
有効期限 2014年3月31日 

シンガポール発 

シンガポール支店 有効期限 2017年3月31日 

ザ エンパイア ブルネイ (諸税の目安S$140)  
諸税は変動する可能性がございます。ご予約時に再度ご確認下さい。 

日付 スケジュール 食事 

1 
◆BI422便◆シンガポール 12:10発 – バンダルスリブガワン14:15着 
着後、現地係員がホテルへご案内します。 その後、自由行動                           

2 終日自由行動 : オプショナルツアーでお楽しみ下さい。 朝 

3 
出発まで自由行動 空港まで送迎  
◆BI423便◆バンダルスリブガワン18:30発 – シンガポール20:35着 

朝 

ザ エンパイア ブルネイは、ブルネイ空港から車で15分のボルネオの熱帯雨林に隣接した、アジアを代表するゴル
フ場やスパを併設するリゾートです。当ホテルでは、お客様のあらゆるニーズにお応えできる設備・サービスを
完備しています。ゴルフ場では、ジャック・ニクラウス・シグネチャー・ゴルフコースを所有、水上アクティビ
ティもお楽しみいただけます。1500名収容可能なグランドホールをはじめとする各種会議・宴会スペースがあり、
レストラン・バーでは、屋外テラスでのシーフードバーベキュー・ディナーや多国籍料理、ローカルフードをご
堪能ください。518の客室は大理石のバスルームを始め、広々とした造りと優雅なインテリアで飾られており、ま
さに楽園の空間となっております。またお子様連れでのご滞在の際は、思い出に残る楽しいひと時をお届けする
キッズクラブをご利用ください。  

HISシンガポール支店 有効期限 01APR2020～29MAR2021 

100 Tras St #03-16/17/18 100AM Singapore 079027 
【最寄駅】タンジョンパガ－駅 （ショッピングモ－ル100AM の3階） 

シンガポール支店  6224-1512 



どんなことが出来るの？ 

どんなところ？ 

シンガポールから約2時間、ボルネオ島に位置する「ブルネイ」は、ブルネイ・ダルサ
ラームという正式名称で「永遠に平和な国」という意味の素敵な名前の国です。  
世界最大規模の水上集落（カンポンアイール）、旧モスク（サー･ハジ･オマール・ア
リ・サイフディン・モスク）、新モスク（ジャメ･アサール・ハニサル・ボルキア・モ
スク）や王室などの豪華絢爛な観光スポットが必見！  
 
シンガポールとの時差 
+/-0（時差無し） 
 
通貨 
ブルネイドル（シンガポールドルと等価に固定されています） 
 
気候 
熱帯雨林気候となり、年間を通して雨が多いため、傘やレインコートをお持ちいただく
ことをおすすめいたします。 
 
注意事項 
●持ち物について● 
ブルネイはイスラム教文化です。肌を露出させた服装は好まれませんのでご注意下さい。 
また、ブルネイ国内でのタバコ、アルコールの販売は禁止されておりますが、旅行者
（非イスラム教徒）の持ち込みは可能（空港の税関にて申告が必要）。 
 
●ラマダンについて● 
ブルネイの法律によりラマダン期間中の断食の時間帯（日の出~日の入り）は他宗教の
方も公共の場での飲食（ガムやたばこも含む）が禁止となります。 
レストランも閉業しているところが多く、通常通り営業している場合も、お持ち帰りの
みのサービスとなっておりますので、お食事はホテルの客室でお召し上がりいただきま
す。 
 
2020年ラマダン期間：4月23日~5月23日（数日前後する可能性もございます） 



ホテル紹介 

SUPERIOR  ROOM  
サイズ：60sqm 
ガーデンビュー、またはゴルフコースビューの大理石をふんだんに
使ったバスルーム付きの広々としたお部屋です。 

OCEAN ROOM 
サイズ：60sqm 
SEA VIEW WINGに位置しているOCEAN ROOM。お部屋からの眺
めは他カテゴリーよりもおすすめ‼ 

DELUXE ROOM 
サイズ：60sqm 
南シナ海に面したATRIUM WINGに位置し、5年前にリノベーショ
ンが入っているDELUXE ROOMは、SUPERIOR ROOMやOCEAN 
ROOMよりもさらに落ち着いた造り。本館にあるため、レストラン
等への移動も楽です。 

●お食事● 
ATRIUM CAFÉ: メインレストラン 
SPAGHETTINI: イタリアン 
PANTAI: シーフード 
ZEN: 鉄板焼き 
LI GONG: 中華 
LOBBY LOUNGE: ラウンジ 
 

●客室● 
 

●設備● 
プール（5つ）、スパ、ゴルフ、ジム、ボーリング、
映画館、バドミントン、バスケットボール、ビリ
ヤード、カヤック、卓球、テニス、スタンドアップ
パドル、キッズクラブ 



021-579-52052 
website: www.his-jkt.com/ 

含まれているもの ロイヤルブルネイ航空往復航空券 ホテル2泊 朝食 往復送迎 日本語ガイド 

含まれないもの 燃油サーチャージ・空港税 約S$160.00  

注意事項 
木曜日・金曜日は非イスラム教徒のモスク内部入場ができません。外観より見学になります。 
現地祝日にあたる場合、観光箇所が閉館なるとがございます。また、金曜日12時から14時の間は集団礼拝
のため、すべての施設が一旦閉鎖いたします。 

取消料 
 

ご予約後、航空券の発券期日までにご予約金の入金が必要となります。 
ご入金後は、ご予約金の返金不可はできかねます。 
出発の31日前から100％のお取消料が発生致します。 
ピークシーズンは異なる場合もございます。 

【市内一日観光】    09:00 – 15:30 日本語ガイド：大人S$140 子供S$80   
車中から旧国会議事堂、旧セレモニー場、旧モスクを見学し、朝市、マレーテクノロジー博物館、ブルネイ博
物館、第５代国王陵を下車見学します。 昼食後、王室資料館、王宮、新モスクを見学し、水上タクシーで水上
集落を訪問、お茶とお菓子をいただきます。木曜日・金曜日 非 スラム教 、モスク内部 入場が きません 外観

より 学 なりま 。モスク内・ブ ネ 博物館・王室資料館内 お写真撮影禁止となりま す。CODE:B-04 

【マングローブツアー】  08:00-10:00 / 15:30-18:00 
日本語ガイド：大人S$90 子供S$50   
バンダールの中心部からボートで出発し、水上集落を走り抜けていきます。 生い茂ったマングローブとニッパ
ヤシの沼地をボートで抜けて行くと、まるでアマゾン川サファリをしているような気分になります。 運がよけ
れば、テングザル（ボルネオ島にしか見られない）を見ることができるでしょう。ボート乗り場へもどる前に

水上集落へ立ち寄り民家にてお茶と お菓子を頂きます。                     CODE:B-09 

【テンブロン国立公園 日帰りツアー】   07:30 – 16:00  
日本語ガイド：大人S$210 子供S$ 130                                                               CODE:B-16 
ボルネオの荘厳な手つかずの原始熱帯雨林を体験できるツアー。市内よりウォータータクシーでブルネイ川を
抜けて移動。モーニングティーの後、伝統的なロングボートにのり、上流へ。 木道とジャングルトレイルのト
レッキング後、 高さが65ｍあるキャノピーウォークに登って壮大な熱帯雨林をご覧ください。 
川遊びもできますので、水着の持参をおすすめします。 

エンパイアホテル＆カントリークラブ 

宿泊期間：01APR2019～31MAR2020泊まで (※旧正月期間24～30JAN2020は除く) 

2泊3日ツアー代金 (1名様あたり) 延泊代金 (1名様あたり) 

お部屋 
Category 

1名1室 
SGL 

2名1室 
TWN/DBL 

大人3人目 

子供 
1名1室 
SGL 

2名1室 
TWN/D

BL 

大人3人目 
& 

子供 
ベッド有 

子供 
添い寝 ベッド有 

W/BED 
添い寝 
N/BED 

SUPERIOR 

DELUXE 

DELUXE 
E-CLUB 

EXECUTIVE 
SUITE 

※子供代金は、大人の方2名様と同一行程での参加の場合にのみ適用となります。 
※旧正月期間(2020年1月24日～30日)に宿泊の場合は、1泊1室につき別途S$200.00追加代金が掛かります。 
ゴルフバッグをお持ちのお客様は別途追加代金が掛かる場合がございますので、ご予約時にお申し出ください。 

website: www.his-travel.com 

※オプショナルツアーを1名様でご参加の場合は別途追加代金が必要です。ご予約時にご確認下さい。 

おすすめオプショナルツアー  

●半日市内観光● 
主な観光名所をカバー‼ 
車中から旧国会議事堂、旧セレモニー場、旧モスク(サー･ハ
ジ･オマール・アリ・サイフディン・モスク)を見学し、ブルネ
イ博物館、ロイヤル・レガリア・センター(王室資料館)、新モ
スクを回ります。 
 
◇注意事項◇ 
木曜日・金曜日は、非イスラム教徒はモスク内部への入場が出来ませんので、
外観より見学となります。 
モスク内、ブルネイ博物館内、王宮資料館内での写真撮影は禁止となります。 

半日市内観光（水上集落なし）CODE: B01 
大人：SGD70 
子供：SGD40 
 
0900~1200 / 1400~1700 

半日市内観光＋水上集落 CODE: B02 
大人：SGD80 
子供：SGD50 
 
0900 ~ 1230 / 1330 ~ 1700  

●マングローブリバーサファリ● 
マングローブとニッパヤシの沼地をボートで抜けていくと、
まるでアマゾン川をサファリしているような気分に。運が良
ければ、ボルネオ島のみに生息をしているテングザルを見れ
るかも‼ 
 
大人：SGD90 
子供：SGD50 
 
0800 ~ 1000 / 1600 ~ 1800  
 
(CODE: B09) 

●テンブロン・エクスペリエンス● 
手つかずの自然が残されているテンブロン国立公園。行って
みたいけど、ハードなスケジュールはちょっと…という方に
おすすめ‼限られた時間の中で、伝統・文化を体験できるツ
アーです。 
 
大人：SGD190 
子供：SGD110 
 
0900 ~ 1600  
 
(CODE: B20) 

THE EMPIRE BRUNEI 

お部屋タイプ 宿泊日 

2泊3日ツアー代金（1名様あたり） 延泊代金（1名様あたり） 

大人 子供 大人 子供 

1名1室 2名1室 
ベッド 
有 

ベッド 
無 

1名1室 2名1室 
ベッド 
有 

ベッド 
無 

SUPERIOR 
ROOM  
(2A2C) 

下記以外 1240 890 610 440 380 210 120 30 

30DEC-02JAN 
04FEB-20FEB 

お見積もりベース 

OCEAN 
ROOM 
(2A2C) 

下記以外 1350 960 620 450 420 230 120 30 

30DEC-02JAN 
04FEB-20FEB 

お見積もりベース 

DELUXE 
ROOM 
(2A2C) 

下記以外 1440 1010 630 460 460 250 120 30 

30DEC-02JAN 
04FEB-20FEB 

お見積もりベース 

100 Tras St #03-16/17/18 100AM Singapore 079027 
【最寄駅】タンジョンパガ－駅 （ショッピングモ－ル100AM の3階） 

シンガポール支店  6224-1512 


