
シンガポール支店 有効期限 2020年04月01日～2020年09月30日 

13個の観光スポットを余すところなく
回る充実のツアー ラオスの魅力満載 

<<世界遺産エリア指定>> 
世界遺産の街・ルアンパバーン観光では、世界遺産エリア内王宮博物館周辺での滞在が大変便利です。 

【王宮博物館】はもちろん、【プーシーの丘】や、【メコン川沿いの散策】など、すべてにおいて徒歩圏内。 
とりわけタクシーなどの公共交通機関が未発達なルアンパバーンでは【托鉢】や【ナイトマーケット散策】などの、 

早朝や夜間観光時の利便に大きな違いが生じます。 
王宮博物館から徒歩15分圏内(約1キロ圏内)のホテル確約となる【 世界遺産エリア】にてご用意しました!!!。 

 

ルアンパバーン市内中心部、メイン通りから少し離れたカーン川沿いに位置するホテル。主要観光地は徒歩圏内ながら、喧騒から離れ落ち着
いた滞在が可能です。レストランや客室内はセンス良い家具でまとめられており、優雅な雰囲気、ホテルにはスパも併設されています。 

<<BURASARI HERITAGE>>  

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>>  

ルアンパバーン & ビエンチャン 3泊4日 

Day1 

VN662便 シンガポール 15:50発 – ハノイ 18:10着 
VN2905便 ハノイ 19:10発 – ルアンパバーン20:30着 
現地到着後、現地係員が空港でお待ちしております。 
●夕食●『ルアンパバーンの郷土料理』をお楽しみください。 

＜ルアンパバーン泊＞ 

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。 
【ルアンパバーン観光】 
◆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』 
◆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』 
●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』 
◆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』 
◆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●有名フレンチレストランにて『ラオフレンチ』 

＜ルアンパバーン泊＞  

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。 
11時ごろ空港へご案内します（軽食BOXをお渡しします）。 
 
QV102便 ルアンパバーン 13:05発 – ビエンチャン 13:45着 
 
【ビエンチャン市内観光】 
◆黄金の塔を持つビエンチャンを代表する寺院『タートルアン』※外観のみ 
◆かつてエメラルド仏が安置されていた『ワット・ホーパケオ』 
◆6,000体以上の仏像が納められいる『ワット・シーサケット』 
●その後、レストランへご案内 

＜ビエンチャン泊＞  

朝食 
昼食 
（軽食ボックス） 

夕食 

Day4 

●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。 
VN921便 ビエンチャン 11:50発 – ホーチミン 15:05着（プノンペン経由） 
VN2905便 ホーチミン 16:10発 – シンガポール 19:15着 

朝食 

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 
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うれしい特典 ① 

うれしい特典 ② 

ルアンパバーン支店にて滞在中1回ラオス少数民族「モン族」の衣装レンタル 
ご出発7日前までに(土日・祝日を除く)までにお申し込みください。 
レンタル可能時間：平日 08:00~16:00(16:30までに返却ください) 
土曜日 08:00~11:00(11:30までに返却ください) 日曜・祝日は利用不可 

ルアンパバーン支店にて滞在中1回、自転車レンタル 
自転車をレンタルして、世界遺産の街を爽快に走ってみませんか。 
ご出発7日前までに(土日・祝日を除く)までにお申し込みください。 
レンタル可能時間：平日 08:00~16:00(16:30までに返却ください) 
土曜日 08:00~11:00(11:30までに返却ください) 日曜・祝日は利用不可 
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ルアンパバーン & ビエンチャン 3泊4日 

ホテル 滞在日 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 ルアンパバーン ビエンチャン 

スーペリアクラス 
★★★ 

（部屋指定無し） 

スーペリアクラス 
★★★ 

（部屋指定無し） 
4月1日~9月30日 2280 1440 1060 800 

デラックスクラス 
★★★★ 

（部屋指定無し） 

デラックスクラス 
★★★★ 

（部屋指定無し） 
4月1日~9月30日 2480 1560 1150 860 

VICTORIA 
XIENGTHONG 

（PALACE ROOM） 

デラックスクラス 
★★★★ 

（部屋指定無し） 
4月1日~9月30日 2600 1630 1200 900 

3 NAGAS  
M GALLERY 

（DELUXE ROOM） 

デラックスクラス 
★★★★ 

（部屋指定無し） 
4月1日~9月30日 2660 1670 1230 930 

AVANI+ 
（DELUXE ROOM） 

デラックスクラス 
★★★★ 

（部屋指定無し） 
4月1日~9月30日 2760 1720 1260 950 

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：ベトナム航空S$270)  
 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2～11歳のお子様で、 
 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。 

クラス受けホテル 

クラス ルアンパバーン ビエンチャン 

スーペリアクラスホテル MAISON DALABUA, SALA PRABANG, INDIGO 
HOUSE HOTEL, LUANG PRABANG 

RESIDENCE, CAFÉ DE LAOS 
または同等クラスホテル 

MERCURE, CITY INN VIENTIANE, BEST WESTERN 
VIENTIANE, CHANTHAPANYA HOTEL, IBIS 

VIENTIANE NAM PHU, VIENTIANE PLAZA HOTEL, 
LE LUXE BOUTIQUE HOTEL 
または同等クラスホテル 

デラックスクラスホテル VILLA MALY, VILLA DEUX RIVIERES, VILLA 
SANTI HOTEL, MEKONG RIVER VIEW HOTEL, 
MAISON SOUVANNAPHOUM HOTEL, SATRI 

HOUSE 
または同等クラスホテル 

CROWNE PLAZA, LAO PLAZA HOTEL, GREEN PARK 
BOUTIQUE HOTEL, SALANA BOUTIQUE HOTEL, 

LANDMARK MEKONG RIVERSIDE HOTEL, ANSARA 
HOTEL, DHAVARA BOUTIQUE  

または同等クラスホテル 

ラオス基本情報 

●シンガポールとの時差 
－1時間 
 
●チップ 
基本的には不要 
 
●季節 
乾季：10月~3月 
雨季：4月~9月 

●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。 

●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。 

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。 
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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。 

✔メコン川沿いに佇む古都世界遺産ルアンパバーンとラオスの首都ビエンチャンを効率よく周遊！ 
✔山や川の幸を使ったラオス料理付き！お食事も充実です。 
✔ルアンパバーンでは有名な托鉢を見学！日本語ガイド同行で安心です。 

世界遺産 ルアンパバーン 
Luang Prabang 

王宮博物館 
かつて王宮だった建物を保存した博物館。
豪華な装飾や献上品、美術品は必見！ 

 

托鉢見学と朝市見学 
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。 

ナイトマーケット 
メイン通りの一角は歩行者天国となり、毎
夜ナイトマーケットが開催されます。たく
さんの屋台や土産物屋が並ぶその光景は幻
想的。 

メコン川クルーズとパークウー洞窟観光 
東南アジアを流れる大河メコン川を、ラオ
スの雄大な自然を眺めながらパークウー洞
窟目指してクルーズします。 

ワットシェントーン 
ラオスの寺院の中でも最高級の美しさを誇
る寺院。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。 

プーシーの丘 
王宮博物館の向かいにある小高い丘。328
段の階段を上ると、メコン川とカーン川に
はさまれた緑豊かな美しい街の眺めが楽し
めます。 

首都 ビエンチャン 
Vientiane 

タートルアン 
ラオスの国のシンボルともいわれる黄金の
仏塔。毎年11月頃のタートルアン祭りに
はラオス中の僧侶が集まります。 

ルアンパバーンは豊かな自然に
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。  

ワット・シーサケット 
ラオスに現存するもっとも古いお寺には
6,000体以上の仏像が納められいます。 

ワット・ホーパケオ 
セタティラート王がルアンパバーンから 
ビエンチャンに遷都する際、タイ北部から
運ばれた 
エメラルド仏を安置するために造られたお
寺。 

モン族の村  
鮮やかな刺繍の入っ た衣装をまとう少数 
民族モン族の村を訪れます。 

クワンシー の滝 
エメラルドグリーンの 水が流れ落ちる美し い滝。遊泳も可能。 
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●ルアンパバーン ホテル情報● 

VICTORIA XIENGTHONG PALACE 
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。  

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 >>  

食事 
Meal 

ルアンパバーンは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。 

3 NAGAS  
築100年以上の伝統建築を改装して作られた高級
ブティックホテルです。ホテルは本館と通りを
隔てて向かいある別館、隣接するレストランの
３棟から構成されています。あえてクラシカル
な雰囲気を残し、鉄やスチール材にはない土壁
やチーク材の温もりがゲストを迎えいれてくれ

ます。 

AVANI+ 
「大人の現実逃避のための究極の隠れ家」の美
学をテーマに建築を手がけた、全てから解放さ
れた非現実のリゾートです。 
フランス植民地時代の麗しき姿を残すAVANIは、
シンプルながら独自のエレガントさが漂う大人
の隠れ家リゾート。コロニアル風情薫る瀟洒な
館で、心穏やかなるルアンパバーンの休日をお
過ごしください。 


