。

1 日ツアー

マーク付きのツアーは、世界遺産登録エリア内の観光が含まれます。

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

フィッシング＆BBQ ツアー

ロングビーチ＆ミルキーウェイツアー

Long Beach & Milky Way Tour

Fishing & BBQ Tour

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

カヤック＆シュノーケルツアー

Kayak & Snorkel Tour

日本ではなかなか経験で
きないアイランドスタイル
の 休 日を満 喫！午 前 中は
初心者やお子様でも簡単
にできるパラオスタイル
の釣りで食材を確保。
その後、ローカル人気 No.1 ビーチのウーロン島に上
陸し、釣った魚をお刺身や、お肉・野菜と一緒に BBQ
でお楽しみいただきます。ビーチでのんびり過ごした
後は絶好のシュノーケルポイントへご案内いたします。

ボ ートでは 近 づきにくい
ロックアイランドのすぐ側
をカヤックでゆっくりと進
み、パラオに残された大
自 然 をご 満 喫ください。
水中の生き物や野鳥、
ロックアイランドに咲く植物などを、水面に近い低い目
線で観察してみましょう。ガイドがパラオの島の成り立
ちや自然形態などをご案内いたします。ランチはレス
トランでごゆっくりと。午後はシュノーケルで熱帯魚観
・ 海況により、上陸する島がウーロン島から他の無人島へ変更になる場合がございます。 察をお楽しみいただけます。

これぞパラオ！このツアーに参加しなきゃ、パラオを堪能したと
は言えない！
！ロックアイランド群に突如現れるとっても綺麗な乳
白色の海「ミルキーウェイ」で美白美肌の泥パックを楽しみましょ
う。童心に返って全身パックをした後は、海へ思いっきり飛び
込みます。美しいクルーズコースを抜けて進んでいくと、青の
グラーデーションがきれいな海をご覧いただけます。ＴＶで一躍
有名になったロングビーチでは、素晴らしい景観の中で写真撮
影をし、輝く海を見ながら食べるランチは美味最高！シュノーケ
ルもたくさん楽しめます。
・ 潮位により、ロングビーチは水面に現れない場合がございます。
大人2名様より毎日催行

大人2名様より毎日催行

大人2名様より毎日催行

大人$100

大人$120

大人$95

小人$80（３〜11歳） 2歳以下無料

小人$85（３〜11歳） 2歳以下無料

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証、及びフィッシング許可証

D, J, M, V

D, J, M, V

約7時間（8:35〜15:30頃）

約7.5時間（8:35〜16:00頃）

日替わり弁当

バーベキュー

ソフトドリンク

ソフトドリンク

送迎、ライフジャケット・シュノーケル用具一式、釣具一式

送迎、ライフジャケット・シュノーケル用具一式

● お客様へのご案内：

● お客様へのご案内：
主催：ロックアイランドツアーカンパニー

最後の秘境！カヤンゲル環礁ツアー

Kayangel Tour

コロールから北へ約90キ
ロ、パラオ最後の楽園と
いわれるカヤンゲル環礁
へ向います。抜群の透明
度を誇る海域でのシュノ
ーケル、輝くばかりの白
砂が美しいゲルベラス島ビーチの絶景、素朴なカヤン
ゲル島の散策と南のロックアイランドとはまた違った
魅力をご堪能いただけます。

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

ガラスマオの滝＆ストーンモノリスツアー

バベルダオブ島の北端へ
自然保護区のエビール
チャネルがツーリストに解
放されました！手つかずの
サンゴ、人馴れしていない
魚たちとのシュノーケルを
堪能し、運が良ければマンタに会えることも！パラオ最大
のロングビーチを貸し切りで楽しむ、プライベート感満載
のツアーです。

車で、パラオ最大の滝と
謎の遺跡を訪れる自然満
喫＆歴 史 探 訪 ツ ア ー で
す。滝へは片道 40 分前
後、マイナスイオンたっ
ぷりのジャングルを歩き、
到着したら童心に返って思いっきり水遊びをお楽しみ
ください。
「ストーンフェイス・モノリス」遺跡見学では、
謎に包まれたパラオ歴史の一部を覗いてみましょう。

Ngarchelong Tour

小人$55（３〜11歳）

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

D, J, M, V
約7時間（8:35〜15:30頃）
レストラン

ソフトドリンク

送迎、日本語ガイド、ライフジャケット・シュノーケル用具一式
● お客様へのご案内：
※2歳以下参加不可

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

奇跡の楽園！ノースシュノーケルツアー

＜カヤンゲル環礁ツアー、ノースシュノーケルツアーは、①〜④の注意事項をご理解頂いた上でお申し込みください。＞
① 5 歳以下・妊婦の方は参加不可
② 海況などにより、安全上の理由でツアー内容が変更になったり、催行中止となる場合がございます。
③ お申し込みの際に催行条件をご説明させて頂きます。 ④潮位により、ロングビーチは水面に現れない場合がございます。

Ngardmau Waterfall & Stone Monoliths Tour

・ 滝にあるジップライン、モノレールは含まれておりません。また、ツアー
中にお客様自身の判断で利用いただくこともご遠慮いただいておりま
す。予めご了承ください。

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

ペリリュー島戦跡ツアー

Peleliu Island Historical Tour

パラオの南端に位置する
ペリリュー島へは、コロー
ルから美しい 海を抜 け 、
スピードボートで1時間15
分程。第二次世界大戦の
激戦地であったこの島に
は、未だに多くの戦跡が当時のまま残されています。ツア
ーでは、日本人ガイドが、車で島内の戦跡や慰霊碑、ペ
リリュー平和記念公園などの観光名所へご案内いたし
ます。今も残る歴史の一片を垣間見ることができるツ
アーです。

大人2名様より毎日催行

大人3名様より毎日催行

大人2名様より 火・木・土 催行

大人2名様より 月・水・金・日 催行

大人$100

大人$120

大人 $175 小人 $105（6 〜 11 歳）

大人$145

D, J, M, V

約7.5時間（8:35〜16:00頃）

サンドイッチ

ソフトドリンク

※別途料金：ゲルベラス（ロングビーチの島）入島料（$10/ 人 参加者全員）

D, J, M, V

約9時間（8:15〜17:30頃）

日替わり弁当

ソフトドリンク

送迎、ライフジャケット・シュノーケル用具一式
● お客様へのご案内：
※コロールへ車で戻る前に、着替えが出来ます。
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小人$85（6〜11歳）

D, J, M, V

約8時間（8:15〜16:30頃）

日替わり弁当

ソフトドリンク

送迎、ライフジャケット・シュノーケル用具一式
● お客様へのご案内：
※コロールへ車で戻る前に、着替えが出来ます。

小人$60（３〜11歳）

送迎
● お客様へのご案内：
※2歳以下・妊婦の方は参加不可
※滝への道は滑りやすいため、かかとが固定される
水に濡れてもよい履物でご参加ください。

小人$72（3〜11歳） 2歳以下無料

※別途料金：州税（現金にて$15/人 6歳以上必要）

D, J, M, V

約7.5時間（8:35〜16:00頃）

日替わり弁当

ソフトドリンク

送迎、日本語ガイド、ライフジャケット
● お客様へのご案内：

（ボート上での日除け/雨除け
に使用します。）
※足場の悪い場所がございます。
歩きやすい履物でご参加ください。

05 半日ツアー

※写真はイメージのため、天候や海況によって異なります。

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

主催：パシフィックダイバーズ

【ランチ付】半日カヤックツアー（午前） ロックアイランドとマングローブの森
半日で巡るカヤックツアー

Half Day Kayak Tour with Lunch

世界遺産ロックアイランド
桟橋からカヤックに乗り込
の中をゆっくりとカヤック
み、半日でコロール周辺の
で進みながら大自然を満
ロックアイランドとマングロ
喫。カヤックに乗るの が
ーブへ。壁画や日本統治
初 めてという方も簡 単に
時代の船工場跡など、パラ
乗れるよう、ガイドが丁寧
オの歴史の一部を感じて
にご説明・ご案内するのでお子様からご年配まで安心 いただける場所へご案内します。パラオ固有の花や鳥、植
してお楽しみいただけます。カヤック終了後は海の見 物など自然に癒されながら、半日でちょっとカヤックを体験
えるレストランでランチをお召し上がりいただけます。 してみたい方へおススメです。
パラオご滞在中、半日はのんびり過ごしたいという方
※潮位や天候により、ツアー時間や一部コース内容の変更、
または催行できない場合がございます。
におススメです。

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

コロール島半日ツアー

Koror Island Half Day Tour

生きた化石といわれるオ
ウム貝や、パラオに生息
する珊瑚・魚を観察でき
る 水 族 館、パ ラ オ の 文
化資料や伝統的建造物
「アバイ」の模型が展示
されている博物館などを訪れます。ガイドがパラオの
自然や歴史について詳しくご説明いたしますので、こ
のツアーに参 加すればあなたもすっかりパラオ通。
オリジナルグッズのお土産店や WCTC ショッピング
センターにも立ち寄ります。

大人2名様より毎日催行

大人2名様より毎日3回催行（午前/午後/サンセット）

大人2名様より日祝祭日を除く毎日催行

大人$75

大人$70

大人$50

小人$50（3〜11歳）

小人$55（3〜12歳） 2歳以下無料

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

D, J, M, V

約4時間
（8:35〜12:30頃）

D, J, M, V

レストラン

ソフトドリンク

約2.5時間 （9:00〜11:30頃/13:30〜16:00頃/16:00〜18:30頃）

送迎、日本語ガイド、ライフジャケット
● お客様へのご案内：

お茶

● お客様へのご案内：

※2歳以下参加不可

（

）

※カヤック上で飲物を飲まれたい方は、ご自身でペットボトルをご用意ください。

Half Day Snorkel Tour with Lunch

約3.5時間（8:35〜12:00頃）

クマノミ シュノーケルツアー

Half Day Snorkel Tour

午前中はホテルでのんび
り過ごしたい、予定を立て
ずに来たけど午 後 から早
速海に出たいという方にお
ススメ！お昼前にお迎えに
上がり、まずは海の見え

とにかくシュノーケルを楽
しもう！ボ ートでシュノー
ケ ル ポイントを２ヶ所 程
巡ります。ニッコウベイ、
セントカーディナル、ドル
フインベイ、マリンレイク
るレストランで優雅にランチ。その後ボートに乗ってい などその日の海況や透明度などでポイントをチョイスし
ざシュノーケルへ！その日の天気や海況によってガイド ます。美しい海、カラフルな魚やサンゴに感動し、シュ
がベストなシュノーケルポイントへご案内いたします。 ノーケルをご満喫いただけます。パラオ滞在初日の午
後や最終日など、半日はのんびり過ごしたい方におス
色鮮やかな熱帯魚やサンゴ礁をお楽しみください。
※空きがあれば、当日 10 時までのご連絡でご予約可能。 スメです。

※突然の休館により、ルートが変更になる場合や、

ガラスマオの滝 半日ツアー

Half Day Ngardmau Waterfall Tour

バベルダオブ島の北東部、
森の奥深くに潜む大きな滝
「ガラスマオの滝」は、パ
ラオの人気観光スポットで
す。ドルフィンズパシフィ
ックのエコガイドが半日で
滝へお連れします。パラオにしかいない希少な生物に
出会えるかも？！トレッキングが好きな方や、ジャン
グル探検に興味のある方、到着日の翌日朝はゆっくり
過ごしてから参加されたい方におススメの、午後半日
ツアーです。

大人 $60 小人 $50（6 〜 11 歳）

約4時間
（11:35〜15:30頃）

D, J, M, V

レストラン

ソフトドリンク

約 3 時間（9:00 〜 12:00 頃 /13:30 〜 16:30 頃）

送迎、ライフジャケット・シュノーケル用具一式
● お客様へのご案内：

お茶

送迎、ライフジャケット・シュノーケル用具一式

● お客様へのご案内：

大人 $120、
小人 $80
（3 〜 6 歳）

B コース（約 40 分）：
セブンティアイランズ、ブルーコーナー等
大人 $180、
小人 $120
（3 〜 6 歳）

C コース（約 55 分）：セブンティアイランズ、ペリリュー等
大人＄250、小人＄160（3 〜 6 歳）

2名様より毎日催行 (1フライト定員数3名 ※混載）
D, J, M, V

※お一人様参加料金はお問合せください。

約2〜2.5時間（フライト時間は、7:00〜15:00の間で要問合せ）
● お客様へのご案内：
※規定免責事項をご確認の上、飛行前に同意書へのサインをいただきます。

パスポート
（コピー可）
を 必ず携帯してください。

主催：ベラウレンタカー

2名様より毎日催行（最大6名様まで）

D, J, M, V

A コース（約 25 分）：
コロール周辺、ミルキーウェイ等

主催：ドルフィンズパシフィック

大人$78

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

※空港スケジュールや天候により、
急遽、出発時間の変更や催行中止
となる場合がございます。

チャーター夜便の翌日は、午後スタートになる場合がございます。

大人2名様より毎日2回催行（午前/午後）

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

Sightseeing Flight (Cessna) Tour

※10才未満は保護者の方の同伴が必要です。
※クレジットカードでのお支払いの場合、別途手数料がかかります。

大人$75

小人$48（3〜12歳） 2歳以下無料

遊覧飛行（セスナ）ツアー

※ご搭乗の前に、ID確認及びセキュリティーチェックがございます。

大人2名様より毎日催行
小人$50（3〜11歳） 2歳以下無料

主催：スマイル エアー インク

※２歳以下参加不可・妊婦の方はご相談ください。

送迎、日本語ガイド

主催：パシフィックダイバーズ

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

【ランチ付】半日シュノーケルツアー（午後）

D, J, M, V
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送迎（フライトの約30分前お迎え）、日本語ガイド

小人$35（3〜11歳） 2歳以下無料

● お客様へのご案内：

送迎、ライフジャケット

半日ツアー

マーク付きのツアーは、世界遺産登録エリア内の観光が含まれます。

D, J, M, V

● お客様へのご案内：

（キューブなど）
コンパクト
乗車定員数：5名まで
レンタル代金：$40/1日

セダン（アリオンなど）
乗車定員数：5名まで

レンタル代金：$50/1 日

ワゴン（エルグランドなど） 乗車定員数：8 名まで
レンタル代金：$80/1 日
※全車種 別途任意 車両保険 $10・対人対物保険 $15
営業時間 9:00 〜 11:30、14:00 〜 17:00

D, J, M, V

予約の電話は日本語対応なので安心
充実した保険内容と選べる保険制度あり（別途料金）

送迎、マリンブーツ
（

Rent A Car

コロール島・バベルダオブ島の見所ドライブマッププレゼント

約 4.5 時間（12:30 〜 16:30 頃）

ミネラルウォーター 1 本 /1 名

レンタカー

）

● お客様へのご案内：
※ご契約は 21 歳以上の方に限らせていただきます。
※貸出しにあたり運転者は、日本の自動車免許証もしくは
国際免許証が必要です。

※5 歳以下参加不可・妊婦の方はご相談ください。

※当社が定める貸渡約款にご署名を頂きます。

※クレジットカードでのお支払いの場合、予約時にカード情報が必要となります。

※ガソリン代は別途必要となります。

07 半日ツアー

※写真はイメージのため、天候や海況によって異なります。

主催：パラオ・サップ

サップツアー

主催：ダイビング各社

早朝 or 半日体験ダイビング

Sup Tour

Early Morning or Half Day Introductory Diving

SUP は、大きなサーフボー
ドと水をかくパドルを組み合
わせて行うマリンスポーツ
です。波 のないパラオの
海でゆったり、のんびりお
楽しみ下さい。体験、
半日、
一日コースから選べます。
【A.体験SUPツアー】
【B.青の洞窟ツアー】

大人$70 小人$35（6〜12歳）

お水1本

【Ｃ.ウーロン島ヴァージンアイランドツアー】
大人$125

ランチ

約6時間（9:00〜15:00頃）

クターが日本語で丁寧に教えてくれるので、初めてダ
イビングをする方にもピッタリ。是非お試しください！
！

なので、時間を有効にお使いいただけます。

※オアシス社は、南国のお魚が楽しめるボート体験ダイビングとなります。

$80 ※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

お水1本

※天候や潮位により、
ヴァージンアイランドへは行かれない場合がございます。

大人1名様より毎日催行（Ａ・Ｂ）

ソフトドリンクまたはお茶

約2.5時間（6:00〜8:45頃/9：00〜11：30頃/13：30〜16：00頃）
● お客様へのご案内：

送迎、日本語ガイド、ライフジャケット
● お客様へのご案内：

（D）, J, M, V

送迎、ダイビング器材一式、日本語インストラクター

大人2名様より火・木・土 催行（Ｃ）

＜特典＞ 外洋体験ダイビングに参加する条件が得られます。
早朝は他日中ツアーに間に合います！次ツアーの集合場所へ無料送迎いたします！

（Ａ・Ｃ）

※妊婦の方は参加不可・5 歳以下はご相談ください。
※クレジットカードはご利用頂けません。

【下記３つのナイトツアーは、
天候により月や星空をご覧

Glass Boat Cruise

気 軽に海 の 中をのぞきた
い。水に濡れずに海の中
を見てみたい。そんな方
に ぴ っ た り で す。直 径
2.5 メートルのグラスを底
につけたこの水中翼船型
グラスボート マジカルメドゥー号 でパラオの海の中
をのぞいてみませんか？パラオ松島と呼ばれるロックア
イランド群をクルーズ後、珊瑚礁の浅瀬で水中観察を
行ないます。午前・午後の 1 日 2 回催行、お子様連
れやご年配の方にもおススメです。

星空ツアー

全 天 候 型 の ナイトツアー。
晴 れ 渡 れば 漆 黒 の 夜 空に
広 がる南 国 の 星 空を、星
の 専 門 ガ イドと一 緒 に 満
喫。特 別 許 可を得 て 探 訪
する夜の国会議事堂はとて
もミステリアス。雨天や突然の雨でも回廊は屋根がある
ので安心。その後は、他では体験できないパラオの郷
土料理をお楽しみ頂けます。自然の素材を活かした日本
人の舌によく馴染むおいしいお料理です。お子様からご
年配の方まで、どなたでも楽しめる夜の新ツアーです。

大人2名様より毎日2回催行（午前/午後）

2名様より 火・木・土・日 催行

大人$60

大人$70 小人$60（3〜11歳）

小人$40（4〜12歳） 3歳以下無料

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

D, J, M, V

D, J, M, V

ミネラルウォーター1本/1名

送迎、日本語ガイド

送迎（アイライは往復$5/車）
、日本語ガイド
（

※お子様のお食事はパラオアレンジしたお子様プレートになります。
大人メニューご希望の場合は大人料金でお申し込みください。

）

● お客様へのご案内：

※レストランに着くまでお飲物がございません。必要な方はご自身でご用意ください。

Fun Diving

パラオは、抜群の透明度、
豊富なサンゴ、豪快な地
形、多種多様な水中生物、
洞窟での冒険ダイビング
など、たくさんのダイビン
グポイントで世界中のダイ
バーに愛されています。リピーターも多いパラオの海。ガ
イドがその日一番の海をご案内します。一度潜るとパラオ
の海に魅了されること間違いなし。

1 名様より毎日催行
2 ダイブ：$120 〜 $140 ※ダイビング器材一式別途有料
乗船のみ：$55 〜 $85

（D）, J, M, V

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

約 7 時間（8:15 〜 15:30 頃）
ランチ

ソフトドリンクまたはお茶

送迎、ダイビング器材一式、日本語インストラクター
● お客様へのご案内：

（D）, J, M, V
ランチ

7 時間（8:15 〜 15:30 頃）
ソフトドリンクまたはお茶

送迎

● お客様へのご案内：

いただけない場合がございます。
】
主催：ロックアイランドツアーカンパニー

ナイトカヤックツアー

Night Kayak Tour

桟 橋 からカヤックに乗り
込 み、ロックアイラ ンド
の入り江を漕ぎ進んでい
きます。太陽が沈みかけ
て辺りが薄暗くなってきた
ら、鳥の鳴き声や自然の
音に耳を傾けてみましょう。軽食を食べたら、マスク
をつけて海中でキラキラ光る夜光虫観賞。帰りは星
空や輝く月を見ながらゆっくり桟橋まで戻ります。上空
には星空が、海中には夜光虫が輝くここでしか味わえ
ない体験を、是非皆様もお試しください。
小人$30（３〜11歳）

主催：パラオプランテーションリゾート
主催：パラオプランテーションリゾート

ナイトカヤック or カヌー（モーター付き）ツアー
Night Kayak or Canoe Tour

真っ暗なマングローブ林
を抜け 、満 天 の 星きらめ
く下 、穏 や かなラグ ーン
で お 楽しみ 頂くナ イトツ
アー。オールを漕ぐと、周
囲一杯に広がるキラキラ
光る夜光虫は幻想的！モーター付きのカヌーでは、夜
のミニクルーズをゆったり楽しむことができます。

※潮位によりツアー催行がない場合
や出発時間が前後する場合がござ
います。

※昼間のデイツアー（7:00〜17:00の間で要問合せ）もございます。
大人1名様より毎日催行
A.カヤック：大人$50 小人$25（6〜11歳） 4〜5歳無料
B.カヌー ：大人$35 小人$17.50（6〜11歳） 1〜５歳無料
※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

D, J, M, V

D, J, M, V

約3時間（16:50〜20:00頃）

お茶

軽食

ミネラルウォーター1本/1名、お茶（温）

送迎、ライフジャケット・シュノーケルマスク、懐中電灯
● お客様へのご案内：

※2 歳以下参加不可

ファンダイビング

$130 〜 $140

大人$55

約 3.5 時間（18:00 〜 21:30 頃）

主催：ダイビング各社

1 名様より毎日催行（一部ショップ 2 名様より）

大人2名様より毎日催行

レストラン（パラオ郷土料理、ローカルジュース 1 杯付）

約2.5時間
（9:30〜12:00頃/13:30〜16:00頃）

● お客様へのご案内：

Stargazing Tour
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＜体験を含むいずれのダイビングツアーも、①〜④の注意事項をご理解頂いた上でお申し込みください。＞
① 10 歳未満・妊婦の方は参加不可。 ②ダイビング終了後、18 時間以内の飛行機搭乗は不可。 ③ 健康に関するチェックがございます。
④ 60 歳以上で参加申し込みの方は、1 年以内に取得した「ダイビングを行っても問題ない」と明記された医師の診断書の提出が必要になります。

主催：ブルーマーリン

主催：インパックツアーズ

グラスボート遊覧クルーズ

Introductory Diving

インストラクターが優しく指導、少人数制なので安心。

2名様より毎日3回催行 （早朝/午前/午後）

小人70（6〜12歳）

体験ダイビング

島々に 囲まれ た 、ロック
アイランドのビ ー チ から
午 前は 練 習で1 本 、午 後
は遊びで1本潜ります。水
面は波が立ちにくく、穏や
かなエリアで、インストラ

＜右記注意事項をご理解頂いた上でお申込みください。＞

約 3 時間（9:00 〜 12:00 頃 /13:30 〜 16:30 頃）※別途アイライ州税＄10/ 人

主催：ダイビング各社

行きたいところはたくさん
あるし、ダイビング初挑戦
も捨 てられ ない 方 におス
スメ。短時間でも、一度潜
るときれいな珊瑚と魚に囲
まれ、別世界へ誘います。

大人$60 小人$30（6〜12歳） 約2時間
（サンライズ 5:30 〜 7:30 頃 / 日中 9:00 〜 11:00 頃 / サンセット17:00 〜 19:00 頃） ダイビングを終えてから、他のツアーへの参加も可能

ダイビング・夜のツアー

マーク付きのツアーは、世界遺産登録エリア内の観光が含まれます。

※2歳以下・妊婦の方は参加不可
※天候及び海況により、当日催行中止となる場合がございます。

A：約2時間、B：約1時間
（18:00〜22:00の間で要問合せ）

送迎（アイライは片道$5/車）、ライフジャケット
（Aのみ ＋シュノーケル用具一式）
● お客様へのご案内：A

/B

※ツアー後、プランテーションでお食事をご希望の方は、着替えをお持ちください。
※カヤックは３歳以下、カヌーは0歳の方、及び両ツアー妊婦の方は参加不可。

09 イルカ・フォトツアー

※写真はイメージのため、天候や海況によって異なります。

主催：ドルフィンズパシフィック

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

イルカと遊ぼう！ドルフィンズパシフィック
D, J, M, V

F-05

ドルフィンズパシフィックチケットセンター集合（午前 8:30/ 午後 12:30）
ご希望の方は有料送迎あり。ご予約時にお知らせください。
（現金にて往復 $10/ 人、アイライは往復 $15/ 人（２歳未満無料））
● お客様へのご案内：

（

）

A, F. 水に濡れてもよい服装、B 〜 E.
※イルカの体調によってはツアー内容が変更になったり、中止となる場合がございます。
※初めての方は、必ず最初に A. へご参加いただきます。
※妊婦の方は、A. のみご参加いただけます。（F. は要相談）
※A 〜 D. はお飲物が付いておりませんので、必要な方はご自身でご用意ください。

【A.クロース・エンカウンター】

$30（13歳以上） 12歳以下無料
毎日 2 回催行（午前 / 午後）約 1.5 時間

イルカや パラオの自然について知るウォー キングツアー。
イルカから握手のプレゼントがあります。

【B.ドルフィン・シンフォニー】

＄90（6 歳以上参加可、シュノーケル用具一式含む）
毎日 2 回催行（午前 / 午後）約 1 時間

ライフジャケットを着用しイルカと一緒に泳ぎます。どなたで
もお気軽にイルカとの触れ合いをお楽しみいただけます。
主催：T.B.S PALAU

メモリアルフォトツアー - パラオ -

Memorial Photo Tour -Palau-

※ご自身のお気に入りのスタイルでご
参加ください。衣装レンタルはお問
合せください。

【C.ドルフィン･フリーダイブ】

＄110（13 歳以上参加可、シュノーケル用具一式含む）
毎日１回催行（午後）約 1 時間

フィン・マスク・シュノーケルだけを着けて、思い切りイルカ
との時間を感じてください。素潜りができる方対象。

【D.ドルフィン・ダイビング】要 C カード

＄120（10 歳以上参加可） ※ダイビング器材一式別途有料
毎日１回催行（午前）約 1 時間

スクーバタンクを背負って普段なかなか見る機会のないイル
カの世界を楽しむプログラムです。
※ダイビングライセンスをお持ちでない方はお問い合わせください。

【E.ワンデートレーナー①・②】

①＄140（11 歳以上参加可、シュノーケル用具一式含む）
②＄180（13 歳以上参加可、シュノーケル用具一式含む）
毎日催行 約 6.5 時間

クロース・エンカウンターに加えて、①はシンフォニー②はフ
リーダイブを含みます。ランチ、ドリンクとオリジナルグッズ
がつくお得なプログラムです。

【F.ヨガ･ピラティス】

＄75（6 歳以上参加可、ランチ付）
1日１回催行（11:00 〜）約 3 時間[ヨガ（水・金）/ピラティス（火・木）]

美しい自然に囲まれたドルフィンベイでヨガ or ピラティスとイルカ
とのふれあい（クロース・エンカウンター）でリラックス。

【半日コース】（最低保証カット数 80 枚）
大人1名様より毎日催行
（1グループ最大6名様まで、7名様以上1名追加毎に$30加算）
天然ビーチ：$400 ロックアイランド：$850

気軽で自由なフォトツアー。
約４時間（開始時刻は、8:30〜18:30で要問合せ）
プ ロ のフォトグ ラファー
※天候により催行中止となる場合がございます。
が、雄大なパラオの自然
（最低保証カット数 50 枚）
を活 かしたスペシャルで 【２時間コース】
大人1名様より毎日催行
オリジナルな写真をお撮
（1グループ最大6名様まで、7名様以上1名追加毎に$30加算）
りします。撮影ポイントは

夕日スポット
：$350 パラオ・ロイヤル・リゾート
：$330（宿泊者のみ）

ミネラルウォーター1本/1名

送迎、日本語ガイド、CD-R（1枚/1グループ）
● お客様へのご案内：

（

）

写真はCD-Rに収めて、
ご宿泊ホテルのフロントデスクにお届
けします。
（撮影日がパラオご滞在最終日などの場合、日本へ
郵送でのお届けになる場合がございます。）
※クレジットカードでのお支払いの場合、別途手数料がかかります。
※撮影ポイントにより別途料金として、ロックアイランド許可証、又は
ジェリーフィッシュ許可証や、各州税がかかる場合がございます。

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

Bottom Fishing Tour Charter

天然ビーチ、ロックアイランド、夕日スポット、パラオ・
約2時間（開始時刻は、8:30〜18:30で要問合せ）
ロイヤル・リゾート、ドルフィンズパシフィックからお選
※天候により催行中止となる場合がございます。
びいただけます。レンタルドレスやヘアメイク、フラワー
レイなどもオプションで承ります。カップルやご家族み
【ドルフィンズパシフィックコース】
んながそろった写真を旅の想い出にいかがですか。
（最低保証カット数 50 枚）
D, J, M, V
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ボトムフィッシング （チャーター） トローリング （チャーター）

Dolphins Pacific

1 名様より催行

フィッシング

マーク付きのツアーは、世界遺産登録エリア内の観光が含まれます。

大人1名様より毎日催行 （1グループ最大6名様まで、7名様以上の
場合は2組分の料金）
ドルフィンズパシフィック：$500
約2時間（15：00頃ホテルお迎え）
※変更及びキャンセル規定が他の撮影ポイントと異なります。
P.2をご覧いただき、お申込み前に必ずご確認ください。
※イルカの体調により催行中止となる場合がございます。
※雨天決行です。雨天時、お客様の都合によりキャンセル
される場合は、キャンセル料$220がかかります。
※衣装が海水に濡れる場合がございます。

電 動リー ルで、深 場 70
〜 80m にいる魚、ハタ、
カッポレ、カン パ チ、ア
カムツなどの 高 級 魚を狙
う本格底釣りツアーです。
初めての方や女性でも簡
単にでき、釣果も比較的安定していますので、カップ
ルやご家族にもおすすめです。深場の魚は、釣って
よし！食べてよし！手釣りではちょっと物足りない方は、
高級魚狙って、いざ出発！ツアー中 1 日、釣りをお楽
しみいただけます。

Trolling Tour Charter

プレジャーボートで外洋の
バリアリーフ沿いを流すの
がパラオのトローリングス
タイル。未経験者でも気軽
にヒット＆ファイトを楽しめ
ます。サワラ、キハダマグ
ロ、ヒラアジ、シーラなどの中型回遊魚を狙います。時に
はあの超大物「カジキマグロ」がヒットすることも。チャー
ターツアーなので、桟橋を出発したら気兼ねなく釣りに集
中していただけます。大海原へ出て、大型魚との真剣ファ
イトを狙ってみませんか。

大人1名様より毎日催行（最大5名様まで）

大人1名様より毎日催行（最大5名様まで）

3歳以上3名様まで$600〜、
4名様$720〜、
5名様$800〜

3歳以上3名様まで$600〜、
4名様$650〜、
5名様$700〜

※繁忙期と通常期で料金が異なります。詳細はお問合せください。
※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証
及びフィッシング許可証

※繁忙期と通常期で料金が異なります。詳細はお問合せください。
※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証
及びフィッシング許可証、ポイントによっては各州税がかかります。

D, J, M, V

約8時間（8:35〜16:30頃）

D, J, M, V

約8時間（8:35〜16:30頃）

日替わり弁当

ソフトドリンク

日替わり弁当

ソフトドリンク

送迎、釣具一式

送迎、釣具一式

● お客様へのご案内：

● お客様へのご案内：
主催：プラグ イン パラオ

体験キャスティング

Introductory Casting Tour

釣り未 経 験 者、初 心 者
の方にピッタリの釣具レ
ンタ ル 付き、半 日 体 験
ツ ア ー。パ ラ オ の 海 を
良く知るガイドがツアー
中しっかりサポートして
くれるので、気 軽に挑 戦していただけます。パラオ
で キャスティング デビューしてみませんか。
※潮位により、ツアー時間の変更や催行できない場合が
ございます。
大人 2 名様より毎日 2 回催行（午前 / 午後）
$150（6 歳以上）

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証
及びフィッシング許可証

D, J, M, V
約 3.5 時間（8:30 〜 12:00 頃 /13:30 〜 17:00 頃）
ソフトドリンク

送迎、釣具一式、日本語ガイド

● お客様へのご案内：
（
※5 歳以下・妊婦の方は参加不可

）

主催：プラグ イン パラオ

キャスティング （チャーター）

Casting Tour Charter

パラオの 海を知るスタッ
フとボートに乗り込んで、
出発。ルアーフィッシング
で、G . T（ロウニンアジ）
やイソマグロ、カスミアジ
などを狙います。大物との
ファイトを楽しみましょう！釣り好きにはたまらない、釣り
大満喫の1日をお過ごしいただけます。釣具をお持ち
でない方にはレンタルのご用意もございます。
大人 1 名様より毎日催行（最大 4 名様まで）
$700 〜
ツアー詳細や延長料金等はお問合せください。

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証
及びフィッシング許可証、ポイントによっては各州税がかかります。

D, J, M, V

約7時間（9:00〜16:00頃）

日替わり弁当

ソフトドリンク

● お客様へのご案内：
（
）
※釣具一式別途有料
※5 歳以下・妊婦の方は参加不可

送迎
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スパ・エステ

スパ・エステ

※写真はイメージです。

主催：マンダラ スパ

マンダラ・スパ

主催：アール・スパ

アール・スパ

Mandara Spa

アジアに伝わる古代伝統の美と健康の英知、そして魅力を含んだエキゾチックトリートメントは心と体をリフレッシ
ュさせます。本場バリで訓練を積んだスタッフがトリートメントを行います。海の見えるリゾートホテルで優雅なひと
ときを過ごしてみませんか？
①エリライスパ・バイ・マンダラ (パラオパシフィックリゾート内）

コロール島、ダウンタウン市街地、パレイシア ホテル パラオ7階

営業時間 10:00〜22:00

現地集合

①B-01、②B-02

● お客様へのご案内：

予約時間の15分前に現地集合

※妊婦の方はご予約時にお申し出ください。

●バリニーズマッサージ

$85(50分)
$130(80分)

ストレッチ・ストローク・もみだしや指圧を駆使し、こりの解消と血
行促進を促します。バリの伝統的マッサージです。

●マンダラマッサージ

$140(50分)
$224(80分)

5種類のマッサージをブレンドし、息の合った2人のセラピスト
が同時に行う、大人気お勧めオリジナルマッサージです。

●アジアンヘッドマッサージ

●ファンシーフットワーク

$95（50分） 古代からアユールヴェダに伝わるヒーリングシステムを基本に
した肩や首、上背、腕、頭皮のマッサージです。コリをやわらげ
血行を促進し、心身共にデトックスを促します。

$85（50分） 古代から伝わるフットマッサージは、体内浄化とエネルギーの循

環を促してくれます。心地よい神秘的なひとときをお楽しみ下さ
い。

フェイス・オブ・マンダラ
●エレミス
スーパーフード プロラディアンス
●ピュア・ナチュレ・フェイシャル

独自に考案したフェイシャル・トリートメント。スクラブと保湿
パックで、柔らかく、潤いのある健康的な肌へと導きます。肌の
明るさを保ちたい方へおすすめ。

$80(60分)、＄110（90分）

日焼けした肌のほてりの緩和や、シミの抑制に働きかけ、明るく
透明感のある肌へと導きます。ビタミンCを豊富に含んだクリー
ムパックを使用しています。

$105（60分） スーパーフードの持つ高い栄養素と必須ミネラルを補給し、外
的ストレスなどでダメージを受けた肌を健康的で輝きのある肌へ
導きます。

$65(50分)

豊富な酵素の力で古い角質を除去し肌の活性化とビタミン・
ミネラルを補給します。厳選天然素材を使う定番メニューです。

パラオプランテーションリゾート内で、自然の音を聞
きながらパラオ原産の素材を使ったオリジナルエステ
＆マッサージがおススメ！スペシャル料金をご用意！
B-04

●ハーモニー

$170(120分)

アロマフローラルフットバス・ラベンダーボディーウォッシュ・ボ
ディースクラブ・フローラルバスの後にバリニーズマッサージま
たはピュアナチュレフェイシャルの組み合わせ。

D, J, M, V

●フランジパニボディーグロー

$185(120分)

温めたオイルをたらし、クレンジングソルトでお肌をスッキリさせ
ライム＆ジンジャーマッサージでしっとりと整えます。フランジパ
ニオイルでボディーを包んだ後は、ミニフェイシャル、バリニー
ズマッサージをお楽しみください。

$260(150分)

アロマフローラルフットバス・ボディーウォッシュ・ボディースク
ラブ・フローラルバス・マンダラマッサージ・フェイシャル・フット
マッサージとフルボディーケアの組み合わせ。

●トロピカル パラダイス

●アーユルヴェーダ マッサージ

$120(90分)

古代からのマッサージ方法で、体内の老廃物を排出します。
筋力組織を強化し、リラックスや心身の回復に効果的です。

※全てのトリートメント別途サービスチャージ 10% かかります。

お手頃価格のマッサージ。全身マッサージから部分
マッサージまで色々なコースをお好みでお選びいた
だけます。
B-03

D, J, M, V

送迎

● お客様へのご案内：

ムーンリズム・パラワントリートメント
$80＋10%

→$70＋10%

ノニフットバス、フットマッサージ、ボディオイルマッサージ、最
後のリラクゼーションでハーブティーを飲み、身体の中からデ
トックスします。

●パラワンボディー＆フェイス（90分）$120＋10% →$100＋10%
「パラワンボディー」＋フェイシャルマッサージ＆パック
で全身ケアを行います。パックは、①美白・保湿と②小顔
効果の2種類からお選びいただけます。

●パラワンリッチ（120分）

$160(150分)

スクラブを使用したマッサージ。角質を除去するだけでなく、
疲労回復や心身をリラックスさせる効果もあります。

営業時間 13:00〜22:30

送迎（アイライは片道$5/車）

●パラワンボディー（60分）

$70(60分)、$95(90分)

足裏の指圧マッサージで、全身の疲れを改善します。

Thai Massage

※妊婦の方はご予約時にお申し出ください。

$120(80分)

お客様に合わせて調合したエッセンシャルオイルで全身をマッ
サージ。血行とリンパの流れを良くし、リラックス。

タイ式マッサージ

● お客様へのご案内：
バリニーズマッサージと、お顔、もしくは足のマッサージのお得
な組み合わせ。リラックスしたひとときを。

●スウェディッシュ マッサージ $80（60分)、$110(90分)

主催：レジェンドスパ

マングローブスパ

営業時間 9:00〜21:00

$80(60分)、$110(90分)

オイルを使用した深圧マッサージで血行を促進し、筋肉のコリを
ほぐします。

主催：パラオプランテーションリゾート

Mangrove Spa

パッケージ・オブ・マンダラ

●ウルティメイト・インダルジェンス

●シグネチュア・フェイシャル $90(60分)、＄120（90分）

●アフター・サン・リペア

●バリニーズ マッサージ

スペシャルトリートメント

フェイシャル

ボディー・オブ・マンダラ

マッサージ

●フット マッサージ

※12歳以上参加可

※12歳以上参加可

※妊婦の方はご予約時にお申し出ください。

●スパサンプラー

D, J, M, V

※前日までのお問合せで10:30-14:00のご予約も可。

②マンダラスパ (パラオロイヤルリゾート内）

● お客様へのご案内：

R-SPA

眺めのよいスパルームで、パラオの日差しケアと疲れ
を癒す至福のひとときをお過ごしください。街中にある
のでアクセスも良好。お買い物途中に立ち寄れます。
営業時間 14:00〜23:00

営業時間 10:00〜21:00

D, J, M, V
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$140＋10%

→$120＋10%

「パラワンボディー＆フェイス」
とヘッド＆ネックが付く、贅沢な
フルボディーコース。

※妊婦の方はご予約時にお申し出ください。

タイ式マッサージ
●タイ式伝統マッサージ
$45 (55分)、$65 (85分)、$85 (115分)
●アロマテラピー オイルマッサージ
$50 (55分)、$70 (85分)、$90 (115分)
●ヘッド、バック＆ショルダーマッサージ
$50 (55分)、$70 (85分)、$90 (115分)
●フットマッサージ
$30 (30分)、$50 (55分)
●タイ式伝統（60分）＋顔または足（25分）マッサージ
$65(85分)
●タイ式伝統（60分）＋顔（25分）＋足（25分）マッサージ $85(110分)
●アロマテラピー オイル（60分）＋顔または足（25分）マッサージ $70(85分)
●アロマテラピー オイル（60分）＋顔（25分）＋足（25分）マッサージ $90(110分)

13 ディナー

※下記7つのディナーは、仕入れ状況により多少料理内容の変更がございます。予めご了承ください。
主催：ロックアイランドツアーカンパニー

主催：マリーナ カフェ ヴィータ

サンセットディナークルーズ

ヴィータスペシャルディナー

Sunset Dinner Cruise

VITA Special Dinner

・前菜盛り合わせ3種
・本日のスープ
・スチーム フィッシュ - バジルクリームソース
・チキン コルドン ブルー
・デザートワゴン
（ケーキ、アイスクリーム、フルーツからお好き
なだけお選びいただけます）
・コーヒーまたは紅茶
・パン

大人2名様より 月・水・金・日 催行
小人$50（３〜11歳） 2歳以下無料

※別途料金：ロックアイランド許可証、又はジェリーフィッシュ許可証

D, J, M, V

約3時間（16:50〜20:00頃）

スペシャルディナービュッフェ
ウェルカムドリンク、ビール、ワイン、カクテル、ソフトドリンク

2名様より毎日催行

送迎、日本語ガイド

2名様で＄80＋10％（サービス料）

● お客様へのご案内：
※日の入りの関係上、ご集合は時間厳守でお願いいたします。
※天候及び海況により、当日催行中止となる場合がございます。
※別途料金にて、ケーキや花束などのご注文も承っております。事前にご相談ください。

フュージョン

主催：パラオ・ロイヤル・リゾート

ディナー （シーフード）

Fusion Dinner (Seafood)

ビーチ

2名様より毎日催行（12/24,25,31除く）
2名様で＄160＋10％（サービス料）
※その他、ウェスタンセット 1名様$50＋10%もございます。
D, J, M, V

H-06

コースディナー

ドリンク別途

※キャンセル料は、ご予約日2日前の17:00以降発生いたします。

R-11
ドリンク別途

主催：パラオ・パシフィック・リゾート

BBQ （バーベキュー）

Beach BBQ

主催：パラオ・パシフィック・リゾート

ダイニング・オン・ザ・オーシャン

Dining On The Ocean

P P R（ パラオ・パシフィッ
ク・リゾ ート）の プ ラ イ
ベ ートビ ー チ から夕日や
星空を眺めながらのバー
ベ キュー ディナ ーをお楽
しみください。
●サーフ&ターフ

1名様＄80＋10％（サービス料）

前菜、マングローブクラブ、エビ、ステーキ、ラムチョップ、デザートなど
●シーフードラバー

1名様＄75＋10％（サービス料）

前菜、マングローブクラブ、ロブスター、エビ、近海魚の切り身、デザートなど
●ミ―トラバー

送迎（アイライは片道$5/車）

※キャンセル料は、ご予約日2日前の17:00以降発生いたします。

パラオの 新 鮮な海 鮮と地
元で採 れた野 菜 が 、バラ
ンスよく融合されたパラオ
ロイヤルリゾートご自慢の
特製コースディナーはいか
がですか？
・オカガニのサラダ
・パラオ鮮魚のカルパッチョ
・大シャコ貝クラムチャウダー
・パラオ鮮魚のオリーブグリル クリームトマトソース
・オーブン焼きロブスター ハーブとチーズ風味
・日本酢で蒸したマングローブ蟹
・テンダーロインステーキ 地野菜添え
・デザート
・ノニティ、グアバティ、コーヒー、紅茶のいずれか

D, J, M, V
コースディナー

ミルキーウェイコースディナー
Milky Way Course Dinner

1名様＄65＋10％（サービス料）

前菜、テンダーロインステーキ、ラムチョップ、ショートリブ、チキン、デザートなど
●キッズメニュー（7〜12歳） 1名様＄35＋10％（サービス料）
前菜、ステーキ、ソーセージ、チキン、エビ、野菜串、デザートなど

1名様より毎日催行
1名様 A〜C: $46.87、 D: $54.50（サービス料込み）
D, J, M, V
R-12
送迎（アイライ
（バベルダオブ島）除く）
コースディナー
ドリンク別途
※クレジットカードでお支払いの場合、別途手数料がかかります。
※キャンセル料は、ご予約日前日の17:00以降発生いたします。
主催：パラオ・パシフィック・リゾート

キング＆クイーンディナー

King & Queen Dinner
パ ラ オ・パ シフィック・リ
ゾートのプライベートビー
チで波 音をB G Mに 大切な
人とパラオの新鮮な食材を
贅 沢 に 使ったフルコ ース
料理をお楽しみください。

・アミューズブッシュ 三種のカニ肉のアミューズを・・・
・空芯菜入りのキッシュ
・お魚のカルパッチョ
・ロブスターのビスクスープ パイ包み焼き
・リーフフィッシュのスチーム パラワンアーモンドナッツを添えて
・シャトーブリアンステーキをフランベサービスで・・・
・特製３種のクリームブリュレ/コーヒーまたは紅茶
1日2組限定、2名様より毎日催行（12/31除く）

2名様で$360＋10％（サービス料）

2名様で$330＋10％（サービス料）

D, J, M, V

D, J, M, V

開始時間は17:00‐19:30の間で要問合せ

約2時間（18:00〜20:00）
ドリンク別途
※悪天候の際は催行中止となる場合がございます。
※キャンセル料は、ご予約日2日前の17:00以降発生いたします。

・ウカエブ（パラオの陸ガニ）
・ゴルゴンゾーラとクルミとパパイヤのサラダ
・タロイモのスープ
・メインディッシュ
（A〜Dの中からお選びください）
A. 本日のお魚 グリル野菜添え
B. バーベキューポークリブ フレンチフライ添え
C. グリルチキンのマリネ マッシュルームソテーとマーブルポテト添え
D. ブラックアンガスビーフステーキ グリル野菜添え
・デザート、コーヒーまたは紅茶

1日1組限定、2名様より毎日催行（12/31除く）

大人2名様より 火、木、土、日 催行
H-01

洗練されたおしゃれな空間で、
パラオならではの食材を使っ
たディナーコースはいかがで
しょう。メインディッシュは、魚・
ポーク・チキン・ビーフの4種
類からお選びいただけます。

1日1組限定！海の上の桟
橋 で の ス ペ シ ャ ル ディ
ナー。専属ウェイターによ
るサ ービス 、心 地よい 海
風 、波 の 音と一 緒 に 、ご
ゆっくりご堪能ください。
・アミューズブッシュ 三種のカニ肉のアミューズを・・・
・空芯菜入りのキッシュ
・本日パラオのフィッシュマーケットから届いた新鮮な魚をカルパッチョで
・カボチャの冷製スープ
・ロブスターのグリル フルーツサルサソースを添えて
・シャトーブリアンステーキをフランベサービスで・・・
・特製３種のクリームブリュレ/コーヒーまたは紅茶

H-01
特別ディナー

スパークリングワイン1本付き、その他のドリンク別途
※雨天時はレストラン内にてお食事となります。
※キャンセル料は、ご予約日2日前の17:00以降発生いたします。
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主催：エリライ レストラン＆バー

気持ちの良い潮風が吹き
抜ける海辺のレストランで
ディナーコースはいかがで
しょう。パラオ産の食材を
使用し、日本人の口に合う
様アレンジした、創作料理
がご堪能いただけます。

アットホームでロマンティックなディナー付きイブニングクルーズ
です。大切な人や仲間と一緒に真紅に染まる夕日を見ながら乾杯
しましょう。ウェルカムドリンクの後は、ビールをはじめワインや
カクテルなど多彩なメニューの中からお好きなものをお選びいた
だけます。 その後、ロックアイランドの入り江で停泊し、ゆったりと
スペシャルディナービュッフェをお楽しみください。
天候がよければ、素晴らしいサンセットと満天の星空や、輝く月を
ご覧いただけます。気のあった仲間との船上ディナーは大切な旅
の一日を優雅にしめくくります。

大人$90

ディナー

※写真はイメージのため、天候によって異なります。

D, J, M, V

H-01

18:00〜

特別ディナー

スパークリングワイン1本付き、その他のドリンク別途
※雨天時はレストラン内にてお食事となります。
※キャンセル料は、ご予約日2日前の17:00以降発生いたします。

15 夕食レストランのご案内
ヨーロピアン＆アジアンスタイルレストラン

インターナショナル

Marina Café VITA

Elilai Restaurant & Bar

17:00 〜 21:30（LO）
無休

パラオで唯一のマリーナに隣接するダイニングレス
トラン。
フレンチやイタリアンの技法を用い、パラオ
の新鮮な食材を使って現代風料理にアレンジした創
作料理がご堪能いただけます。パスタ・お魚料理・
お肉料理と食材にこだわったバラエティ豊かなお料
理とフレンドリーなスタッフがおもてなし。海側のテ
ラス席、バーカウンター、シックなデザインの店内と
その日の気分でお選びください。
ドリンクメニューに
並ぶパラオの観光スポット名がついた色鮮やかなカ
クテルも好評です。

パラオフードレストラン＆カフェ

アンティアス カフェ
Anthias Café

パラオ産近海魚や島とうがらし、パパイヤなどパラオ
で獲れたての海と陸の食材を使ったフードメニューを
たくさんご用意しております。パラオ産の果物を使った
スイーツやオリジナルカクテルもお楽しみください。
17:00 〜 21:30 (LO)
無休
コロール島、
ダウンタウン市街地、パラオ高校向かい
無料送迎あり
（一部ホテル除く）・BBI バス停車
J, M, V
●人気メニュー
・パラオ産唐辛子のペペロンチーノ
・パラオ産近海魚のカルパッチョ
・パラオ産パパイヤサラダ

マラカル島、ベラウツアーオフィス隣
R-11
無料送迎あり
（アイライは片道 $5/ 車）
BBI バス停車
D, J, M, V

高台から美しい海とコロールの島々が一望できるレ
ストラン。洗練された空間にて、新鮮なロブスターや
マングローブ蟹はもちろん、本格的なお肉料理など
優雅な気分で味わうことができます。

静かで落ち着いた雰囲気の中、ステーキ、ピザ、パス
タ、シーフードなどバラエティー豊かなお食事をお楽
しみいただけます。海沿いで心地よい風を感じられる
テラス席もあります。

17:30 〜 22:00 (LO)
無休
アラカベサン島高台、PPR より車で 2 分
R-12
無料送迎あり
（アイライ
（バベルダオブ島）除く）
D, J, M, V ※クレジットカードでのお支払いの場合、別途手数料がかかります。

17:00 〜 21:45 (LO)
月曜日
マラカル島、
ロイヤルリゾートより徒歩約 2 分
無料送迎あり
（アイライは往復＄5/ 車）
D, J, M, V, アメリカンエキスプレス

●人気メニュー
・マングローブ蟹のスパゲティ
（トマトソース）
・ブラック アンガス牛のリブアイステーキ
・自家製ココナッツ・アイスクリーム

●人気メニュー
・ニューヨークステーキ
・スパゲティマリナーラ
・シーフードモンタルチーノ

グリル＆BBQ（バーベキュー）

ドロップオフバー＆グリル

海に隣接するオープンエアーレストラン。夜風を感じ
ながら、料理も雰囲気も楽しめます。パラオで獲れた
新鮮な魚や、アメリカンディッシュがオススメ。地元
でも人気のあるカジュアルなお店です。
16:00 〜 22:00 (LO)
マラカル島
D, J, M, V

Jungle Bar

名物は、オーダーすると、パラオ名産シャコ貝を目の
前で調理してくれる シャコ貝 LIVE 。
ジャングル風
の内装が隠れ家的な雰囲気を演出し、カップルや、
少人数のグループにおススメのお店です。
18:00〜23：00（LOフード）/翌1:30（LOドリンク）
コロール島、パラオプランテーションリゾート内
無料送迎あり（アイライは片道$5/車）
D, J, M, V

無休
R-09

●人気メニュー
・ポキ / フィッシュフィンガー
・ツナミバーガー
・リブアイステーキ

●人気メニュー
・BBQ コース
（要予約）
・マングローブ蟹のチリクラブ
・マングローブ貝のガーリックバターソテー

お食事を注文された方のみご利用頂けます。但し、天候や通信会社の問題などの理由で店がサービスを提供できない場合もございます。予めご了承ください。

ジャングル バー

Drop Off Bar & Grill

The Fisherman

営業時間

休業日

お店の場所

P.21 地図参照

R-01

アジアン居酒屋

インターナショナル

ザ・フィッシャーマン

17:00 〜 21:00（LO フード）/ 21:30（LO ドリンク）
水曜日
（不定休）
マラカル島、
ドルフィンズパシフィックチケットセンター隣
R-03
D, J, M, V

インターナショナル

パーム ベイ ビストロ

●人気メニュー
・ズッパディペッシェ
（シーフードのブイヤベース）
・鮮魚のカルトッチョ ( クリアフィルム包み焼き )
・黒毛アンガスビーフ リブアイステーキ

海の上に浮かぶレストラン。海風を感じるオープン
エアー全 100 席。パラオで獲れる新鮮なシーフード
をお好みに合わせて調理いたします。
イタリアンを中
心とした定番メニューもローカルに大人気。
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エリライ

マリーナ カフェ ヴィータ

※

夕食レストランのご案内

※写真はイメージです。

無休
R-08

●人気メニュー
・シャコ貝刺身
・ジャングルライス
・ジャングルフライドアイスクリーム

交通

クレジットカード

※21 ページに地図があります。

17 夕食レストランのご案内
日本居酒屋・ローカル料理

居酒屋モグモグ

コロールの街中にある「MOGMOG」の看板とマング
ローブ蟹が目印。パラオの食材を使ったパラオフー
ドや、一品物などメニューも豊富。立地もよく、お買い
物と一緒にお立ち寄り頂けます。
無休

●人気メニュー
・タロイモコロッケ
・シーフードパスタ
・パラオ鮮魚のスチームフィッシュ

寿司・日本料理

寿司処

日本居酒屋・ローカル料理

日本料理・ローカル料理

パラオローカルフード専門店

B s Izakaya Yume

Dragon Tei

Jyu Jyu

B S 居酒屋

Mog Mog

17:00 〜 23:00 (LO フード ) /23:30
（LOドリンク）
コロール島、
ダウンタウン市街地、WCTC 隣
BBI バス停車
J, M, V

夕食レストランのご案内

※写真はイメージです。

美登

Sushi Bar Mito

どらごん亭

夢

アットホームな雰囲気が売りの居酒屋です。新鮮な
ローカル食材を使って日本人スタッフが作る、安心・
安全な味をお楽しみいただけます。板さん特製のオ
リジナル料理もおススメ。
お気軽にお越しください！
17:00 〜 22:00（LO）
土曜日
（不定休）
コロール島、ダウンタウン市街地、ウエストプラザデセケルホテル隣
BBI バス停車
D, J, M, V

ジュージュー

日系パラオ人オーナーが、伝授された伝統パラオ料
理の数々、単品からコースまで。和、洋食メニューも
充実。美味しいパラオの魚介、野菜、果物毎日入荷！
ドリンクの種類も豊富です。
17:30 〜 21:30 (LO)
無休
コロール島東部
R-10
無料送迎あり
（アイライは往復 $5/ 車）・BBI バス停車
D, J, M, V

●人気メニュー
・タピオカフライ
・タロイモのコロッケ
・シャコ貝の刺身

地元の食材を活かしたパラオ料理の専門店です。
ローカルマーケットで仕入れた海の幸をお手頃な価
格で提 供。外での 炭 火 焼 肉もおいしい。気さくなス
タッフがおもてなしいたします。
17:00 〜 21:45（LO)
不定休
コロール島、パラオ政府観光局向かい
R-06
D, J, M, V

●人気メニュー
・獲れたて魚貝を使ったピザ、パスタ
・パラオのロブスターオーブン焼き
・ケアイボートに乗ったパラオ式豚の角煮

インド料理
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●人気メニュー
・パラオフード盛り合わせ
・マングローブ蟹の鉄板焼き
・シーフード料理

タイ料理

ザ・タージ

スリヨタイ

ジェラートショップ

Suriyothai

The Taj

ラマレーナ
L Amarena

パラオ人の常連さんを沢山もつ寿司処。パラオの海
で獲れた、新鮮な魚のお寿司、お刺身、海鮮料理に
加え家庭料理から本格和食まで幅広いメニューが味
わえます。

パラオで本格派インド料理はいかが。ナンが大変おい
しく、欧米人にも日本人にも人気のお店です。カレー
も辛さを選べ、気さくな店長ロバートさんがおもてなし
いたします。室内かテラス席をお選びいただけます。

17:00 〜 22:00（LO）
火曜日
コロール島、
ダウンタウン市街地、
グアム銀行と同じ建物 1階

17:00 〜 22:30（LO)
無休
グアム銀行と同じ建物２階
コロール島、
ダウンタウン市街地、
無料送迎あり
（一部ホテル除く）
M, V

D, J, M, V
※クレジットカードでのお支払いの場合、別途手数料がかかります。

●人気メニュー
・伊勢海老お造り
・新鮮なパラオ白身魚の刺身盛り合わせ
・マングローブ蟹のグリル

※

パラオで愛され 15 年以上、本格タイ料理のお店で
す。ピリッと辛みが効いた料理がパラオの暑さにピッ
タリ。お値段もお手頃で日本人の口にもあうメニュー
が豊富。
ご家族や仲間と一緒にどうぞ。
17:00 〜 21:30（LO)
元旦（1 月 1 日）
コロール島、
ダウンタウン市街地
（スランゲルスショッピングセンター向かい）
M, V

●人気メニュー
・タンドリーミックスグリル
・バターチキン
・ラムカレー

お食事を注文された方のみご利用頂けます。但し、天候や通信会社の問題などの理由で店がサービスを提供できない場合もございます。予めご了承ください。

イタリア人オーナーによ
る パ ラ オ の フ ル ー ツを
使った 色とりどりの ジェ
ラ ートを 揃 え た お 店 が
オープン！
お食事後やお買い物の途
中に寄ってみてはいかが？

●人気メニュー
・トムヤムクン
・パパイヤサラダ
・グリーンカレー

営業時間

休業日

お店の場所

11:30 〜 22:00
※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。
日曜日
コロール島、
ダウンタウン市街地

P.21 地図参照

交通

クレジットカード

※21 ページに地図があります。

19 ギフトショップのご案内

ギフトショップのご案内

※写真はイメージです。

パラオのお土産・カフェ

ルーギフトショップ＆カフェ
Rur Gift Shop & Café

●パラオ語

パラオのお土産
パラオのお土産
・ダイビング用品

20

パラオのお土産・ダイビング用品

リウスギフトショップ
ホワイトロックリリー

ホワイトロックリリー

ルーギフトショップの姉妹店になり、パラオ産のお
菓子や食品、コスメなどを取り揃えています。また
ロックアイランドツアーカンパニー（RITC）のオリジ
ナルＴシャツが手に入るのはLIUSだけ！その他シュ
ノー ケ ル セット、ウォーター プ ル ーフバッグ 、ラッ
シュガードなど海グッズも取り揃えています。

ダイビングショップ「ブルーマーリン」に併設してい
るお店です。ラッシュガードやサンダル、サングラス
などマリングッズの他、オリジナルＴシャツや雑貨、
化粧品などパラオ土産も揃っています。ロックアイラ
ンドツアー出発場所になることも多く、ツアー前の買
い物に便利です。

White
Rock Lily
Lius Giftshop

White Rock Lily

Tシャツ

パラオ語のメッセージが入ったRURでしか買えないこだわりの
オリジナルTシャツが人気。海やパラオを感じさせるデザインが
評判で、種類、カラー、サイズも豊富に揃っています。きっとお
気に入りの1枚が見つかるはず。ご家族のお土産にもGOOD！
！

●自社工房製品

自社工房にて製造した「パラオ産」にこだわったお土産を置い
ています。パラオで採取した新鮮な原料を基に、クッキーやパ
ウンドケーキ、キャンディなどを製造しています。
パラオのお土産にお一つどうぞ！

当店オリジナルデザインのＴシャツや、パラオの貝を使用した
オリジナルアクセサリー、ローカルの民芸品などが人気です。 ●カフェ
自社工房で製造したクッキーやパウンドケーキは、パラオ産の 店内にカフェスペースがございます。お買い物の間にちょっと
ココナッツやタロイモ、バナナを使用し、お土産にもピッタリな 休憩がてらいかがですか？パラオで一番おいしいと評判のカ
個包装となっています。また併設のカフェでは自家焙煎したこだ キ氷はローカルにも大人気！自家焙煎しているコーヒーや自
わりのコーヒーやボリュームたっぷりのカキ氷が大人気です。
家製ケーキもお勧めです。
ショップ 10:00 〜 22:00 / カフェ 10:00 〜 21:30

8:00 〜 11:00、13:30 〜 18:00

無休

ダウンタウン市街地、WCTC 斜め向かいパラオホテル１階

マラカル島、ロイヤルリゾート内

H-06

D, J, M, V

D, J, M, V

14:30 〜 22:00

ダウンタウン市街地、郵便局向かい
D, J, M, V

パラオのお土産・ダイビング用品

オーバードライブ
Over Drive

●お勧め品
・オリジナル T シャツ
・雑貨
・ラッシュガード

●お勧め品
・自社工房製造のお菓子
・海グッズ
・オリジナル T シャツ

無休
BBI バス停車

無休

パラオのお土産・日用品

パラオのお土産・免税店

WCTC Shopping Center

DFS Palau

夕食には
お買物やご
利でお得！
ツアー後の
が
ルバス 便
BBI シャト

DFS パラオ

WCTC ショッピングセンター

BBIシャトルバス

一週間乗り放題券（8ドル）発売中
一週間乗り放題券（7ドル）発売中
「ロックアイランドツアー」に最適なマスク＆シュノー
ケ ル セット、サンダ ル 、日焼け 止 めなど海 遊 び の
GOODSとお土産のショップ。シグナルフロートやカ
レントフックなどダイバー天国・パラオならではのダ
イビングギアもたくさん取り揃えています。
11:00 〜 21:00
無休
ダウンタウン市街地、ネコプラザ裏
無料送迎あり
（一部ホテル除く）・BBI バス停車
D, J, M, V
●お勧め品
・ダイビング器材
・お土産
・マリンギア、
ビーチアイテム

カップラーメンや日本食品、地ビール、お惣菜コー
ナーもあるパラオ最大のショッピングセンター。1 階
にはチョコレートやドライフルーツ、2 階にはお土産
や水着が充実しています。１階入り口にクレジット
カードが使用できる ATM や薬局があります。

レスポートサックのバッグ各種、チョコレート菓子、
酒類なども充実した品ぞろえ。南国らしいパレオや、
パラオの民芸品などオリジナルパラオグッズもあり
ます。お土産選びに一度覗いてみてはいかが。

1 階 7:00 〜 22:00、2 階 9:00
（日曜日 10:00）
〜 21:00
クリスマス・元旦
ダウンタウン市街地
BBI バス停車
D, J, M, V

8:00 〜 22:00
無休
ダウンタウン市街地、パレイシアホテル 1 階
BBI バス停車
D, J, M, V, アメリカンエキスプレス

夕方以降、主要ホテルと
ダウンタウンを巡回しています。
ルートで運行
A・Bルートと2

※クレジットカードでお支払いの場合は、パスポートをご持参下さい。

●お勧め品
・レッドルースターグッズ
・ストーリーボード
・クッキー他お土産品

●お勧め品
・クッキー他パラオ産お土産
・コスメティック、
アクセサリー
・時計、サングラス

営業時間

休業日

お店の場所

P.21 地図参照

◆◇◆ バスチケットのお求め ◆◇◆
バスチケッ
BBIシャ
トルバス運転手、
トは、2歳以上の方からお一人様1枚必要です。
もしくはベラウツアーツアーデスク
BBIシャ
（パラオ
ト
パシフィ
ックリゾート
・パラオロイヤルリゾート内）
にてお買い求めい
ル
バス運
転 手 、もしくは
ベラウツアーツアー デスク
（ パラオパシ
ただけます。
詳し
くは、
ベラウツアーまでお問合せください。
フィ
ックリゾート
・
パラオロイヤルリゾート内）
にてお買い求めいただ
※2歳の方から、
バスチケッ
トはお一人様1枚必要です。
けます。
詳しくは、
ベラウツアーまでお問合せください。
※バスチケットのお支払いは、USドルの現金にてお願いいたします。

交通

クレジットカード

※21 ページに地図があります。

21 パラオ地図

パラオ地図

H-01

H-03

B-01

0

H-12

1km

ホテル

バベルダオブ島
（パラオ国際空港）

H-01
H-03
H-05
H-07
H-09
H-11

R-12
F-09

F-02

F-08

F-01
H-02

H-11

パラオパシフィックリゾート
ローズガーデン
コーブリゾートパラオ
アンテロープゲストハウス
ランドマークマリーナ
ココロホテル

R-05

H-04

R-03
R-11

B-03

F-03

R-09

F-04

F-05

R-06

H-06

F-06

B-02

マラカル島

コロール島

R-07

H-05

R-01
R-03
R-05
R-07
R-09
R-11

R-10

F-07

R-04

F-10

R-0２

R-02
R-04
R-06
R-08
R-10
R-12

パーム ベイ ビストロ
ザ・フィッシャーマン
海
ロックアイランド カフェ
ドロップオフバー＆グリル
マリーナ カフェ ヴィータ

パラオロイヤルリゾート
ウエストプラザマラカル
パラオプランテーションリゾート
ベルーシービューリゾート

カープ レストラン
JIVE カフェ & レストラン
ジュージュー
ジャングル バー
どらごん亭
エリライ レストラン

その他・施設

H-10

H-08

B-04

H-07

F-01
F-03
F-05
F-07
F-09

R-08

日本国大使館
ベラウツアー
ドルフィンズパシフィックチケットセンター
パラオ政府観光局
ヒルズコンドミニアム

F-02
F-04
F-06
F-08
F-10

パラオ国立病院
ロックアイランドツアーカンパニー
パラオ国際珊瑚礁センター
エピソンミュージアム
ベラウロッジ

ウエストプラザコーラルリーフ
エマイメレイレストラン＆
クマガイベーカリー

居酒屋モグモグ（2 階）

美登寿司（1 階）

ハワイ銀行

ネコプラザ

国立体育館

旧国会議事堂

郵便局

ウエストプラザデセケル
居酒屋夢

オーバードライブ

コロール州政府オフィス

ウエストプラザ
ダウンタウン

ベムエルミーバーガー
アサヒフィールド

警察署

VIP ゲストホテル
ガーデンパレス

ウエストプラザバイザシー
レッドルースターカフェ（2 階）

パレイシアホテルパラオ
DFS パラオ
アール・スパ

WCTC ショッピングセンター
ヤノストアローカルフード
スリヨタイ

ルーギフトショップ＆カフェ

グアム銀行

パラオ高校

ベストコーヒー＆ドーナッツ

パラダイスホテル（3 階）

インド料理 タージ（2 階）

アンティアスカフェ

DW ホテル

B-01 エリライ・スパ・バイ・マンダラ B-02 マンダラ・スパ
B-03 レジェンドスパ
B-04 マングローブスパ

ダウンタウン市街地

マラカル島方面

キャロラインズリゾート

スパ・エステ

H-09

R-01

← アラカベサン島 /

H-02
H-04
H-06
H-08
H-10
H-12

レストラン

ダウンタウン市街地

アラカベサン島
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ラマレーナ

バベルダオブ島方面

←

パラオセントラルホテル
スランゲルスショッピングセンター

パラオホテル
リウスギフトショップ（1 階）

ペントハウス

消防署

記号凡例

BBI バス停

ホテル

レストラン

ショッピング

スパ・エステ

その他・施設

