カヤック＆ロックアイランドツアー 送迎付

ジェリーフィッシュレイクツアー

主催：インパックツアーズ

カヤックでしか行けないコースをゆっくりと
低 い 目 線 で 楽しみます。安 定 度 の 高 い カ
ヤックを使用し、ガイドが丁寧に指導、ご案
内します。ミルキーウェイやスノーケリング
も楽しんでいただける魅力満載ツアーです。
大人 $90

小人 $50

所要7.5時間

半日カヤックツアー

送迎付

シングル$70〜 ダブル$140〜

所要3.5時間

キャスティングツアー

送迎付

大人 $90

小人 $50

送迎付

シングル$95〜 ダブル$165〜 所要5〜8時間

貸切 $700〜
釣り具レンタル 1セット $80

所要7時間

貸切 $700〜

イルカとふれ合いツアー

送迎代 往復

AM/PM $ 30
AM/PM $ 90
PM $110

オフロードジャングルツアー

送迎付

大人 $135 小人 $87
（入島税が含まれます）

SUP（スタンドアップパドルボート）ツアー

送迎付

１日コース＄125

参加可能年齢１３歳以上、ツアーによっては催行日指定がございます。

送迎付

弁当飲み物付
所要7時間

トローリングツアー

送迎付

主催：インパックツアーズ

送迎付

主催：インパックツアーズ

水に濡れずに海の中を覗いてみたい、そん
な方にピッタリのツアーです。外の景色も楽
しみながら、船底3mの円形グラスの下に、
色とりどりのサンゴや魚がご覧いただけま
す。
大人 $65

小人 $40

所要2.5時間

コロール島内観光ツアー

送迎付

主催：インパックツアーズ

コロール島内の博物館、水族館、主要観光
ポイント、ショッピングへ、日本語ガイドがご
案内いたします。催行日：月・水・金・土曜日
大人 $65

小人 $40

所要5.5時間

フィッシングツアー

送迎付

主催：インパックツアーズ

パラオの海は魚影がとても濃く、
トローリング
のヒット率が高い海です。 パラオ人船長と
ボートで外洋のリーフを流します。狙うはサ
ワラ、バラクーダ、キハダマグロなど。

その日の海況で最適な場所にベテラン船長
がご案内いたします。バベルダオブ島最北
端の漁場も攻めるパラオ初の簡単竿釣りツ
アーです。釣り上げた魚は昼食時にお刺身
やBBQなどでお召し上がりいただけます。

貸切 $700〜

大人 $145

所要7時間

気ままにボートチャーター

主催：PALAU SUP

SUPは、大きなサーフボードと水をかくパドルとを
組み合わせて行うマリンスポーツです。透明度の
高いパラオの海でゆったり、のんびり、フラットな
水面を漕いで進む爽快感をぜひ味わってみてくだ
（ご家族でお申込みの場合は別途相談ください）
さい。

体験ダイビングツアー

グラスボート遊覧ツアー

主催：インパックツアーズ/RITC

所要7時間

半日コース＄70〜

所要4時間

第二次世界大戦で激戦地となったペリリュー
島を訪れます。美しい自然の中に、今もなお
当時のまま残される戦車や大砲を見ることが
出来ます。催行日：水・金・日曜日

送迎付

主催：インパックツアーズ

クロースエンカウンター
ドルフィンシンフォニー
ドルフィンフリーダイブ

小人 $40

ペリリュー島歴史探策ツアー 送迎付

ディープボトムフィッシングツアー

深海100〜150mに生息している魚を狙いま
す。電動リールを使用しますので、初心者の方
でもお気軽にご参加いただけます。

世界一の広さを持つイルカ施設でイルカと
ふれ合います。 追加にてイルカと泳ぐ下記
プログラムにもご参加いただけます。

大人 $60

主催：ワンダフルワールドパラオ

1日シーカヤックで遊びたい！という方にお
すすめなツアーです。コースは3つ、日本統
治時代所縁の場所を巡るアイライコース、洞
窟探検のパラオ松島コース、ガラロン州の
無人島を訪れるガラロンコース。

主催：インパックツアーズ

主催：ドルフィンズ・パシフィック

パラオ最大の滝を訪れる冒険気分満点の
ツアーです。滝の入口から一緒にジャングルや
尾根を歩き、川を渡り、寄り道しながら大自然
に触れる片道約40分のトレッキングです。

所要7時間

１日カヤックツアー

送迎付

主催：インパックツアーズ

主催：インパックツアーズ

疑似餌を使って狙う本格的な釣りです。
体力的にもハードなスポーツですし、必ず釣
れるものではありませんが、格闘の末に釣り
上げた時の達成感は何とも言えません。

＄10〜20/人

半日ガラツマオの滝トレッキングツアー

世界でも珍しい無毒のクラゲが生息する汽
水湖で、スノーケルとライフジャケットを使
用し無 数 のクラゲと一 緒 に泳ぎます。ミル
キーウェイやスノーケリングもお楽しみいた
だけます。

主催：ワンダフルワールドパラオ

半日でパラオの海を楽しめるカヤックツアー
です。コースは2つ、パラオ松島と呼ばれる穏
やかな入り江を楽しめるカヤック＆スノーケ
ルコース、さらにエメラルドケイヴ（洞窟）に
訪れるカヤック＆洞窟探検コース。

送迎付

送迎付

小人 $85

ナイトフィッシングツアー

主催：インパックツアーズ

気ままに行きたい場所だけを訪れたい方、
ご
家族やグループ様におすすめ。そんなわがま
まをかなえてくれるのがボートチャーターで
す。日本人ガイドのアレンジも可能。
所要7時間
$600〜
ボートのサイズにより、
大人
$100 小人 $55 お値段が変わります。
所要5時間

セスナ機遊覧飛行ツアー 送迎付

所要7時間

送迎付

主催：インパックツアーズ

夕方6時。 船に乗り、釣り道具を持って夜の
海に繰り出します。天候に恵まれれば、サン
セットや満天の星空を眺めることが出来ま
す。 釣り上げた魚はレストランにて調理可
能。催行日：月・水・金・土曜日
大人 $70

小人 $45

パラオ自然塾

所要3時間

送迎代 往復

＄10〜20/人

主催：Fish 'n Fins

主催：各ダイブショップ

主催：Smile Air Inc.

主催：ドルフィンズ・パシフィック

四輪駆動で未開のジャングルやぬかるんだ道
を走破する、他では体験できない探険ツアー
です。21歳以上で日本の免許をお持ちの方は
運転可能。11才以下のお子様は半額です。

熟練日本人インストラクターが、魅惑の水中
世界へエスコートしてくれます。

3名乗りセスナ機に乗り込み、南海の宝石と呼
ばれるパラオを空から眺めるツアーです。
ご
希望時間をご指定下さい。※要パスポート

パラオの大自然に触れて、
ご家族で楽しみな
がら学べるエコツアーです。
イルカとのふれあい、サンゴの増殖活動にも
ご参加していただきます。

半日 $160
1 日 $190

所要4時間
所要7時間

早朝ボート
無人島ビーチ

1タンク $ 80
2タンク $130

所要2時間
所要7時間

早朝ビーチ＆外洋ボート
2タンク ＄180 / 3タンク ＄249 所要9時間

25分コース
40分コース
55分コース

$140
$190
$260

コロール周辺+ミルキーウェイ
セブンティアイランド+ブルーコーナー
セブンティアイランド+ペリリュー島

大人 $100
小人 $50（6歳以上12歳未満）

所要7時間

ツアー代金とは別に、海へ出るツアーにはロックアイランド許可証$50、クラゲの湖に行くツアーにはジェリーフィッシュ許可証$100（6歳未満不要）
が必要です。釣りのツアーには釣り許可証$20（13歳未満不要）が必要です。許可証不要のお子様は年齢証明書が必要です。
〇変更・キャンセル
ツアー前日の夕方5時〜9時のキャンセルは50％、それ以降は100％のキャンセル料がかか
ります。ドルフィンズパシフィックは1ヶ月前よりキャンセル料が発生します。
〇雨天・荒天時
ツアーは雨天決行です。荒天時にはツアーを中止することがあります。
〇年齢区分（インパックツアーズ主催ツアー）
大人：13歳以上 子供：3歳以上13歳未満、幼児無料

〇支払い条件
現地払いの場合、許可証は現金もしくはトラベラーズチェック。
ツアー代金はクレジットカードがご利用いただけます。

イ ン パ ッ ク ツ ア ーズ
www.palau-impac.com

インパック東 京 支 店

〒104- 0033 東京都中央区新川2-3-4 新川田所ビル202

TEL：
（03）6222-8870

FAX：
（03）6222-8871

E-mail：tokyo@impactours.net

