
HISシンガポール支店 

CAMBODIA 

シンガポール発 日程 食事 

DAY1 

                        
 SQ998便 シンガポール07:55発 ヤンゴン09:20着  現地係員と共に市内レストランへ 
 午後：ヤンゴン市内観光 
 (ミャンマー最大の聖地・黄金に輝くシュエダゴンパゴダ、巨大な寝釈迦像のチャウタッジーパゴダ、 
 街の中心スーレーパゴダ、独立記念塔、ボジョーマーケット) 
 夕食：ミャンマー麺料理  

昼食 
夕食 

DAY2 

 早朝：国内線にてバガンヘ ※朝食はBOXブレックファーストになる場合がございます。 

 終日バガン観光（ニャンウー市場、シュエジーゴンパゴダ、アーナンダー寺院） 

 昼食：エーヤワディー川沿いのレストランにてミャンマー料理 

 午後：バガン遺跡観光 

 漆工房、タビニュー寺院、マヌーハ寺院、パゴダの上から夕日鑑賞(天候によりご覧頂けない場合がございます) 

 夕食：伝統芸能のあやつり人形劇を見ながら食事 

朝食 
昼食 
夕食 

DAY3 

 ※オプショナル：バガン熱気球アレンジ可能 お一人様S$445.00 

 終日：ポッパ山・バガン郊外観光(ポッパ山のタウン・カラット、バガン郊外の村) 

 昼食：ポッパ山を見ながらの食事 

 夕方：国内線にてヤンゴンへ 

 夕食：鍋料理または中華料理 

朝食 
昼食 
夕食 

DAY4 
 現地係員と共に、空港へ 
   SQ997便 ヤンゴン10:25発 シンガポール15:10着 

朝食 
 

部屋確保中 

部屋確保中 

部屋確保中 

直行便 利用 

東のアンコールワットと呼ばれる密林に潜むベンメリア遺跡観光付き 

市内中心部から車で1時間30分。修復が施されないまま現在も密林にひっそりと埋もれた巨大遺
跡。神秘的なムードが漂う遺跡で探検気分を味わってみては。2泊3日では時間的に行く事が難
しい中、特別にご用意致しました。ベンメリア遺跡目的の方にもオススメ。 満喫プランがお得!! 

シュエダゴンパゴダ バガン遺跡群 バガンの夕焼け 

アーナンダ寺院 ポッパ山 タビニュー寺院 ボージョーアウンサンマーケット 

写真はイメージです 

アンコールワット、ボロブドゥール遺跡と並ぶ世界三代仏教遺跡であるバガン遺跡を訪れるヤンゴン&バガン3泊4日。 
約40k㎡にも及ぶ平野部に大小様ざまな3,000基あまりの仏塔や寺院が林立しているバガン遺跡ではサンセット鑑賞もあり。 
ヤンゴン市内には黄金に輝くミャンマー最大の仏教聖地であるシュエダゴンパゴダがあり、夜にはライトアップもされる。 
食事も日本人に合った味付けで白米とビールが進むこと間違いなし。 

有効期限 2018年04月01日～2018年09月30日 

チャウタッジーパゴダ 



日程 食事 

DAY1 

                        
 SQ998便 シンガポール07:55発 ヤンゴン09:20着  現地係員と共に市内レストランへ 
 午後：ヤンゴン市内観光 
 (ミャンマー最大の聖地・黄金に輝くシュエダゴンパゴダ、巨大な寝釈迦像のチャウタッジーパゴダ、 
 街の中心スーレーパゴダ、独立記念塔、ボジョーマーケット) 
 夕食：ミャンマー麺料理 ※食事アレンジプランご用意しております。裏面をご参照下さい。 

昼食 
夕食 

DAY2 

 早朝：国内線にてバガンヘ ※朝食はBOXブレックファーストになる場合がございます。 

 終日バガン観光（ニャンウー市場、シュエジーゴンパゴダ、アーナンダー寺院） 

 昼食：エーヤワディー川沿いのレストランにてミャンマー料理 

 午後：バガン遺跡観光 

 漆工房、タビニュー寺院、マヌーハ寺院、パゴダの上から夕日鑑賞(天候によりご覧頂けない場合がございます) 

 夕食：伝統芸能のあやつり人形劇を見ながら食事 

朝食 
昼食 
夕食 

DAY3 

 ※オプショナル：バガン熱気球アレンジ可能 お一人様S$445.00  

 終日：ポッパ山・バガン郊外観光(ポッパ山のタウン・カラット、バガン郊外の村) 

 昼食：ポッパ山を見ながらの食事 午後：ダマヤンジー寺院（入場）、スラマニ寺院（入場）、サンセットクルーズ  

 夕食：西洋料理 

朝食 
昼食 
夕食 

DAY4 

 午前：空路、国内線にてヘーホーへ 

   到着後、インレー湖遊覧観光、ファウンドーウーパゴダ（入場）、ガーペー僧院（入場） 

 昼食：湖上レストランにてイタリア料理 午後 ： インレー湖観光、織物工房（下車）、インダー族の集落（下車） 

 夕食：シャン地方の郷土料理 

朝食 
昼食 
夕食 

DAY5 
 朝：国内線にてヤンゴンへ 
 <昼食>にご案内します。 
 MI519便 ヤンゴン17:35発 シンガポール22:10着 

朝食 
 

直行便 利用 

日程 食事 

DAY1 

                        
 SQ998便 シンガポール07:55発 ヤンゴン09:20着  現地係員と共に市内レストランへ 

 到着後、バゴー市内観光 
  バゴーの象徴的涅槃仏シュエターリャウンパゴタ（入場）、シュエモードパゴタ（入場）、 
  チャイプーンパゴダ（入場）、チャカッワイン僧院 
 <昼食>ミャンマーセット料理 
  ヤンゴンに戻り、ホテルへご案内 
 <夕食>民族舞踊とアジアンビュッフェ 

昼食 
夕食 

DAY2 

 ヤンゴン市内観光 
 シュエダゴンパゴダ（入場）、チャウタッジーパゴダ（入場）、スーレーパゴダ（車窓）、独立記念塔（下車） 
 <昼食>ミャンマーセット料理 
 午後、ボージョーアウンサンマーケット（入場） 

朝食 
昼食 

DAY3 
 現地係員と共に、空港へ 
   SQ997便 ヤンゴン10:25発 シンガポール15:10着またはMI便 ヤンゴン17:35発 シンガポール22:10着 

朝食 
 

直行便 利用 

日程 食事 

DAY1 
                        
 SQ998便 シンガポール07:55発 ヤンゴン09:20着  到着後、ゴールデンロックへ 
 夕日鑑賞(雨天中止)                                チャイティーヨー泊 

 
 

DAY2 
 バゴー市内観光 バゴーの象徴的涅槃仏シュエターリャウンパゴタ（入場）、シュエモードパゴタ（入場）、 
 チャイプーンパゴダ（入場）チャカッワイン僧院  <昼食>ミャンマーセット料理、ヤンゴンに戻り、ホテルへご案内 
 <夕食>民族舞踊とアジアンビュッフェ 

朝食 
昼食 
夕食 

DAY3 

 ヤンゴン市内観光 シュエダゴンパゴダ（入場）、チャウタッジーパゴダ（入場）、スーレーパゴダ（車窓）、独立記念塔
（下車）<昼食>ミャンマーセット料理 午後、ボージョーアウンサンマーケット（入場） 
 その後、現地係員と共に空港へ 
   SQ5019便 ヤンゴン17:35発 シンガポール22:10着 

朝食 
昼食 

直行便 利用 

 ①ヤンゴン・バガン 3泊4日  ツアー代金 お一人様あたり 大人1名1室 大人2・3名1室 子供 
ベッド有 

CWB 

子供 
ベッド無 

CNB 
ご宿泊ホテル ご出発日 お部屋種類 SINGLE TWIN/TRIPLE 

 スタンダードクラス  
  Standard Class 

01APR– 07APR 
18APR– 30SEP 

お部屋指定無し 
2230 1690 1440 890 

08APR – 17APR 2800 2000 1720 920 

 スーペリアクラスホテル 
Superior Class 

01APR– 07APR 
18APR– 30SEP お部屋指定無し 

2360 1770 1510 910 

08APR – 17APR 2940 2100 1810 950 

 デラックスクラス 
Deluxe Class 

01APR– 07APR 
18APR– 30SEP お部屋指定無し 

2550 1880 1610 920 

08APR – 17APR 3120 2190 1890 950 



 ③ヤンゴン観光付き 2泊3日  ツアー代金 お一人様あたり 大人1名1室 大人2・3名1室 子供 
ベッド有 

CWB 

子供 
ベッド無 

CNB 
ご宿泊ホテル ご出発日 お部屋種類 SINGLE TWIN/TRIPLE 

 スタンダードクラス  
  Standard Class 

01APR – 10APR 
18APR – 30SEP お部屋指定無し 

1090 830 680 530 

11APR – 17APR 1430 1020 860 730 

 スーペリアクラスホテル 
Superior Class 

01APR – 10APR 
18APR – 30SEP お部屋指定無し 

1200 900 740 550 
11APR – 17APR 1540 1090 920 750 

 デラックスクラス 
Deluxe Class 

01APR – 10APR 
18APR – 30SEP お部屋指定無し 

1360 990 820 550 

11APR – 17APR 1700 1170 1000 750 

④ヤンゴン・ゴールデンロック 2泊3日   
ツアー代金  お一人様あたり 

大人1名1室 大人2・3名1室 子供 
ベッド有 

CWB 

子供 
ベッド無 

CNB ご宿泊ホテル ご出発日 お部屋種類 SINGLE TWIN/TRIPLE 

 スタンダードクラス  
  Standard Class 

01APR – 09APR 
18APR – 30SEP 

お部屋指定無し 
1510 1090 910 760 

10APR – 17APR 2140 1460 1230 820 

 スーペリアクラスホテル 
Superior Class 

01APR – 09APR 
18APR – 30SEP お部屋指定無し 

1580 1140 950 780 

10APR – 17APR 2180 1480 1260 820 

 デラックスクラス 
Deluxe Class 

01APR – 09APR 
18APR – 30SEP 

お部屋指定無し 
1680 1200 1000 790 

10APR – 17APR 2260 1520 1290 820 

②ヤンゴン・バガン・インレー 4泊5日   
ツアー代金  お一人様あたり 

大人1名1室 大人2・3名1室 
子供 

ベッド有 
CWB 

子供 
ベッド無 

CNB ご宿泊ホテル ご出発日 お部屋種類 SINGLE TWIN/TRIPLE 

 スタンダードクラス  
  Standard Class 

01APR– 05APR 
18APR– 30SEP お部屋指定無し 

3040 2230 1960 1060 

06APR – 17APR 3870 2690 2380 1120 

 スーペリアクラスホテル 
Superior Class 

01APR– 05APR 
18APR– 30SEP お部屋指定無し 

3180 2330 2030 1090 

06APR – 17APR 4010 2790 2460 1150 

 デラックスクラス 
Deluxe Class 

01APR– 05APR 
18APR– 30SEP お部屋指定無し 

3360 2440 2130 1120 

06APR – 17APR 4140 2860 2520 1150 

 利用予定ホテル【ヤンゴン】下記のホテルのいづれかとなります。 

スタンダードクラス スーペリアクラス デラックスクラス 
・セントラル ・タマダ ・ユザナ 
・パンダ ・イースト(バスタブなし) 
・インターナショナル ・パノラマ 
・ユザナガーデン ・マイホテル 
・オーキッド ・アジアプラザ 
・クローバー(バスタブなし)・イースト(バスタブなし) 
・ミャンマーライフ 

・ベストウエスタングリーンヒル 
・サミットパークビュー 
・ホテルヤンゴン 
・インヤーレイク ホテル ヤンゴン 
・ホテルセブンマイルズ 
・ミカサ・アルファ・アベニュー64 
・チェリーヒル ・ザロフト ・ホテルパラミ 
・トウウィンガーデン(バスタブなし) 

・スーレーシャングリラ ホテル（旧トレーダーズホテル） 
・チャトリウムホテルヤンゴン 
・セドナホテルヤンゴン 
・パークロイヤル 
・カンドージパレス 
・サボイホテルヤンゴン 
・ノボテルヤンゴン マックス 
・メリア ヤンゴン 

 利用予定ホテル【バガン】下記のホテルのいづれかとなります。 

スタンダードクラス スーペリアクラス デラックスクラス 

・ルビートゥルー ホテル 
・アトーカ ホテル 
・ケディ アウン ホテル(バスタブなし) 
・タンテホテルニャウンウー(バスタブなし) 
・クムダラ ホテル ・フローラルブリーズ 
・アムブラ ・スカイパレスホテル 
・バガンプリンセスホテル  
・ラザギョーホテル(バスタブなし) 

・タジン ガーデン ホテル バガン 
・バガンタンデホテル 
・バウガ テイディ ホテル(バスタブなし) 
・アレンダマルホテル(バスタブなし) 
・シュエイープインホテル 

・ミャンマートレジャーリゾート 
・バガン ティリピッサヤ サンクチュアリーリゾート 
・アメージングバガンリゾート 
・タラバーゲートオールドバガン 
・オーレアムパレスホテルリゾート 
・バガンホテルリバービュー 
・エーヤー リバービュー オールドバガン 
・バガンロッジホテル 
 

 利用予定ホテル【インレー】下記のホテルのいづれかとなります。 

スタンダードクラス スーペリアクラス デラックスクラス 

・アメージングホテル・ニャウンシュエ 
・パラマウント・インレーリゾート 
・ゴールデン・アイランドコテージ 
・パラダイス・インレーリゾート 
・フーピン ホテル カウンダイン ビラージュ 
リゾート 

・インレーリゾート※一部のお部屋はバスタブ無し 
・ミャンマートレジャーリゾートインレー 
・インレーレイクビューリゾート 
・シュエインター・フローティングリゾート 
・プリンスティンロータススパ 
・オーリアムインレーリゾート＆スパ 
・インレープリンセスリゾート 



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） sin.info@his-world.com 

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

VISA取得について 

ミャンマー入国管理局は、ミャンマーに短期滞在目的にて入国する場合、外国人に対し2014年9月1日より入国前にVISAの申請を義務付け
る新制度(EVISA)を導入致しました。この査証はオンライン申請が可能です。 
E-VISA専用ウェブサイト(http://evisa.moip.gov.mm/)にアクセスし、必要事項を入力して下さい。 
申請代金はお一人様USD50.00となります。(代金は予告なく変わる場合もございます)支払いはクレジットカードのみ。 
最大28日間ミャンマーに滞在可能。有効期限は発行から90日間。 
 
オンライン申請ができない方は、代行申請も承っております。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。 
代行申請をご希望の場合は、ご出発の2週間前までとなります。パスポートをお預かり期間は約1週間程となります。 

・両替はSGD,USDからチャットへの両替は可能ですが折れ目のついた札、破れた札(落書き、色落ち等含む)は使用、両替できません。 
一部の店舗はUSDをそのまま使うことができます。クレジットカードが利用可能な場所は多くはございません。細かい新札のUSDをお持ち頂く様に
お願い致します。 
・寺院の内部は裸足での見学となりますのでウェットティッシュをお持ち頂く事をお勧め致します。 
・お部屋はバスタブが無く、シャワーのみとなる場合がございます。 

※上記の代金に別途S$80.00/1名 燃油サーチャージ・空港税が必要となります。 
※含まれるもの：シンガポールまたはシルクエアー往復航空券、宿泊費、日程表通りの観光、日本語ガイド、旅程内の食事(お飲み物は現地払い) 
[ご予約金(デポジット)] 
 ご予約後、航空券の発券期限までにご予約金(デポジット)をお支払いください。航空券発券後は、ご予約金（デポジット）は払い戻し不可。 
[お取消料] 
 ご出発31日前～16日前まで：ご請求額からご予約金を差し引いた金額の50％  
 ご出発15日前～：払い戻し不可（100%) 
旅券の残存は入国時6ヶ月以上と滞在日数以上が必要になります。VISAが必要になりますので予めe-VISAのご取得をお願い致します。 
フライトスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。 

本場のミャンマー料理は辛すぎて
外国人には食べられないと言われ
ますが、外国人にもあった味付け
で安心してお召し上がり頂けます。
空心菜炒め、煮込み料理、野菜天
ぷらなどがございます。 

食事もおすすめ 

        この査証はオンライン申請が可能です。E-VISA専用 
       ウェブサイトにアクセスし必要事項を入力して下さい。 
       (http://evisa.moip.gov.mm/) 
申請代金はお一人様USD50.00となります。(代金は予告なく変わる場
合もございます)支払いはクレジットカードのみ。 
最大28日間ミャンマーに滞在可能。有効期限は発行から90日間。 

その他注意事項 

※オンライン申請ができない場合は代行申請も可能です（2週間前まで） 

・両替はSGD,USDからチャットへの両替は可能ですが折れ目や破れた
札(落書き、色落ち等含む)は使用、両替できません。一部の店舗はUSD
をそのまま使うことができます。 
クレジットカードが利用可能な場所は多くはございません。 
細かい新札のUSDをお持ち頂く様にお願い致します。 
・寺院の内部は裸足での見学となりますので、 
ウェットティッシュをお持ち頂く事をお勧め致します。 
・お部屋はバスタブが無く、シャワーのみとなる場合がございます。 

http://evisa.moip.gov.mm/
http://evisa.moip.gov.mm/

