
                                                                                                                                                                                    

 
TERMS AND CONDITIONS | Freme Travel will make every effort to operate all tours as advertised but we reserve the right to amend, vary, re-route or cancel when in its best judgment, road conditions, weather, 
boating schedules or other circumstances deem it to be necessary. Freme Travel may suspend any of our tour if its ability to perform is affected by storms, fires, explosions, embargoes, government directives or any 
law or regulation or labour dispute, acts of god such as flood, terrorism, or any other cause is beyond its reasonable control. Freme Travel have no liability for any loss, damage, delay, inconvenience or direct or 
consequential loss. Howsoever caused or whensoever caused, unless due to our employee’s negligence in which case our liability is limited (except for death or personal injury) to a maximum of refund of the cost of 
the tour. Freme Travel is not liable for the sickness or injury of any tour participant. It is your responsibility to ensure that you are medically capable of completing the tour. You are not entitled to any refund for any 
part of the tour that you miss due to sickness. Illness or injury or due to other circumstances outside the control of Freme Travel.     

   
 

B20 テンブロン エクスペリエンス ツアー 

ツアーコード：Ｂ20| ツアー所要時間：0900 - 1600 |最少催行人数：２名様 

 

ツアー内容 : 限られた時間の中で、伝統・文化を現地の人々と共に過ごせるツアーです。水上ボートを使っ

て、バンダル・スリ・ブガワンからテンブロン地区の中心地、バンガ―へ向かいます。ブルネイ湾の後方部の川を通

り、途中マングローブに生息する野生生物が食べ物を探している様子が運よく観察できたり、朝の陽ざしを体

感できます。テンブロン地区、バンガ―に到着後イバン族のロングハウスへご案内します。その後、フレーミーレイ

ンフォレストロッジにて、ローカル料理の竹を使って料理するバンブーチキン・バンブーライスをランチにご提供しま

す。昼食の後は、リバークルーズを体験いただき、熱帯雨林の自然を堪能ください。ロッジに戻って、着替えなど

で休憩します。その後、水上ボートにてバンダル  スリ ブガワンに戻ります。 

 

時間            日程 

0900         レジデンシ―乗り場より水上タクシーにてバンダル スリ ブガワンを出発 

0945         テンブロン地区バンガ―に到着 

1000         バンガ―よりイバン族のロングハウス訪問へ出発 

1030         イバン族のロングハウスに到（軽食と文化体験@団体手配のみ） 

1130         フレーミー レインフォレスト ロッジに向けて出発 

 

1200         レインフォレストロッジに到着。 
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                 バンブーライスとバンブーチキンの作り方体験 ロッジにて昼食 

1330         ロングボートにてテンブロン川の周遊 

1500         車両にてバンガ―へ出発 

1530         バンダル スリブガワンへ出発 

1600         バンダルスリブガワン到着 

 

インフォメーション :  ツアー中は、野外にいる時間が長くなりますので日中は日差しが強く、また朝晩は涼しくなり、スコー

ルもあります。川は、降雨量により水位に高低差があります。状況に応じてガイドよりスケジュールの変更などを申し出る

場合がございます。 ライフジャケット、ヘルメット、その他の安全用具類は、国際基準に基づいたものを使用しています。

体質により必要な方は、使い慣れている虫よけをお持ちください 。 

 

ツアーに含まれているもの：ご昼食（ローカル料理）。全ての交通機関（ボート・車）。日本語・または英語ガイド。レ

インコート・ライフジャケット。 

 

持ち物は？ 

✓ 動きやすい服装 

✓ 滑り止めのついた靴またはスポーツサンダル 

✓ 着替え 

✓ 水着・タオル （川泳ぎする方） 

✓ カメラ 

✓ 日焼け止めや虫よけ 

✓ スナック菓子など(非常食として) 

✓ 防水パック（乗船中にカメラなどが濡れないように） 


