
シンガポール支店 有効期限 2019年04月01日～2019年09月30日

★★★ルアンパバーン おすすめ ホテル情報★★★

全26室を有するデラックスホテル。ワット・シェントーンのすぐ近くに立地し、主要観光地は全て徒歩圏内。朝食はメコン川を望むレストラ
ンにてお楽しみ頂けます。ホテル前の通りでは朝の托鉢の様子を見学することも可能です。ホテル内にはスパもあり、質の高いサービスが宿
泊者に好評です。

<<VICTORIA XIENGTHONG PALACE>>

全15室のアコーホテルグループが運営するブティックホテル。伝統的な建築とスタイリッシュなデザインが融合し、優雅なホテルステイも
お楽しみください。ワット・シェントーンのすぐ近くに立地し、主要観光地は全て徒歩圏内。ホテル前の通りでは朝の托鉢の様子を見学する
こともできます。

<<3 NAGAS LUANG PRABANG Mgallery by Sofitel >>

100 Tras St #03-16/17/18 100AM Singapore 079027

【最寄駅】タンジョンパガ－駅 （A出口すぐ 新しいショッピングモ－ル100AM の3階）

シンガポール支店
年中無休（10:00-19:00）

6224-1512
website: www.his-travel.com



ルアンパバーン 2泊3日
木曜・土曜日出発

Day1

TR350便 シンガポール09:00発 - ルアンパバーン11:10着
現地到着後、現地係員が空港でお待ちしております。
【ルアンパバーン市内観光】
◆絢爛豪華なルアンパバーンの繁栄を偲ばせる『王宮博物館』
◆世界遺産ルアンパバーンのシンボル『ワット・シェントーン』
◆黄金のレリーフが見事な『ワット・マイ』
●昼食●ルアンパバーン名物『カオソーイ』とラオス名物『カオチーパテー』
◆ルアンパバーンの街全体が見渡せる『プーシーの丘』
◆ラオス文化を感じられる『伝統工芸センター』
◆ルアンパバーンのメインマーケット『タラート・ポーシー』
独特のデザインの手工芸品などモン族の露店で賑わう『ナイトマーケット散策』
●夕食●『ルアンパバーンの郷土料理』をお楽しみください。

昼食
夕食

Day2

●朝食●ホテルにて朝食をお召し上がりくださいませ。
◆『メコン川クルーズ』
4,000体以上の仏像が納められている『パクウー洞窟』へ。
途中、地酒”ラオラーオ”製造の村『バーンサンハイ』に立ち寄ります。
ラオラーオの試飲も可能です。
●昼食●クルーズ船上にて景色を眺めながら『ラオス料理』の昼食
流れ落ちる水の美しい『クワンシーの滝』と少数民族『モン族の村』
●夕食●有名フレンチレストランにて『ラオフレンチ』

朝食
昼食
夕食

Day3

◆ルアンパバーンの風物詩『托鉢見学』と『朝市散策』
●朝食●ホテルにて朝食をお召し上がりくださいませ。
出発まで自由行動後、空港へご案内します。
TR350便 ルアンバパーン12:00発 -ビエンチャン経由- シンガポール18:00着

朝食

ルアンパバーン 2泊3日 木曜・土曜日出発

ホテル 部屋タイプ ご出発日
1人旅
SGL

2名1室利用
TWN/DBL

子供
ベッド有

CWB

子供
ベッド無

CNB

スーペリアクラス
★★★

（世界遺産エリア）
指定なし 01APR19 – 28SEP19 1580 1140 940 790

VICTORIA
XIENGTHONG 

PALACE

PALACE 
ROOM

01APR19 – 28SEP19 1830 1280 1040 870

3 NAGAS 指定なし 01APR19 – 28SEP19 1920 1340 1080 900

AVANI+
DELUXE 
ROOM

01APR19 – 28SEP19 2070 1420 1140 940

ご予約時にパスポート情報が必要になりますのでお知らせ下さい。
ベッドタイプですが、ツインベッドが少ない為、2名様一室の際にダブルベッド、3名様一室の際はダブルベッドと

エキストラベッドの利用となる場合がございますので予めご了承下さい。またバスタブのないお部屋もございます。



ルアンパバーン 3泊4日
月曜日出発

Day1

TR350便 シンガポール09:00発 - ルアンパバーン11:10着
現地到着後、現地係員が空港でお待ちしております。
【ルアンパバーン市内観光】
◆絢爛豪華なルアンパバーンの繁栄を偲ばせる『王宮博物館』
◆世界遺産ルアンパバーンのシンボル『ワット・シェントーン』
◆黄金のレリーフが見事な『ワット・マイ』
●昼食●ルアンパバーン名物『カオソーイ』とラオス名物『カオチーパテー』
◆ルアンパバーンの街全体が見渡せる『プーシーの丘』
◆ラオス文化を感じられる『伝統工芸センター』
◆ルアンパバーンのメインマーケット『タラート・ポーシー』
独特のデザインの手工芸品などモン族の露店で賑わう『ナイトマーケット散策』
●夕食●『ルアンパバーンの郷土料理』をお楽しみください。

昼食
夕食

Day2

●朝食●ホテルにて朝食をお召し上がりくださいませ。
◆『メコン川クルーズ』
4,000体以上の仏像が納められている『パクウー洞窟』へ。
途中、地酒”ラオラーオ”製造の村『バーンサンハイ』に立ち寄ります。
ラオラーオの試飲も可能です。
●昼食●クルーズ船上にて景色を眺めながら『ラオス料理』の昼食
流れ落ちる水の美しい『クワンシーの滝』と少数民族『モン族の村』
●夕食●有名フレンチレストランにて『ラオフレンチ』

朝食
昼食
夕食

Day3

●朝食●ホテルにて朝食をお召し上がりくださいませ。
◆エレファントキャンプにて『象乗り体験』※象乗り体験は約45分～60分程度です。
●昼食●キャンプ内にて昼食をお召し上がりください
市内に戻り一旦解散、自由時間をお楽しみください。
●夕食●『ルアンパバーンの郷土料理』をお楽しみください。

朝食
昼食
夕食

Day4

◆ルアンパバーンの風物詩『托鉢見学』と『朝市散策』
●朝食●ホテルにて朝食をお召し上がりくださいませ。
出発まで自由行動後、空港へご案内します。
TR350便 ルアンバパーン12:00発 -ビエンチャン経由- シンガポール18:00着

朝食
昼食

ご予約時にパスポート情報が必要になりますのでお知らせ下さい。
ベッドタイプですが、ツインベッドが少ない為、2名様一室の際にダブルベッド、3名様一室の際はダブルベッドと

エキストラベッドの利用となる場合がございますので予めご了承下さい。またバスタブのないお部屋もございます。

ルアンパバーン 3泊4日 月曜日出発

ホテル 部屋タイプ ご出発日
1人旅
SGL

2名1室利用
TWN/DBL

子供
ベッド有

CWB

子供
ベッド無

CNB

スーペリアクラス
★★★

（世界遺産エリア）
指定なし 01APR19 – 28SEP19 2180 1480 1190 960

VICTORIA
XIENGTHONG 

PALACE

PALACE 
ROOM

01APR19 – 28SEP19 2560 1700 1360 1090

3 NAGAS 指定なし 01APR19 – 28SEP19 2680 1770 1400 1120

AVANI+
DELUXE 
ROOM

01APR19 – 28SEP19 2690 1780 1410 1130



含まれてるもの 往復航空券、ホテル宿泊、空港～ホテル往復送迎、日程表内の観光・食事、日本語ガイド

含まれてないもの
○燃料税/出国税
(諸税の目安：S$150)
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。

注意事項

○航空会社の都合により、記載内容と異なるスケジュールとなる可能性もございます。
○ツアー、オプショナル代金の子供代金は2～12歳未満のお子様で、
大人2名様と同室同伴のお子様に適用できます。

○入国時にパスポートの有効期限が 6ヶ月以上、
旅券の未使用査証欄が見開き2ページ以上が必要となります。

キャンセル規定

[ご予約金(デポジット)]
ご予約後、航空券の発券期限までにツアー代金をお支払いください。

[お取消料]
ご出発35日前以降：払い戻し不可（100%)
ピークシーズンは異なる場合がございます。

●ラオス基本情報●

●治安
敬虔な仏教徒が多く、穏やかな国民気質からもラオ
スは比較的治安のいい国です。

●食事
豊かな自然に囲まれているため、山や川の幸が豊富
です。主食である【カオニャオ】（もち米）は日本
人の口にも合います。旅と共にラオスの伝統文化も
お楽しみください。

●シンガポールとの時差
－1時間

●通貨
キープ（KIP)

●チップ
基本的には不要

●季節
年間を通して熱帯モンスーン気候。通年夏服で過ごせます
が、冷房対策に一枚羽織れるものがあると便利です。

暑季：3月~5月
雨季：6月~10月
乾季：11月~2月

●習慣とマナー
寺院を拝観する際には肌を露出した服装をさけ、基本的に
は靴を脱ぎます。神様が宿るとされている子供の頭に触っ
たり、女性が僧侶に触れたりするのは禁物です。
ルアンパバーン朝の風物詩、托鉢で、僧侶の動きを妨げる
ような行動は避けてください。

◇ルアンパバーン◇
世界で1番訪れたい都市に幾度も選ばれているラオスの古都・ルアンパバーン。黄金に輝く寺院、心震える神
秘の絶景。。。様々な魅力が詰まっています。

流れ落ちるエメラルドグリーン
の水が美しいクワンシ―の滝。

ラオスの寺院の中でも最高級の美
しさを誇るワットシェントーン。
本堂は北ラオスの古典的な建築様
式であり、屋根のデザインが特徴
的。

早朝の托鉢が習慣づいているルア
ンパバーン。信仰深い人が食物を
僧侶の鉢に入れる行為は仏教国な
らでは。

クラス受けホテル

スーペリアクラスホテル MAISON DALABUA, THE SANCTUARY LUANG PRABANG, SALA PRABANG, 
INDIGO HOUSE HOTEL, LUANG PRABANG RESIDENCE, CAFÉ DE LAOS

または同等クラスホテル


