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シンガポール特集 Singapore Special

2019年の外国人旅行者数は過去最高の実績
日本人訪問客数も前年比7％増の88.4万人に

シンガポール政府観光局、中小MICE誘致強化へ
新プログラム「INSPIRE Global」を導入

シンガポール政府観光局（STB）は日本からのMICE誘致拡大強化に向けた取り組みに乗り出している。従来から展開している250人以上の 
大型団体を対象としたプログラムに加え、新たに20〜250人までの中小団体を対象とした新たなプログラム「INSPIRE（In Singapore 
Incentive& Rewards）Global」を導入した。新プログラムを展開する狙いやシンガポールでMICEを実施する優位性やメリットについて
STBのマーカス・タン北アジア局長にシンガポールへの日本人渡航者数の動向などとあわせて聞いた。

　シンガポールには2019年に世界から約
1910万人が訪れた。これは前年比3.3％の
増加となった。また、観光収入について
は0.5％増の271億シンガポールドルとな
り、過去最高の実績となった。
　日本市場については19年の訪問客数が
前年比７％増の88万4000人となり、ここ
５年間では最も大きな成長率となった。
また、観光収入についても７％増の８億

8000万シンガポールドルを記録した。昨
年は日本−シンガポール間の航空路線の
増便や機材の大型化により提供座席数が
大幅に増加したこと。さらに人気アニメ

「名探偵コナン」の劇場版においてシンガ
ポールが舞台となったことで幅広い世代
からの注目が集まったことなどもプラス
要因となり、大きく訪問者数を伸ばすこ
とができたのではないかと考えている。

　足元の状況を見ると、やはり新型コロ
ナウイルスの話題に注目が集まることに
なる。シンガポールは自国民そして旅行
者の安全を第一に、関係省庁が全力を挙
げて対策に取り組んでいる。シンガポー
ルでは２月27日段階で91の症例が発生し
ているが死者は一人も出ていない。加え
て発症者のうち半数以上の58人がすでに
回復している。国内のアトラクション、
ホテル、空港では体温チェックが実施さ
れているほか、政府からは消毒液の購入
補助金も出されるなど感染拡大防止に向
けて万全な体制が施されている。そうし
たこともあって、シンガポールの主要施
設は通常通り営業している状況だ。

　また、２月にはシンガポールエアショー
も感染症に関する万全な体制を講じたこ
とで予定通り開催された。加えて、海外
からもさまざまな地域から団体客がシン
ガポールを訪れており、これまでと変わ
ることなくグループ客を受け入れられる
状況となっている。今回の新型コロナウ
イルスの問題により、STBとしては海外
からシンガポールへの渡航者数が約３割
程度減少するのではないかと見込んでい
る。現在は慎重に物事を進めていくべき
であると考えているが、現在の状況が改
善したあとは力強く成長できるよう、手
立てを尽くしていきたい。

新型コロナウイルス、全力を挙げて感染防止策
通常通りの旅行が可能な環境を構築へ

　今回は30のパートナー企業の中から
「外食／ソーシャルネットワーキング」
「テーマのあるツアー」「チーム・ビルディ
ング・アクティビティ」「アトラクショ
ン」の４つのカテゴリーから60の体験プ
ログラムを用意した。この中から日本向
けには市場のニーズにマッチした16のプ
ログラムを抽出して提案していく。
　一例として挙げれば、ガーデンズ・バ
イ・ザ・ベイでの２つの室内庭園への入場
を無料とする特典を用意してもらった。
また、アンダーズ・シンガポールからは
最上階のルーフトップバーでの飲み放題
プランを提供する。セントーサ島ではイ
ベント会場を提供するプランを用意して
もらった。いずれのプログラムもオーガ
ナイザーにとってお得な内容であると考
えている。
　このほかのスキームについても常に進
化している。日本のマーケットにおすす
めできるものと判断できれば追加してい
くことも考えている。これらのスキーム
を活用してシンガポールの魅力を体験し
てもらいたい。

　また、INSPIRE Globalでシンガポール
のさまざまな魅力を体験してもらうこと
に加えて、シンガポールでは年間を通じ
てデザイン、金融、交通、観光、デジタ
ル関連を始めとして、ビジネス関連のさ
まざまな国際見本市や会議が開催されて
いる。いずれのイベントも各業種におい
て最新のトレンドを紹介する企画が用意
されている。特に企業関連のグループ旅
行においては、これらの国際見本市や会
議と組み合わせることでさらに充実した
旅行とすることができるのではないだろ
うか。

日本向けには16のプログラムを推奨
ドリンクの提供やイベントスペースを無償提供

　MICE誘致のサポート策としてはこれ
まで250人を超える大型団体に対して金
銭面でのサポートを行うプログラムなど
を用意していた。その一方で、開催数の
多い20人から100人規模といった中小の
グループに照準を置いたサポートが手薄
となっていたのが実情だった。そうした
ことから、新たに中小グループをター
ゲットとしたプログラムとしてINSPIRE 
Globalを展開することにした。
　INSPIRE Globalは従来のMICE支援策
に比べて手続きが簡素化されており、手
軽にプログラムを利用することができる
のが特徴だ。また、従来のシンガポールの
MICEイベントはホテルの中ですべての
スケジュールが完結してしまうというの

が課題となっていた。新プログラムでは、
食事やアトラクション、アクティビティ
などでさまざまな特典を用意。ホテルの
外に出て、シンガポールの魅力を体感す
ることができるコンテンツを用意した。

INSPIRE Global、従来の支援策に比べ手続き簡素化
シンガポールの魅力を体感可能なコンテンツ多数用意

　そうした中、シンガポールのBTMICE
（ 業 務 渡 航 ＋MICE）市 場 に つ い て は
2018年には前年比12.1％増の290万人が
BTMICEでシンガポールを訪れた。また
収入についても7.2％増の47億シンガポー
ルドルとなった。MICEのうち、ミーティ
ングとインセンティブ旅行のイベント数

は前年比4.6％増の321イベント。訪問者
は80.2％増の11万6940人と非常に好調な
実績となった。シンガポールは例年、偶
数年に大型のイベントが数多く開催され
ることとなっている。2019年は奇数年で、
前年に比べ大型のイベントが少なかった
こともあり、第3四半期までの状況は訪問
者数が８％減の180万人、観光収入は７％
減の32億ドルという結果となっている。
　MICE関連で訪問した人はレジャー客
に比べて消費額が約2.3倍とボリューム
が大きいのが特徴だ。さらに2020年は偶
数年であり、大きなイベントも数多く開
催される。そうしたこともあり、海外か
らの需要拡大に向けてMICEの獲得に向
けた取り組みを今まで以上に強化するこ
とにした。
　シンガポールはICCA（国際会議協会）
から17年連続でアジア太平洋地域のベス
トコンベンション都市として選出されて
いるのを始め、世界の数多くの企業が 
アジア・太平洋地域の本拠地をシンガ
ポールに構えていること。また、航空アク
セスにおいても世界の主要都市を網羅し
ており、MICEを実施する上での基礎力
が整っていることが強みであると考えて
いる。

シンガポールのMICE、基礎力の高さが特徴
充実した航空ネットワークや企業の重要拠点が集積

大型の展示場や宴会場などが充実
MICE受入の基礎力が備わっている

シンガポールでは、年間を通じて様々な業種の
国際見本市や会議が行われている

INSPIRE Globalではシンガポールの
ユニークな体験プログラムを用意

日本市場向けにはユニークベニューでの飲み放題プランなど16のメニューを提案

シンガポール政府観光局の
マーカス・タン北アジア局長
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●外食／ソーシャル・ネットワーキング
NCOクラブ  JWマリオット・ホテル・シンガポール・サウスビーチ内
保存建造物にしつらえられたライフスタイル・デスティネーション
リバーハウス
シンガポール川のほとりのモダン・チャイニーズ・レストラン
1 V:U  アウトポスト・ホテル内
シンガポール初、大人だけのルーフトップ・ビーチ・クラブ

シロソ・ビーチに位置する
エメラルド・パビリオンお
よびサファイア・パビリオ
ンとそれらを取り巻く海辺
は、ユニークな企業イベン
ト体験にぴったり。美しい
水平線と夕陽の風景ととも
に、涼しい海風に吹かれな
がら、舞台イベントや食事
イベントが楽しめる。砂浜
の海辺は、あらゆる付随イ
ベントに合わせて設営が可
能で、多くのゲストを迎え
入れることもできる。

適切なグループ規模 体験の詳細

オプション 50～250名

セントーサでの「ビーチでゆったり（Chill Out by the Beach）」
⃝エメラルド・パビリオン／サファイア・パビリオンおよび海辺の３時間貸し切り利用
⃝ソフト・ドリンクおよびビール２時間飲み放題
⃝上質な使い捨てコップと木製ハイテーブル10卓の提供
⃝標準の照明およびスピーカー音響システム２台の利用
⃝セントーサ・ガントリー経由での島への無料入場タパス・スタイルのカナッペ１品

●テーマのあるツアー
スマート・トラベル・モバイル・パス by ロコモール
体験発見アプリでシンガポールのスマート・ツーリズムを体験

●チーム・ビルディング・アクティビティ
ベトル・バリスタ
社会福祉のために地元のスペシャルティ ･コーヒーのマスタークラスに参加
チーム・ビルディング・エナジャイザー by グライネス
ミュージック・シナジャイザー、ネットワーキング／アイスブレイク・ゲー
ム、ハッピージャイザー

シー・アクアリウム（SEA Aquarium™）
世界最大級の水族館で、イタチザメ、イタヤラ、マンタの
群れなど1,000種以上、10万匹以上の海洋動物を飼育して
いる。この水族館の目玉は、とてつもなく巨大なオープン・
オーシャン（Open Ocean）生息域で、ひとたび足を踏み
入れると洞窟の多い海底にいるような錯覚にとらわれる。
アドベンチャー・コーヴ・ウォーター・パーク

（Adventure Cove Waterpark™）
数多くの海の生物が住み、ウォーター・ライドを備えたこ
の水上テーマパークには、さまざまな高速ウォーター・ス
ライド、パイプライン・プランジ（Pipeline Plunge）と名
付けられたウォーター・トルネード・ライド、アジア初の
磁気流体式コースターのリップタイド・ロケット（Riptide 
Rocket）がある。

適切なグループ規模 体験の詳細

オプションA 20～250名 ⃝シー・アクアリウムの一日券水族館
⃝RWS招待カード

オプションB 20～250名
⃝シー・アクアリウムの一日券水族館
⃝アドベンチャー・コーヴ・ウォーター・パークの一日券
⃝RWS招待カード　⃝15シンガポール・ドル相当の食事券

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイでは、フラワー・
ドーム（Flower Dome）の卓越した花の展示
から、クラウド・フォレスト（Cloud Forest）に
ある高さ35mの山のエキゾチックな植物、荘厳
なスーパーツリー（Supertree）に至るまで、
独特な体験を味わうことができる。シンガポー
ル最大の屋外庭園イベント会場であるザ・メド
ウ（The Meadow）や、地中海風ガーデンにあ
るフラワー・ドーム（Flower Dome）に位置す
る絵画のように美しいフラワー・フィールド・
ホール（Flower Field Hall）など、庭園での素
晴らしい特別な体験ができるイベント・スペー
スを提供している。
適切なグループ規模 体験の詳細

オプションA 20～250名 ⃝温室２カ所（フラワー・ドームおよびクラウド・フォレスト）への無料入場
⃝ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの記念品および特製ショッピング・バッグを進呈

オプションB 20～250名

⃝温室２カ所（フラワー・ドームおよびクラウド・フォレスト）への無料入場
⃝カフェ・ココ＠スーパーツリー・ダイニング（Café Coco @ Supertree Dining）の

手作りドリンク１杯（ハニー柚子ソーダまたはスイカ・ココナツ・リフレッシャー）
⃝ガーデンズ・バイ・ザ・ベイのショップで使用できる5シンガポール・ドル相当の金券
⃝ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの記念品および特製ショッピング・バッグを進呈

築101年のチューダー様式の歴史的建造物で、
シンガポールで最も美しくロマンチックなライ
フスタイルのF&Bを備えた豪邸。複数のコンセ
プトを持ったF&Bデスティネーションで、バ
スク地方をテーマにしたチャ・ピンチョ・バー

（TXA Pintxo Bar）、バスク料理に影響されたス
ペイン料理のレストラン＆バー、ウナ（UNA）、
そして終日営業のカフェ、ワイルドシード・カ
フェ（Wildseed Café）を擁している。そのど
れもが個性豊かで、それぞれの特徴を生かして
いる。
適切なグループ規模 体験の詳細

オプションA 20～250名

貸し切りの室内／屋外ダイニング。以下を含む。
⃝ピンチョス（カナッペ）５品
⃝ウェルカム・ドリンクとしてチャコリ（バスク地方のスパークリング・ワイン）1杯、

およびチャコリを注ぐデモンストレーション
⃝スペイン人シェフ２名が会場でピンチョスを作り、取り分け

オプションB 20～250名

貸し切りの室内／屋外ダイニング。以下を含む。
⃝ピンチョス（カナッペ）12品
⃝ウェルカム・ドリンクとしてチャコリ（バスク地方のスパークリング・ワイン）1杯、

およびチャコリを注ぐデモンストレーション
⃝スペイン人シェフ２名が会場でピンチョスを作り、取り分け

アンダーズ・シンガポール最上階
の39階にあるミスター・ストーク
は、市内360度の眺望でおもてな
しするルーフトップ・バー。大空に
舞う長い首のコウノトリ（ストー
ク）は、しばしば良い兆しとされ
ており、この鳥にちなんで命名さ
れたミスター・ストークでは、シ
ンガポールのスカイラインと中心
街の圧倒的な眺めを楽しめる。緑
濃い熱帯庭園に囲まれるこのバー
のドリンクは、シンガポールの味
わいに、ジンジャー、タイム、バ
ジル、ミントなど庭園のさまざま
なハーブの香りを漂わせている。

適切なグループ規模 体験の詳細

オプション 50～100名 ミスター・ストークでのカクテル・レセプション。以下を含む。
⃝ハウスワイン、ビール、カクテル、ソフト・ドリンク２時間飲み放題

シンガポール植物園内のザ・ガレージ
（The Garage）２階にある、豊かな動植
物に囲まれたガーデン・レストラン＆
バー。レストランでは、コンテンポラリー
なヨーロッパ料理にアジアのアクセント
を加えて提供している。シェフはシンガ
ポール人のスジャータ・アソカン。バー
では、植物学にインスパイアされた斬新
なカクテルを味わうことができる。花が
咲き誇る室内ダイニング・ホールと緑に
覆われた屋外テラス＆バーを擁するボタ
ニコは、ウェディングのほか、企業イベ
ントや社交イベントにも最適。

適切なグループ規模 体験の詳細

オプションA 20～120名
高級テラス・バー・ダイニング。以下を含む。
⃝セルフサービス式のガーデン・カクテル・バー
⃝バーの軽食２品

オプションB 20～120名
高級テラス・バー・ダイニング。以下を含む。
⃝セルフサービス式のガーデン・カクテル・バー
⃝バーの軽食４品

その他「INSPIRE Global」パートナープログラムリスト

シンガポール唯一のユネスコ世界遺産で日常から離れてリラックス

ボタニコ【Botanico】
市内を360度見渡す絶景のルーフトップ・バー

ミスター・ストーク【Mr Stork at Andaz Singapore】
アンダーズ・シンガポール内

シンガポールで最も美しくロマンチックなライフスタイルのF&Bを備えたコロニアル様式の豪邸

アルカフ・マンション【The Alkaff Mansion】
中心街にある都会のオアシス

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ【Gardens by the Bay】

アジアのプレミアム・ライフスタイル・デスティネーション・リゾート

リゾート・ワールド・セントーサ【Resorts World Sentosa】
楽しさいっぱいの島

セントーサ【Sentosa】

INSPIRE Globalの代表的プログラム
シンガポール政府観光局がMICE誘致の拡大を目的にスタートしたインセンティブプログラム「INSPIRE Global」。INSPIREとは

「イン・シンガポール・インセンティブ＆リワード（In Singapore Incentives & Rewards）」の略で、外食、エンターテインメ
ント、ナイトライフ、アトラクション、テーマのあるツアー、チーム・ビルディングを中心としたさまざまな優待体験を提供す
ることにより、MICE（会議、インセンティブ旅行、国際会議、展示会の略）のグループ客のシンガポールへの誘致を目指す。
日本市場のニーズにマッチした16のプログラムのうち、代表的な6プログラムをピックアップし紹介する。

「INSPIRE」優待資格
条件：他のデスティネーションと競合中である
こと
プログラム期間：2019年9月10日～2021年3
月31日（2021年12月31日までに旅行が完了
すること）
滞在：シンガポールに３日以上
グループの規模：20～250名の外国人観光客
※その他諸条件についてはシンガポール政府観
　光局に問い合わせのこと

●アトラクション
フェーバー・ピーク・シンガポール＆ウィングス・オブ・タイム
街の喧騒を離れ、シンガポールで最も高い丘の上で味わう静寂
シンガポール・ナショナル・ギャラリー
東南アジア現代美術の世界最大の公開展示を鑑賞
シンガポール・フライヤー
マリーナ・ベイの景色を眺める空中での食事
リバー・サファリ、ジュロン・バード・パーク
アジア初で唯一の川をテーマにした野生動物公園とアジア最大のバードパーク
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　フラワードーム内の「フラワーフィールド」は、季節や祭り、テーマによってディスプレイが変わり、
訪れるたびに違った雰囲気や文化などを体感できる。
　2020年は、「花物語　Flower Tales」をテーマにフローラルディスプレイを展開。世界最大級の温室

「フラワー・ドーム」内で、花物語が一章ずつ繰り広げられる。

フラワードーム

シンガポール

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ
「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」は、アジア屈指の植物園。シンガポールのウォーターフロント沿いに広がるこの植物園で
は、すべての来場者が、エンターテイメントと教育的要素の両方を体験できるような、多様な園芸と芸術を紹介している。
トリップアドバイザーの「エクセレンス認証」など数々の賞を受賞しており、観光客や地元の人々の人気を集めている。

ガーデン・バイ・ザ・ベイを象徴する「フラワードーム」は、オーストラリア、アメリカ、アフリカ、アジア、ヨー
ロッパ の世界５大陸の多種多様な植物が生育する世界最大の温室の一つ。最先端の持続可能な技術を使用し、地中
海地域やステップ地帯、亜熱帯地域の涼しく乾燥した気候を再現。23〜25度の屋内温度を保っている。フラワー
ドームでは、息をのむような景色を眺めながら、リラックスして、散歩を楽しむことを可能にしている。

フラワードーム内では最大と
なるアフリカンバオバブが展
示されているほか、アマゾン
や西アフリカに植生するパン
ヤノキやマダガスカルのゴー
ストツリーなど珍しい巨大を
観察することができる。

スペインから移植された樹齢
何千年ものオリーブの木々が
最大の見どころ。このほか、
東南アジア原産のイチヂクや
グレープ、ザクロなど南洋の
木々が展示されている。

地中海ガーデン

人類で最初に農業が興った地中海流域原産の植物を集めた
エリア。カラマツ、コルクガシ、竜血樹などが見どころ。

カリフォルニア・ガーデン

カリフォルニアの気候
に適応した植物が群生
するエリア。カリフォ
ルニア・ライラックや
マンザニータなどが鑑
賞できる。

オーストラリア・ガーデン

オーストラリアの乾燥
した砂漠地帯に植生す
る植物が鑑賞できる
ガーデン。南西オース
トラリア原産の「カン
ガルーの足」と呼ばれ
る珍しい植物も見るこ
とができる。

サウス・アフリカン・ガーデン

固有種の多い南部アフリカの植物を集めたガーデン。カラ
フルな植物が多く、南アフリカの国花プロテアの一種であ
るキングシュガーブッシュも観察することができる。

サウス・アメリカン・ガーデン

チャールズ・ダーウィ
ンが「醜い木」と表現し
たチリヤシやモンキー
パズルツリーなどチリ
中部に植生する植物を
鑑賞することができる
エリア。

多肉植物ガーデン

サボテン、アロエなど多肉植物が集まるエリア。厳しい環
境下で生存していくための機能を間近に観察することがで
きる。

世界最大級の温室

フラワー・フィールド・ディスプレイ

バオバブと
ボトルツリー

オリーブグローブ

最新技術を駆使したアジア最大級の植物園
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クラウド・フォレスト
「クラウド・フォレスト」では、多様な植生と、山腹に見られる隠れた秘宝とも言うべき
美しい花々に囲まれながら、室内の人工滝で世界一の高さを誇る35メートルの滝を間近
にできる。9つの温室ゾーンに分かれ、標高2000メートルに生育する多様な植物や地質
を観察することができる。圧巻の景色は必見だ！

人工滝を背後から鑑賞することが可能なエリア。地球の資源としての
水の大切さが分かるとともに、滝が生み出す霧や靄の飛沫を、森がど
のように吸収し、着生植物が成長していくのかを学ぶことができる。

ドーム天井近くに設けられた「ツリートップ・
ウォーク」からは、雲霧林の森を鳥瞰するこ
とが可能。室内ながら圧巻の景色を楽しむこ
とができる。

人工滝の下には、先史時代のシダなど、多湿な
気候に生息する植物を観察できるエリアがあ
る。霧の谷の神秘的で夢のような雰囲気は、興
味深い光景であること間違いなし。最新の展
示である、虫眼鏡からしか観察できないとっ
ても小さな蘭も要チェックだ。

丘の頂上に広がるガーデンで、標高
2000メートルの植生広がる。シダや苔
が広がるなかにハエトリグサなど珍し
い食虫植物を鑑賞することができるほ
か、ここから一望できるマリーナベイ
のウォーターフロントの景色も楽しみ
のひとつだ。

「クリスタル・マウンテン」では、鍾乳
石や石筍などのリアルな形を観察する
ことが可能。大陸形成の過程や地球の
地質、化石の重要性を学ぶことができ
る。

さまざまなグラフィックスを通じてイ
ンタラクティブに雲霧林の特性を知る
ことが可能。また、人口の増加や資源
の枯渇などが地球に与える影響も学ぶ
ことができる。

持続可能な未来に向けた自然保護や温
暖化などについて学ぶことができるシ
アター。「グリーン・ワールド」という
環境保護ビデオも上映されている。

丘の下にのびる散歩道。丘の外
側に広がるさまざまな着生植物
を間近に観察することができる。

「ベイ・サウス」中央の「スーパーツリー・グローブ」には12本もの人工のスー
パーツリーが林立する。高さは25〜50メートル。夜にはライトアップされ、さら
に美しい景観を創り出す。そのスーパーツリーをつないでいるのが「OCBCスカ
イウェイ」。高さ22メートルの散歩道からはガーデンだけでなくマリーナベイも一
望することができる。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイが運営の原則とし
ているのが環境の持続可能性。そのために、
園内で必要となるエネルギーや水の供給、ゴ
ミ処理などでは最新のテクノロジーを活用し
ている。水供給では隣接する2つの湖を活用
したシステムを設計。また、最新の冷却技術
により、エネルギー消費を従来よりも約30%
カットすることに成功している。

Greening Technology  

ガーデン・ツーリズム・アワード2017
（国際ガーデン・ツーリズム・リーダー・アワード
カナディアン・ガーデン・カウンシル）
2018年度エクセレンス認証
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ

（トリップアドバイザーシンガポール）
世界最大のガラス温室 －フラワー・ドーム

（ギネス世界記録2015）

受賞歴Awards／Accolades

標高2000メートルの雲霧林を再現

ウォーターフォールビュー

ロスト・ワールド クリスタル・マウンテン クラウド・フォレスト・ギャラリー クラウド・フォレスト・シアター

ツリートップ・ウォーク シークレット・ガーデン クラウド・ウォーク

SUPERTREE GROVE & OCBC SKYWAY

「クラウド・フォレスト」内にあるアンデ
ス山脈に生育する蘭の展示では、さまざ
まな種類の蘭とともに、インカ遺跡や火
山、洞窟、滝、ラマなど有名なアンデス山
脈の風景も展示している。展示は年に２
回変更され、さまざまな形や色の異なる
蘭を展示しており、見逃せない。

アンデス山脈の蘭

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ
18 Marina Gardens Drive, Singapore 018953

Email: travelagents@gardensbythebay.com.sg
TEL: +65-6420-6844

営業時間

●ベイ・サウス・アウトドア・ガーデンズ
（Bay South Outdoor Gardens）

毎日午前5時〜午前2時
入園料無料

●フラワードーム
●クラウド・フォレスト＆OCBCスカイウェイ

毎日午前9時〜午後9時
最終入場券販売：午後8時
最終入場時間：午後8時
入場料が必要です

旅行業界お問い合わせホットライン

@gardensbythebay

Information



（8） （第３種郵便物認可） 2020年（令和2年）3月16日  増刊 第2567号

The Clan Hotelには、モダンなラグジュアリーホテルを超えた魅力があります。19世紀にシンガポールへ移住してきた中国系移民
たちのインスピレーションを感じさせ、彼らが持つ固い絆や信頼、真実の姿を現代のホスピタリティーで表現しています。

Kinship（固い絆）：The Clan Hotelは、単なる滞在を超えたとっておきの体験を提供します。まるでこの地に繋がっているかのような
感情を起こさせるでしょう。
Trust（信頼）：ラグジュアリーな設備や国際スタンダードのサービスを超えた、かつての移民たちによってもたらされた特別な
おもてなしを受けることができます。
Authenticity（真実の姿）：同じ志を持った移民たちが経験した、この地の文化や歴史との深い繋がりを感じさせてくれます。

特別な「MASTER」シリーズの客室は、The Clan Hotelの大きな特徴です。どの客室も「The Clan Keeper 」により厳選された家具
や工芸品がしつらわれています。

テロックアヤにあるThe Clan Hotelは、商業の中心地や世界的に有名な観光スポットの近くに位置しています。訪れた人たちは 
ユニークな体験ができ、より深い文化的つながりや この地が持つ強い特徴を感じることができるでしょう。ファーイーストスク
エアに面しており、ラッフルズプレイスとコリアーキーからわずか数分。ファーイーストスクエア、テロックアヤーストリート、 
アンシャンヒル、チャイナタウンなどの歴史的な通りに囲まれています。

The Clan Hotel, Singapore
2020年秋オープン

伝統とモダンが出会う場所
～ Where tradition meets modernity ～

10 Cross Street, Singapore 048417
TEL:+65 6812 6967　  E-mail:sales.tch@fareast.com.sg　  www.theclanhotel.com.sg/

The Clan Hotel, Singapore
ファーイーストホスピタリティ
FAR EAST HOSPITALITY

お問い合わせ
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