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 特別割引 

到着から 1 カ月以内のシンガポール航空またはシルクエ

アーの搭乗券の提示で、観光スポットや、ショッピング

モール、レストラン等で特別割引が得られる。また、当

日の搭乗券を提示すると、シンガポール･チャンギ国際空

港の店舗でも割引を得られる。 

でシンガポール観光 

オーディオガイド（日本語あり）で、通る

ところそれぞれの観光案内を聞きながら

周るオープン観光バス。路線は、赤、黄、

青、茶、の 4つある。 

チケットは、初乗車時に運転手から直接購

入。この際にシンガポール航空の搭乗券を

提示すると、なんと半額になる！ 

★路線地図は 

Sia hop-on bus のウェブサイト 
（http://www.siahopon.com/route-map/） 

で確認可能！ 

★割引適用場所の詳細は、シンガポール航空のウェブサイト（http://www.singaporeair.com）で確認可能！ 

赤路線：始発９時半 最終 17 時 約 20 分間隔 
ガーデンバイザベイ/リトルインディア/アラブ街/チャイナタウン 等 

黄路線：始発 8 時半 最終 18 時 約 15-20 分間隔 
マリーナパーク/ボタニックガーデン/オーチャード 等 

青路線：始発 9 時 10分 最終 17時半 約 20-45分間隔 
リトルインディア/アラブ街/シンガポール国立博物館 等 

茶路線：始発 9 時 最終 17 時 20分 約 30-60分間隔 
    マリーナベイ/チャイナタウン/シンガポールフライヤー 等 

大人料金  

39S$ → 19.5S$ 

子供料金  

29S$ → 14.5S$ 

シンガポール航空の搭乗券で 

＊「旅行の計画」にマウスポインタをかざし、ご利用特典の欄の「搭乗券特典」をクリック 

Sia Hop-on Bus 

Suntec Hub        9:30 17:00 
Fu Lu Shou        9:34 17:04 
Little India        9:37 17:07 
Mustafa Centre        9:39 17:09  
Golden Landmark      9:44 17:14  
Kampong Glam        9:47 17:17 
Intercontinental Hotel  9:52 17:22  
City Hall        9:54 17:24 
Supreme Court        9:56 17:26 

シンガポール航空
の搭乗券の提示で
半額に！！ 

 

←オーディオガイド
用のイヤホン 

路線地図や時刻表の記載↓ 

があるパンフレット 

レシート→ 

かつ 

乗車券 

←座席付近にある 

オーディオ 

イヤホン 

言語設定。上の画面が

「JPN」なら日本語 

音量調整 

Boat Quay        9:58 17:28  
Chinatown        10:01 17:31 
Kreta Ayer        10:06 17:36 
People's Park Complex  10:09 17:39 
Hong Lim Park        10:12 17:42 
Old Custom Hse        10:16 17:46 
MBS Convention        10:21 17:51 
Suntec Hub        10:30 18:00 

<バス停>       <始発>  <最終> 

 
使用済みの搭乗券が 
割引券に！！ 

●赤路線時刻表 

リトル 
インディア 

アラブ街 

チャイナ 
タウン 

●4つの路線 
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①ガーデンズ･バイ･ザ･ベイ 

2012 年にオープンした総面積 101 ヘクタールに 25 万

以上の植物がある植物園。 

20～50メートルの巨大人工ツリーの「スーパーツリー」

や全面ガラス張りの巨大なドーム型温室の「フラワー

ドーム」「クラウドフォレスト」は、見どころ満載だ。

少し賑わっている場所から離れると、近未来的な雰囲

気から一変して静かで美しい散歩道が広がる。 

〈料金〉 

●スーパーツリー  

無料 

●OCBC SKYWAY  

大人：8S$ 子供：5S$ 

●フラワードーム＆ 

クラウドフォレスト 

大人：28S$ → 25.2S$ 

子供：15S$ → 13.5S$ 

ガーデンラプソディ 

スーパーツリーで行われる無料の光ショー。 

光が音楽に合わせて変化する美しいショーは、毎日

19時 45分と 20時 45分の 2 回行われる。 

 

②リトルインディア 

MBS Convention から乗車 
Little India で下車 

19 世紀頃に労働力として、大勢のイ

ンド人が移民しリトルインディアが

形成された。今でもインド人はシン

ガポール人口の 9.2％を占めている。 

通りを歩くとサリーを着ている女性

にすれ違い、香辛料の匂いがし、ヒ

ンドゥー教の寺院で信者達がお祈り

している様子がうかがえる。まるで

インドに来ているような錯覚に陥っ

てしまう。 

③アラブ街 
19 世紀頃、商業で栄えた街は、サル

タンモスクがあるイスラム色の濃い

街でもある。通り沿いには、骨董品や

アラビア絨毯、宝石類が売られてお

り、商業で栄えた面影が今でも残って

いる。お洒落で可愛いカフェが多く、

買い物の後はゆっくりとコーヒータ

イムを楽しみたい。 

シンガポール航空の搭乗券
の提示で 10％割引！  

↑クラウドフォレスト。高さ 35メート

ルから流れ落ちる滝は圧巻だ。 

↑スーパーツリーと OCBC SKYWAY. 
 OCBC SKYWAY を上るとスーパーツ

リーについている植物の取り付

け方が見えるから面白い。 

↑夜のスーパーツリー。昼間の雰囲
気とは異なりロマンティックかつ
幻想的。 

＊観賞おすすめ場所 
スーパーツリーの真下のベンチ→音の躍動感と共に楽しめる 
マリーナベイと繋がっている橋→ショー全体を楽しめる 

Mustafa Sentre から乗車 
Golden Landmark で下車 

 
ガーデンズバイザベイの
ウェブでイベント情報を

チェック！ 

↑サルタンモスク。シンガポール最大最古の

イスラム教寺院。 

↑スリヴィラマカリアマン
寺院。 開館時間は、5時
半～12時、16時～21時ま

で。開館されている間は、
信者が祈りを捧げる様子
が見られる。 

←レトルトインドカレーと
アユールベーダ石鹸。 

 ムスタファセンターにて
購入可能。 

↑Le Café のパイナップルタルト。

サクッ、フワッとした生地に包ま
れた酸味のあるパイナップル餡は
絶妙！ 

Muthu’s のチキン↑
バターカレー。グ 
リルしたチキンが 

香ばしくて美味し
い！ 

Muthu’s：138Race Course Road#01-01/10時半～22時半 

Le Café：264 Middle Road David Elias Building 

月-土 10時半～19時,日曜と祝日 10時半～16時 

                日･祝日 10時半～16時 

← SYMMETRY の
エッグベネデ
ィクト。パン

はカリッと卵
はトロッと全
てが完璧！美

味しすぎる！ 

SYMMETRY/9：Jalan Kubar #01-01 
月曜 10時半～21時 
火-木 10 時半～23 時 金曜 10 時半～12 時 
土曜 9時～12時 日曜 9時～19時 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンガポールの約 72％が中華系を

占めており、ここチャイナタウンで

は中国の文化や食を堪能できる。露

店が連なっており、お土産を買った

り、食べ歩きをして楽しめる。 

2008年に完成した世界最大級の観覧車。高

さ 165 メートル、28 人乗りで 28 台あるゴ

ンドラからは、シンガポールの全貌を 30

分かけて楽しめる。 

〈料金〉 

大人 33S＄ → 29.7S＄ 

子供 21S＄ → 18.9S＄ 

K
a
mp
on
g 
Gl
am

で
乗
車 

C
h
in
at
own

で
下
車 

④チャイナタウン 

⑤シンガポールフライヤー 

通常料金 108S＄ － 割引料金 82.4S＄ ＝ 25.6S＄ もお得に！！ 

↑スリマリアマン寺院。シンガポ
ール最古のヒンドゥー寺院。こ

の辺りは、19世紀中旬までイン
ド人がたくさん住んでいた。 

Hong lim park から乗車 
Suntec Hub で下車 

↑新加坡佛牙龍華院（しんがぽーるぶつがじりゅうかいん）。
チャイナタウンの中心部に建つ立派な寺院。内部はきらび

やかで圧倒される。夜になるとライトアップされて美しい。 

↑京華小吃のあずきパンケーキとごま団
子。ごま団子はほんのり甘い温かいス
ープに白ごまや黒ごまなどの団子が入

っている。日本人が多く、メニューに
も日本語が記載されている。 

↑渡邊珈琲店のパフェ。
デザート以外にもパ
スタやオムライス等

がある。まるで日本の
喫茶店にいるようだ。 

↑大同餅家の月餅。程よい
甘さの餡子を柔らかい
生地で包んだ月餅は、何

個でもいけちゃう美味
しさ。地元の人が大量に
買っていく姿が見受け
られた。 

↑徳宝の小龍包と豆乳プリン。豆乳プリン
は、豆乳特有の臭みがなく、甘くておいし

い。中国人のお客さんが多く、レストラン
の隣には、お持ち帰り専用の店もある。 

渡邉珈琲店：133 New Bridge Road #B1-51  
Chinatown Point/11時～21時 

大同餅家：35 Mosque St/8時半～18時半 *日曜休み 

京華小吃：21 Neli Road  

11時半～15時、17時半～21時半 

徳宝：42 Smith Street/7 時～22時半 

 

シンガポール
航空の搭乗券
提示で 10％
割引！ 

↑シンガポールフライヤーから見えるシンガポール
の絶景。事前に予約をすれば、ゴンドラで食事を

とることも可能。 

シンガポール航空の搭乗券を利用して観光した結果… 

シンガポール航空を利用したら、搭乗券は捨てずに大切に保管しておこう。シンガポー

ル航空のウェブサイト（http://www.singaporeair.com）で、割引対象店を把握してお

くとよい。 

交通が便利で、なかなかガイドをつけて観光することがないシンガポール。何度も訪れ

ているのに意外と知らないシンガポール事情。お得に簡単に利用できる Sia Hop-on bus

でシンガポールを知る旅もいいかもしれない。 

＊営業時間や料金等の、情報は 2016年 8月 26日のものです。 13 
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