
全体図

拡大エリア

カヤンゲル環礁カヤンゲル環礁

ガラスマオの滝ガラスマオの滝

ストーンモノリスストーンモノリス

マラカル島マラカル島

アラカベサン島アラカベサン島
コロール島コロール島

ガルメアウス島ガルメアウス島

ウーロン島ウーロン島

セブンティアイランド
（野生生物保護区）
セブンティアイランド
（野生生物保護区）

パラオパシフィックリゾートホテルパラオパシフィックリゾートホテル

ロイヤルリゾートホテルロイヤルリゾートホテル

ミルキーウェイミルキーウェイ

ジェリーフィッシュレイクジェリーフィッシュレイク

ロングビーチロングビーチ

ジャーマンチャンネルジャーマンチャンネル

パレイシアホテルパレイシアホテルロックアイランドツアーカンパニーロックアイランドツアーカンパニー

世界遺産登録エリア世界遺産登録エリア
ロックアイランド群とサウザンラグーンロックアイランド群とサウザンラグーン

ペリリュー島ペリリュー島

バベルダオブ島バベルダオブ島

バベルダオブ島バベルダオブ島

ロックアイランドツアーカンパニー　
ROCK ISLAND TOUR COMPANY., LTD.

〒102-0083
東京都千代田区麹町2丁目2番地 VORT 半蔵門Ⅱ ７階
Tel： 03-3262-6645
Fax： 03-3239-2939
E-mail： belau-tokyo@mtf.biglobe.ne.jp（代表）

東京事務所
P.O.BOX 1595, KOROR PALAU, 96940
Tel： 680-488-1573/5135
Fax： 680-488-1574
E-mail： ritc@palauritc.com
http://www.palauritc.com

パラオ本社

年齢区分

特記事項 ・小雨や回復の見込まれる雨天の場合はツアーを催行いたします。
・悪天候によりツアーを当日中止にする場合がございます。
・ツアー代金のお支払い方法は、USドル、トラベラーズチェック、カード（VISA、MASTER-
CARD、JCB、DINERS）でお願いいたします。

・海のツアーにご参加される場合は、ツアー代金以外の現金やパスポート等の貴重品は、お持
ちにならないようお願いいたします。

・ツアー代金のお支払いは、当日の朝にお願いいたします。
・許可証はツアー代金とは別途 USドル現金またはトラベラーズチェックにてお支払いください。
・記載内容は 2019 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。予めご了承願います。

・ツアーご参加日前日の夕方５時以降・・・ツアー代金の 50%
・ツアーご参加日当日及び無連絡・・・・・ツアー代金の 100%
・許可証関係で既に発行済のものがある場合は、全額ご負担いただきますのでご了承ください。

・大人・・・12 歳以上
・小人・・・3 歳以上 12 歳未満
　（ノースシュノーケルツアー、カヤンゲル環礁ツアーのみ：小人 6 歳以上 12 歳未満）
・幼児・・・3 歳未満

変更・取消料規定

【営業時間】 
7:30～11:30、14:00～18:00 
年中無休

【営業時間外のお問合せ】
TEL： 775-7659 

ツアーのお申込み方法

電話予約

488-1573/5135
日本語でお話しください。

その他、ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せください。

SNSやってます！
パラオやツアーに関する情報を随時発信中

palau_ritcアカウント palauritcアカウント

2019年4月版
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する遊び方する遊び方
でで

Rock Island Tour Company

送迎

許可証の種類について

①「ロックアイランド許可証」
②「ジェリーフィッシュレイク許可証」
③「フィッシング許可証」 

(6歳以上 /10日間有効)
(6歳以上 /10日間有効)
(13歳以上 /1ヶ月間有効)

ジェリーフィッシュレイクへ行くご予定のある方は、上記②の「ジェリーフィッシュレイク許可証」をご購入ください。
上記①の許可証をご購入後、ジェリーフィッシュレイクへ行かれる場合、新たに②の許可証をご購入いただくことになります。NOTE

海へ行くツアーには各種許可証が必要です。お持ちでない方は予約時にお申し出ください。なお、各種許可証はツアー
代金に含まれておりませんので、別途現金でお支払いください。

$50   /人
$100 /人
$20   /人

シュノーケル
(マスク・フィン・ライフジャケット一式) 釣具一式

催行日最少催行人数

許可証・観光税の要否（ツアーによって種類・金額が異なります。） ※詳細は下記、「許可証の種類について」をご覧ください。

食事
(特記がない限り、日替わり弁当) 飲み物

【ツアー代金に含まれる内容】

【お客様へのご案内】

海のツアー ツアー代金 所要時間陸のツアー

観光水着着用 お土産店あり軽装OK

記号凡例記号凡例



(レストラン)(レストラン)

(軽食)
(お水1本、お茶)

(ビュッフェ)
(アルコール、
 ソフトドリンク)

(レストラン)

(BBQ)(BBQ)フィッシング&BBQツアー

大人 $95 / 小人 $55

カヤック＆シュノーケルツアー

半日カヤック（午前） / 半日シュノーケルツアー（午後）
1日1組限定！贅沢ボートチャーター

月・水・金・日曜日大人 $145 / 小人 $85

奇跡の楽園！ノースシュノーケルツアー

別途ゲルべラス島入島料（現金$10/人）

火・木・土曜日大人 $175 / 小人 $105

コロールから北へ約90km、パラオ最後の楽園といわれるカヤンゲル環礁へ。
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
べラス島ビーチの絶景、素朴なカヤンゲル島散策をお楽しみ頂けます。
※5歳以下、妊婦の方は参加不可。  　　※着替え持参※
※海況などにより、安全上の理由でツアー内容の変更や中止になる場合がございます。

最後の秘境！カヤンゲル環礁ツアー

サンセットディナークルーズ

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ビーチのあるウーロン島に上陸し、釣った魚の
お刺身と、お肉・野菜のBBQをお楽しみ頂きます。シュノーケルポイントへも
立ち寄り、パラオならではのアイランドスタイルの休日を満喫できます。
※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もございます。

ナイトカヤックツアー

コロール島半日ツアー

SUP&シュノーケルツアー

桟橋からカヤックに乗り込み、ロックアイランドを漕ぎ進みます。夜の静寂の中、昼間
とは少し違った雰囲気でカヤックとシュノーケルで水中からの夜光虫観察をお楽し
み頂けます。※予約時に軽食（スパゲティーもしくはサンドイッチ）をお選びください。
※2歳以下、妊婦の方は参加不可。
※天候および海況によりツアー中止となる場合がございます。

SUP（スタンドアップパドルボード）に乗り、パラオの美しい海の上をのんびり散
歩しましょう。午後にはシュノーケルで色とりどりの熱帯魚をご覧頂けます。 
※11歳以下、妊婦の方は参加不可。

アクティビティに参加したいけど半日はのんびりしたいという方にお勧めの気軽
に参加できるツアーです。昼食は海の見えるレストランへご案内いたします。
※半日カヤックツアー：2歳以下の方は参加不可。

カヤックを漕いで、ワクワクいっぱいの冒険に出かけましょう。パラオの大自然
を巡りながら、ガイドが動植物やパラオの歴史などを分り易く説明いたしま
す。午後は、シュノーケルポイントで熱帯魚や珊瑚をご覧頂けます。
※2歳以下の方は参加不可。

家族や仲間だけでパラオの海を思いっきり楽しみたい方にお勧め。お客様の
ご要望をお伺いし、最高の思い出づくりをお手伝いします！
※別途料金で各種釣道具（ハンドライン、ボトムフィッシング、トローリング）、BBQランチ
　などの追加オプションもご予約いただけます。
※他ツアーのご予約状況によってはお受けできない日もございます。

パラオの夜をクルージングでロマンティックに過ごしませんか。大切な人や
仲間と一緒にパノラマに広がる海を見ながら乾杯。ロックアイランドの入り江で
停泊し、波音をBGMに船上で特製ディナーをお楽しみください。
※天候および海況によりツアー中止となる場合がございます。
※天候によって、夕日・星空が見えない場合がございます。

伝統的な建造物「アバイ」の模型や石貨などを展示している博物館、生きたオウ
ム貝が観察できる水族館、オリジナルグッズのおみやげ店やWCTCショッピング
センターへ立ち寄ります。パラオの歴史、文化や街の様子を覗いてみませんか。
※突然の休館によりルートが変更になる場合や、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。

バベルダオブ島の北端へ、自然保護区エリアで手つかずのサンゴ、人馴れし
ていない魚たちとのシュノーケルをたっぷり心ゆくまでお楽しみ頂けます。パ
ラオ最大のロングビーチを貸切で楽しむ、プライベート感満載のツアーです。
※5歳以下、妊婦の方は参加不可。          ※着替え持参※
※海況などにより、安全上の理由でツアー内容の変更や中止になる場合がございます。
※ロングビーチは潮位により水面に現れない場合がございます。

(BBQ)

要ロックアイランドもしくはジェリーフィッシュレイク許可証

毎日催行大人２名～約７時間

約4時間

毎日催行

大人２名～

3歳以上＄250 ～/人

要ロックアイランド/ジェリーフィッシュレイク/フィッシング許可証（ツアー内容による）

毎日催行
大人2名～（最大4名まで）
※それ以上は応相談

約7時間
(9:00-16:00)

大人 $50 / 小人 $35 [施設入場料込] 大人２名～約3時間（午前）

日曜・パラオ祝日を除き毎日催行

大人 $120 / 小人 $85

要ロックアイランドもしくはジェリーフィッシュレイク許可証＋フィッシング許可証

毎日催行大人２名～約7.5時間

大人 $55 / 小人 $30 

要ロックアイランドもしくはジェリーフィッシュレイク許可証

毎日催行大人２名～約3時間

大人２名～約８時間

大人２名～約９時間

大人 $90 / 小人 $50

要ロックアイランドもしくはジェリーフィッシュレイク許可証

大人２名～約3時間 月・水・金・日曜日

大人$75/小人$50

要ロックアイランドもしくはジェリーフィッシュレイク許可証

要ロックアイランドもしくはジェリーフィッシュレイク許可証

半日SUPツアー

約3時間(午前)
【ランチ付は4時間】

SUP（スタンドアップパドル）に乗り、パラオの美しい海の上をのんびり散歩しま
しょう。短時間でパラオの大自然を満喫したい方に嬉しい、約３時間のコース! 
　※11歳以下、妊婦の方は参加不可。

大人$65
【追加$10でランチ付に変更可】

毎日催行

大人２名～

要ロックアイランドもしくはジェリーフィッシュレイク許可証

半日のツアー半日のツアー

夜のツアー夜のツアー陸のツアー陸のツアー

パラオの3大人気スポット「ミルキーウェイ、ジェリーフィッシュレイク、ロング
ビーチ」を1日で回りたい方にお勧めです。移動中はロックアイランドの間をク
ルージング！美しい珊瑚礁でのシュノーケルも楽しめる大満足のツアーです。
※2歳以下、妊婦の方は参加不可
※ロングビーチは潮位により水面に現れない場合がございます。

スペシャルロックアイランドツアー

要ジェリーフィッシュレイク許可証

毎日催行大人 $140 / 小人 $85 大人２名～約７時間

海のツアー海のツアー 海のツアー海のツアー

(サンドイッチ)

6歳以上、別途観光税（現金$15/人）

ペリリュー島戦跡ツアー

大人 $100 / 小人 $60 
[滝、遺跡入場料込]

パラオ最大の島バベルダオブ島の名所をドライブして回る陸の人気ツアー！マイナス
イオンたっぷりの滝でトレッキングや川遊び、さらに最北端にある謎の遺跡、ストーン
モノリスも観光。高台から望む海のグラデーションは絶好の写真ポイントです！
※２歳以下、妊婦の方は参加不可。
※道が滑りやすいため、かかとが固定される、濡れてもよい履物でご参加ください。
※ジップライン、モノレールの利用は含まれません。また、ツアー中のご利用もご遠慮頂いております。

ガラスマオの滝&ストーンモノリスツアー

コロール島からスピードボートでロックアイランド群を抜け約1時間15分。
到着後は車で島内の各所にある慰霊碑、戦車、大砲、司令部、洞窟などの
戦跡観光スポットを回ります。
※足場の悪い場所がございますので、歩きやすい履物でご参加ください。

毎日催行大人２名～約7時間

大人 $120 / 小人 $72 毎日催行大人3名～約7.5時間

乳白色のミルキーウェイで全身くまなく泥パックし、美白美肌効果をお試しく
ださい。泥パックをしたら、記念撮影も忘れずに！また、コバルトブルーに囲ま
れたロングビーチの風景、シュノーケル（2ヵ所）もお楽しみください。
※ロングビーチは潮位により水面に現れない場合がございます。

ロングビーチ&ミルキーウェイツアー

要ロックアイランドもしくはジェリーフィッシュレイク許可証

毎日催行大人 $100 / 小人 $80 大人２名～約７時間

毎日催行大人 $95 大人２名～約７時間


