シンガポール・エクスプローラー・パス ガイドブック

http://www.sia-holidays.jp

2-Day
パス

3-Day
パス

1-Day
パス

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。

●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。

●ガイドブックに記載されたアトラクションや内容は2018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。

●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。

●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シンガポール航空ホリデーカウンターで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)

●このカード利用に際し、アトラクション施設によってはシンガポール航空もしくは、シルクエアーの搭乗券（ボーディングパス）の半券の提示を求められ
る場合がございますので、身分証明書等と共に携行をお願いいたします。

●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)。

SIA ホップ - オン バス

シンガポール動物園

シンガポール フライヤー

Singapore Zoo

SIA Hop- on Bus

●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。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

Gardens by the Bay

Singapore Flyer

ウエブサイト

www.siahopon.com

ウエブサイト

www.zoo.com.sg

ウエブサイト

www.singaporeflyer.com

ウエブサイト

www.gardensbythebay.com.sg

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。

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。

アクセス

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

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 入場料無料（トラムは含みません）

ご利用頂ける入場券/アトラクション

乗車料無料(１周)

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

80 Mandai Lake Road, Singapore 729826

住所

30 Raffles Avenue, Singapore 039803

住所

18 Marina Gardens Drive, Singapore 018953

営業時間

8:30am～18:00pm (最終入場17:00pm) 年中無休

営業時間

08:30am～22:30pm (最終入場21:00pm) 年中無休

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

チケット交換場所

トラベル トレード コンシアージ

チケット交換場所

トラベルエージェントカウンター

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

09:00am～19:10pm 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。

ナショナル・オーキッド・ガーデン

National Orchid Garden

1番または2番

シンガポール・ケーブルカー

リバー サファリ

Singapore Cable Car

River Safari

シンガポール リバー ボート

Singapore River Cruise

NEW

ウエブサイト

www.sbg.org.sg

アクセス

[MRT]Botanic Gardens駅A出口(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。

ウエブサイト

www.onefabergroup.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。

ウエブサイト

www.riversafari.com.sg

ウエブサイト

www.rivercruise.com.sg

アクセス

[MRT/BUS]Choa Chu Kang駅C出口(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。

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 入場料無料

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）

ご利用頂ける入場券/アトラクション 入場料無料

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

住所

住所

80 Mandai Lake Road, Singapore 729826

住所

Blk 3E River Valley Road Singapore 179024

営業時間

09:00am～22:30pm (最終乗船21:30pm) 年中無休

チケット交換場所

クラークキー波止場内チケッティングカウンター (逆バンジーアトラクション横)
※その他の発着場の場所は英文オリジナル版をご確認ください。

1 Cluny Road Singapore, 259569

109 Mount Faber Road, Singapore 099203

営業時間

8:30am～19:00pm (最終入場18:00pm) 年中無休

営業時間

8:45am～22:00pm (最終搭乗21:00pm) 年中無休

営業時間

10:00am～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

チケット交換場所

チケッティング カウンター

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

メガ・クライム@ アドベンチャー

アドベンチャーコーブ・ウォーターパーク

アジア文明博物館

Asian Civilisations Museum

MegaClimb @ Mega Adventure

Adventure Cove Waterpark™

NEW

NEW

NEW

サイエンス・センター・シンガポール

Science Centre Singapore

NEW

ウエブサイト

www.acm.org.sg

ウエブサイト

www.rwsentosa.com/en/attractions/adventure-cove-waterpark

ウエブサイト

www.sg.megaadventure.com

ウエブサイト

www.science.edu.sg

アクセス

[MRT]Raffles Place駅H出口(イーストウェストライン＆ノースサウスライン)
下車。

アクセス

アクセス

[MRT]Jurong East駅A出口(イーストウェストライン＆ノースサウスライン)
下車。徒歩約10分。

入場料無料（常設展のみ）

[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。

アクセス

ご利用頂ける入場券/アトラクション

[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。

1 Empress Place, Singapore 179555

ご利用頂ける入場券/アトラクション

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 ※セントーサ島入場料は含まれません。
（身長・体重に制限あり。詳細は英文オリジナル版を参照ください。）

入場料無料＋オムニシアターでの映像1本鑑賞＋バタフライアップクローズ入場

住所

入場料無料
※4歳以上のお子様から入場可能。

ご利用頂ける入場券/アトラクション
住所

15 Science Centre Road, Singapore 609081

営業時間

土曜日～木曜日10:00am～19:00pm (最終入場18:00pm)
金曜日10:00am～21:00pm (最終入場20:00pm)

住所

8 Sentosa Gateway, Singapore 098269

住所

10A Siloso Beach Walk, Singapore 099008

営業時間

10:00am～18:00pm (最終入場17:00pm)

営業時間

11:00am～19:00pm (最終入場18:00pm) 年中無休

営業時間

10:00am～18:00pm(最終入場17:00)  
月曜日閉館（但し月曜日が祝日& シンガポール学校休日の場合は開館）

チケット交換場所

1階ロビー サービスカウンター

チケット交換場所

ゲストサービス カウンター

チケット交換場所

シロソビーチウォークまたはインビアヒルロードチケットカウンター

チケット交換場所

ビジターサービス センター

※セントーサ島入場料は含まれません。

ナショナル ギャラリー シンガポール

プラナカン 博 物 館

Peranakan Museum

シンガポール国 立 博 物 館

National Gallery Singapore

ザ・オリジナル・シンガポール・ウォーク

The Original Singapore Walks®

National Museum of Singapore

NEW

ウエブサイト

www.peranakanmuseum.org.sg

ウエブサイト

www.nationalgallery.sg

アクセス

[MRT]City Hall駅B出口/Bras Basah駅B出口(イーストウェストライン＆
サークルライン)の何れかの駅下車。

アクセス

[MRT]City Hall駅B出口(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（常設展のみ）

ご利用頂ける入場券/アトラクション

入場料無料(常設展のみ)

住所

39 Armenian Street, Singapore 179941

住所

1 St. Andrew’s Road, Singapore 178957

営業時間

土曜日～木曜日10:00am～19:00pm (最終入場18:00pm)
金曜日10:00am～21:00pm (最終入場20:00pm)

営業時間

チケット交換場所

1階サービス カウンター

チケット交換場所

マレーヘリテージセンター

Malay Heritage Centre

土曜日～木曜日10:00am～19:00pm (閉館の1時間前までに入場)
金曜日10:00am～21:00pm (閉館の1時間前までに入場)
チケッティング カウンター

ウエブサイト

www.nationalmuseum.sg

アクセス

[MRT]Dhoby Ghaut駅A出口下車(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(常設展のみ)

住所
営業時間
チケット交換場所

リー コン チャン 自然史博物館

ヤクン・カヤトースト

Lee Kong Chian
Natural History Museum

Ya Kun Kaya Toast

ウエブサイト

www.journeys.com.sg/tosw
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。

93 Stamford Road, Singapore 178897

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。

10:00am～19:00pm (最終入場18:00pm)

ご利用頂ける入場券/アトラクション

7種類のツアーの中から1ツアーに無料でご参加可能

ビジターサービス カウンター

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。

バイオレット・オーン・サテーバー＆グリル（サテーセット）

Violet Oon Satay Bar & Grill

NEW

NEW

ウエブサイト

www.malayheritage.org.sg

アクセス

[MRT]Bugis駅B出口(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

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

ウエブサイト

www.yakun.com.sg

アクセス

National University of Singapore, 2 Conservatory Drive,
Singapore 117377

[MRT]313 @ Somerset Outlet：Somerset駅（ノースサウスライン）B出口
Bugis Junction Outlet：Bugis駅（イーストウェストライン＆ダウンタウンライン）C出口
ION Orchard Outlet：Orchard駅（ノースサウスライン）E出口
Suntec City Outlet：Promenade駅（ダウンタウンライン＆サークルサイン）C出口

営業時間

各店舗の営業時間は上記ホームページにてご確認ください。ご利用は閉店
1時間前までとなります。

ウエブサイト

www.violetoon.com

アクセス

[MRT]Clarke Quay駅C出口/Fort Canning駅A出口(ノースイーストライ
ン＆ダウンタウンライン)の何れかの駅下車。

ご利用頂ける入場券/アトラクション

チキンサテーセット（チキンサテー3本、蒸し餅、玉ねぎ、キュウリ、ピーナッ
ツソース）。

住所

85 Sultan Gate, Singapore 198501
火曜日～日曜日10:00am～18:00pm (最終入場17:00pm) 月曜日閉館

営業時間

10:00am～19:00pm (最終入場17:30pm)
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)

住所

3B River Valley Road #01-18, Singapore 179021

営業時間

ご利用頂ける入場券/アトラクション

カヤトーストのバターセットまたは、カヤバター蒸しパンセットから選択。

営業時間

18:00pm～24:00am (最終入場22:30pm) 年中無休

チケット交換場所

チケッティング カウンター

チケット交換場所

チケッティング カウンター

チケット交換場所

注文カウンターでカードを提示

チケット交換場所

注文時にカードを提示

オラ・ビーチクラブ

チャイナタウン ヘリテージセンター

Ola Beach Club

Chinatown Heritage Centre

セントーサ入島料 +1アトラクション（下記 12 コースより 1 コースを選択）

Island Admission +1attraction

NEW

ウエブサイト

www.olabeachclub.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beach駅下
車後、セントーサビーチ・トラムに乗り換えシロソビーチへ。

ウエブサイト

www.chinatownheritagecentre.com.sg

アクセス

[MRT]Chinatown駅 A出口(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＆BROWN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

※セントーサ島アトラクションパスへの交 換はVivo Cit y/
L e v e l - 3 ( L o b b y - 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.sentosa.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)でセントーサ島へ。

ご利用頂ける入場券/アトラクション

カヌー体験1時間

住所

46 Siloso Beach Walk, Singapore 099005

住所

48 Pagoda Street, Singapore 059207

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
※ツアーにより異なります。ホームページでご確認下さい。
営業時間

営業時間

10:00am～19:00pm (最終入場18:00pm)

営業時間

9:00am～20:00pm(最終入場19:00)  

チケット交換場所

チケット交換場所

チケッティング ブース

チケット交換場所

チケッティング カウンター

※セントーサ島入場料は含まれません。

チャイナタウン フードストリート

Chinatown Food Street

休館日：毎月第一月曜日

インディアン・ヘリテージセンター

Indian Heritage Centre

1

ビボシティセントーサエクスプレス駅構内カウンター。 セントーサ島内での交換は
①インビアルックアウト②マーライオンプラザ③ビーチステーションでも可能です。
※交換は各所クローズ30分前までとなります。

キッザニア・シンガポール（2 時間）

NEW

ウエブサイト www.kidzania.com.sg

2

マダム・タッソー＋イメージオブシンガポールライブ

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

3

NEW

www.imagesofsingaporelive.com

ドッグサイド・ガイドツアー（ソフトドリンクつき）

NEW

ウエブサイト www.tallship.com.sg

4
ウエブサイト

www.chinatownfoodstreet.com.sg

アクセス

[MRT]Chinatown駅A出口(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＆BROWN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22:15) 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

ウエブサイト

www.indianheritage.org.sg

アクセス

[MRT]Little India駅E出口(ノースイーストライン)／Rochor駅B出口(サークル
ライン)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

グッド・オールド・デイズでのお食事（セットメニュー）

NEW

6

NEW

ウェーブハウス・セントーサでのお食事（セットメニュー）

8

セグウェイ®（3 周分）

ウエブサイト www.segwaytours.com.sg

9

セントーサ４D アドベンチャーランド（入場券）

10 MOSH!（オリジナルキーホルダーまたはケーキとドリンク付き）
ウエブサイト www.mosh.com.sg

NEW

ウエブサイト www.wavehousesentosa.org

タイガー・スカイタワー（乗り放題＋記念写真撮影1枚またはタイガービール1杯またはフルーツジュース1杯）

ウエブサイト www.skytower.com.sg

バタフライパーク（お土産 1 つ進呈）

ウエブサイト www.4dadventureland.com.sg

ウエブサイト www.onefabergroup.com

5

7

ウエブサイト www.jungle.com.sg

11 スカイライン・リュージュ・セントーサ（２回）
ウエブサイト www.skylineluge.com

12 トリック アイ ミュージアム
ウエブサイト www.rwsentosa.com/language/en-US/Homepage/Attractions/TrickeyeMuseum

