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検索ベラウツアー

ベラウツアー
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
　　パラオロイヤルリゾート内
　　毎日16時～17時30分営業

●東京事務所
〒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
　　パラオロイヤルリゾート内
　　毎日16時～17時30分営業

日中の営業時間は、
各ツアーデスクにて
詳細をご覧ください。

日中の営業時間は、
各ツアーデスクにて
詳細をご覧ください。



オプショナルツアーについて

【取り扱い可能カード】

【海へ出る許可証に関して】

【特記事項】

●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。
●各オプショナルツアーとも参加にあたっては、前日夕方17:30までのご予約が必要となります。まずはお気軽にベラウツ
アーまでお問い合わせください。

●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。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。

●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自身でご確認ください。

●お子様のご参加には、保護者の方の付き添いが必要です。詳細はお問い合わせください。
●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などの貴重品は、お持ちにならないよう
お願いいたします。

使用可能なカード VISAJCBDINERS MASTER
CARD

オアシス

プラグ イン パラオ

クール エ コール

クルーズコントロール

上記以外の催行会社

・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。許可証が必要なツアーに参加される際は、忘れずにお
持ちください。

※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。 

・ダイビング、スパ・エステ、ディナー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。

・当日のキャンセルなど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。
・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、当日ツアー中止となる場合がございますのでご了承ください。
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。詳細はお問い合わせください。
・記載内容は2017年3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。

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レイク許可証(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。

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　

　　　　　　　　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
※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

C

【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）

■その他のツアー

参加日の29日前から8日前まで 参加日前日の夕方5時まで 参加日の前日夕方5時以降
ツアー代金の 10％ ツアー代金の50％ ツアー代金の 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）
参加日の2日前まで 参加日前日の夕方5時まで 参加日の前日夕方5時以降
ツアー代金の0％ ツアー代金の50％ ツアー代金の 100％

参加日前日まで 参加日当日
ツアー代金の50％ ツアー代金の 100％

参加日の2週間前から4日前まで
ツアー代金の30％

参加日前日の夕方5時以降 参加日当日
ツアー代金の50％ ツアー代金の 100％

参加日前日の夕方5時まで
ツアー代金の0％

■プラグ イン パラオ
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● パラオインフォメーション
現地時間
・日本との時差はなく、日本と同時刻となります。グアム時間より１時
間遅くなります。

外出
・日中の外出にはタクシーを、夕方以降はシャトルバスをご利用くださ
い。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
・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、空港や街中には両替所はございま
せん。

・海へ出る許可証の購入やご帰国時パラオ国際空港にてお支払いが必要
な出国税などは、USドルの現金又はトラベラーズチェックでご用意を
お願いいたします。（クレジットカードはご利用頂けない場合がござ
います。）

ホテル
・パスポートなど貴重品は、お客様ご自身の責任とご判断によって管理
してください。セーフティボックスのご利用もお客様ご自身の判断で
お願いします。セーフティ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。あわせてご注意ください。

・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。尚、
客室ドアがオートロック式のホテルもございます。室内に鍵を忘れた
場合はフロントへご連絡ください。

・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、室内電話やセイフティーボックスの
ご利用方法等々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。

・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
・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。

遊泳
・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。また、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。

最少催行人数 ツアー代金
P.21地図参照

催行会社

ドリンク類 飲食以外でツアー代金に含まれる内容

軽装でどうぞ
ビーチタオルが必要

事前に水着を着用

お土産店あり（買物費必要）
海へ出る許可証が必要

＜ 本冊子で使用しているクレジットカード会社省略記号 ＞

ホテル出発と帰着時間の目安 ランチまたはディナー

＜ オプショナルツアーの紹介で使用している記号 ＞

D：ダイナースクラブ、J:JCB、M：マスターカード、V：ビザ

ご利用いただけるクレジットカードの種類

※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。

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。

ベラウツアースタッフ紹介

太幸 豊太幸 豊 伊藤 藍子伊藤 藍子

アマリア ドロマルアマリア ドロマル 酒井 美音酒井 美音

中嶋 未和中嶋 未和

田村 有希田村 有希

美濃羽 ゆかりマリア アブアンマリア アブアン 美濃羽 ゆかり

ユウ ヘミンユウ ヘミン

今田 十詩今田 十詩
Toshi Imada

正野 有萌正野 有萌 ベッキーベッキー

Yutaka Taiko Aiko Ito

支配人 アシスタントマネージャー

F.Minoru Ueki JR

Amalia Doromal Yuki TamuraMioto Sakai

Maria Abuan Yukari MinowaMiwa Nakajima

Yu Hyemin Baek Jong MiArimo Masano

ジュニア ウエキジュニア ウエキ

0201 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



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。午後はシュ
ノーケルで熱帯魚観察をお楽しみいただけます。

カヤック＆シュノーケルツアー
Kayak & Snorkel Tour

主催：ロックアイランドツアーカンパニー 

ロングビーチ＆ミルキーウェイツアー
主催：ロックアイランドツアーカンパニー

・ ロングビーチは潮位によって水面に現れない場合もございます
のでご了承ください。

最後の秘境！カヤンゲル環礁ツアー

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

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。

大人2名様より月・水・金・日曜日催行
大人$145　小人$85（6～11歳）[ガラロン州税込み]
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
送迎付き、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：

Kayangel Tour

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
Ngarchelong Tour

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

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
魅力を堪能いただけます。

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

パラオは、抜群の透明度、
豊富なサンゴ、豪快な地
形、豊富な水中生物、洞窟
での冒険ダイビングなど多
様な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。

＜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の内容が変更になったり、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ロングビーチは潮位によっては水面に現れない場合もございます。

大人2名様より火・木・土曜日催行
大人 $175　小人 $105（6～ 11 歳）[カヤンゲル州税込み ]
※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
送迎付き、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。

※コロールへ車で戻る前に、着替えが出来ます。

パラオといえばマッシュ
ルーム型のロックアイラ
ンド。そのロックアイラン
ド群をボートで駆け抜け
る爽快感は最高。きれい
な海や豊かな自然をボー

トから観賞した後は、たどり着いた島でシュノーケル
などを楽しみます。お昼は、パラオ人特製のバーベ
キューランチを堪能し、午後からはサンゴや熱帯魚
観察が楽しめるシュノーケルポイントへ立ち寄ります。
ゆったりとした贅沢な 1 日をお過ごしください。

ロックアイランド BBQ＆シュノーケルツアー
BBQ In Rock Island & Snorkel Tour

主催：ロックアイランドツアーカンパニー

体験ダイビング
Introductory Diving

ファンダイビング
Fun Diving

主催：ダイビング各社

ブルーマーリン/スプラッシュ/オアシス/クルーズコントロール /デイドリーム
大人 1名様より毎日催行
2ダイブ：$120～ $140 （10歳以上参加可）
乗船のみ：$55～ $85 　
※別途料金：ロックアイランド許可証、または、ジェリーフィッシュ許可証
P.2 参照　　　　7時間（8:15 ～ 15:30 頃）
ランチ　　　　　ソフトドリンクまたはお茶　　　送迎付き

● お客様へのご案内：

※ダイビング器材一式別途有料

主催：ダイビング各社

大人2名様より毎日催行
大人$90　小人$55 （３～11歳）　2歳以下無料
※別途料金：ロックアイランド許可証、または、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）
バーベキュー　　　ソフトドリンク　　　
送迎付き、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：

Long Beach & Milky Way Tour

① 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。

＜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。＞

大人2名様より毎日催行
大人$95　小人$55 （３～11歳）
※別途料金：ロックアイランド許可証、または、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
送迎付き、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歳以下の方は参加不可。
　

ブルーマーリン/スプラッシュ/オアシス/クルーズコントロール /デイドリーム
大人 1名様より毎日催行（ショップにより異なる）
$130～ $140 （10歳以上参加可）　　　P.2 参照
※別途料金：ロックアイランド許可証、または、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
送迎付き、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：

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！！
※オアシス社は、近場でのボート体験ダイビングとなります。

大人2名様より毎日催行
大人$100　小人$80 （３～11歳）　2歳以下無料
※別途料金：ロックアイランド許可証、または、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）
日替わり弁当　　　 ソフトドリンク
送迎付き、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：

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。

※写真はイメージのため、天候や海況によって異なります。 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。 0403 海のツアー 海のツアー
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