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はじめに

東南アジアの国々とそこに住む人々がひとつになったASEANが設立50周年を迎え

ます。半世紀にわたる友情と喜びを記念して、東南アジアの人気の観光地を巡り
ながら複数の国を周遊する50のツアーを紹介します。

おいしいものを味わいたい、歴史を感じたい、アドベンチャーを満喫したい、ショッピング
を楽しみたい。すべての方にご満足いただける体験を揃えました。これらを全部まとめて
堪能したいという方にも喜んでいただけるはずです。

どんな目的をもった旅であろうと、ASEANはあなたの希望を叶えます。ASEAN設立
50周年の輝かしい祝賀の年である2017年は、一生に一度の旅に出る絶好のタイミング
です！
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4～7日間の
プログラム
忙しいスケジュールの合間を見て、数日間の休
みを取り、東南アジアを訪ねてみませんか。

ここでは2カ国以上を回り、それぞれの国の素
晴らしい見どころを巡る1週間以内のプランを
紹介します。
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カンポン・アイール水上集落（ブルネイ） 画像提供：Tourism Brunei

ブルネイとサラワク、都市から都市へ
（ブルネイ、マレーシア）
3泊4日：国境近隣の2つの都市、ブルネイのバンダルスリブガワンとマレーシアのサラワク州ミリを訪れる、
食と文化を満喫する旅です。
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見どころ

1日目はブルネイの活気あふれる首都、バンダルスリブガ
ワン（BSB）です。まずは地元レストランでブルネイならでは
の味を楽しみます。その後、スルタン・オマール・アリ・サイ
フディン・モスクを見学してから、賑やかなガドン地区のナイ
トマーケットへ。バンダルスリブガワンの庶民の暮らしを見て
聞いて、そして素晴らしい香りでご堪能ください。

2日目と3日目は国境を超えて、ブルネイと接するマレーシ
アの都市ミリで過ごします。ミリはバンダルスリブガワンと同
じく、石油が町の主要産業です。今回の都市を巡る旅では、
ミリで最初に石油が発見されたBukit Tenaga（かつてのカ
ナダヒル）にも立ち寄ります。

ミリでは「黒い黄金」と呼ばれる石油のおかげで多種多様な文化が育まれました。文化的
な見どころがたくさんあり、道教寺院やサラワク州のハンディクラフト・センターなどを巡り
ます。

ミリを巡るツアーではこうした観光スポットをすべて訪れ、最後に朝市とビンタンモールで
ショッピングを楽しみます。

最終日にはブルネイに戻って、タム（オープン・マーケット）、レガリアセンターやマレー技
術博物館などの有名な博物館、カンポン・アイール（水上集落）といったバンダルスリブガ
ワンの主な見どころを見て回ります。水上タクシーでカンポン・アイールに到着した後は、
ゆったりと座って地元のケーキとお茶を楽しみます。首都で最も新しいモスク、ジャミヤ
シル・ハサニル・ボルキア・モスクを見学後、Rahmansでブルネイのお土産を買って、
BSB空港から帰国の途につきます。

石油ミュージアム（マレーシア、ミリ）

画僧提供：Tourism Malaysia
タツノオトシゴの像（マレーシア、ミリ）

画像提供：Sarawak Tourism

BOOK THIS
TOUR

For tour prices,  
timetables and  
other important  
details, visit  
Freme Travel’s  
official site:  
freme.com.
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夕暮れのスルタン・オマール・アリ・サイフディン・モスク 画像提供：Brunei Tourism

ボルネオの文化的見どころ（ブルネイ、マレーシア）
4泊5日：ブルネイのバンダルスリブガワンとマレーシアのサバ州コタ・キナバルの文化に親しみ、
途中ビーチにも立ち寄るプランです。
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見どころ

ガドン地区のナイトマーケット（ブルネイ、バンダルスリブガワン）
画像 (c) Iqremix / Creative Commons

サピ島（マレーシア、サバ州）

画像 (c) Borneo Encounter Tours &  Transportation (BETT) / Creative Commons 

ツアーの開始は夕方で、バンダルスリブガワンのレス
トランでブルネイならではの味を楽しむことからスター
トします。ライトアップされたスルタン・オマール・アリ・
サイフディン・モスクを見学してから、賑やかなガドン地
区のナイトマーケットで、活気に満ちたブルネイの首都
を体験してください。

翌日は朝から、タム（オープン・マーケット）、レガリア
センターやスルタンの王宮（イスタナ・ヌルル・イマン）
など王室関係の建造物、カンポン・アイール（水上集
落）といったバンダルスリブガワンの主な見どころを見
て回ります。水上タクシーでカンポン・アイールに到着
した後は、ゆったりと座って地元のケーキとお茶を楽し
みます。

首都で最も新しいモスク、ジャミヤシル・ハサニル・ボルキア・モスクを見学後、Pelangi
Mutiara Tourist Squareでブルネイのお土産を買ってから、国境を超えてサバ州のコタ・キナ
バルに向かいます。近隣のトゥンク・アブドゥル・ラーマン公園へはフェリーで移動します。公園
内のサピ島では、のんびりとくつろいだ時間を過ごすことができるでしょう。まばゆいばかりの
真っ白なビーチで泳いだりシュノーケリングを満喫した後は、戸外でバーベキューをお楽しみく
ださい。

最終日には、コタ・キナバル近くのマリマリ文化村を訪ねます。村はボルネオのジャングルの
中にあり、バジャウ族、ルンダヤ族、ムルッ族、ルングス族、ドゥスン族の5つの民族が、それ
ぞれの伝統文化を紹介しています。タトゥー体験や吹き矢体験など、文化工芸の実演に触れる
と「文明」を忘れて、現地の文化をたっぷりと味わえます。

BOOK THIS  
TOUR

For tour prices,  
timetables and  
other important  
details, visit  
Freme Travel’s  
official site:  
freme.com.
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スルタン・オマール・アリ・サイフディン・モスク（ブルネイ） 画像提供：Brunei Tourism

ボルネオの自然を巡る（ブルネイ、マレーシア）

5泊6日：バンダルスリブガワンの洗練された都会のにぎわい、ウル・トゥンブロンの熱帯雨林での濃密な体験、
トゥンク・アブドゥル・ラーマン公園の手つかずの海の眺めなど、さまざまな世界を巡る旅です。



12

見どころ

ブルネイの首都バンダルスリブガワンに降り立ったら、まず
は地元のレストランでブルネイならではの味を楽しみます。
それからスルタン・オマール・アリ・サイフディン・モスクを眺め、
ガドン地区のナイトマーケットの雰囲気をたっぷりと味わってく
ださい。

翌日は1日かけて、タム（オープン・マーケット）、レガリアセン
ターやマレー技術博物館などの有名な博物館、カンポン・ア
イール（水上集落）といったバンダルスリブガワンの主な見ど
ころを見て回ります。水上タクシーでカンポン・アイールに到
着した後は、ゆったりと座って地元のケーキとお茶を楽しみ
ます。

首都で最も新しいモスク、ジャミヤシル・ハサニル・ボルキア・
モスクを見学したら、最後にRahmansでブルネイのお土産を
買いましょう。

翌日は朝早く出発して、ウル・トゥンブロン国立公園に向かいます。7時にはトゥンブロン
地区に向けて川を下り、ウル・トゥンブロンに入ります。ウル・トゥンブロンのキャノピー・
ウォークの頂上からのボルネオ熱帯雨林の眺めは最高です。

4日目は、国境を超えてサバ州のコタ・キナバルに向かいます。近隣のトゥンク・アブドゥ
ル・ラーマン公園へはフェリーで移動します。公園内のサピ島では、のんびりとくつろい
だ時間を過ごすことができるでしょう。まばゆいばかりの真っ白なビーチで泳いだりシュ
ノーケリングを満喫した後は、戸外でバーベキューをお楽しみください。

最終日には、コタ・キナバル近くのマリマリ文化村を訪ねます。村はボルネオのジャング
ルの中にあり、バジャウ族、ルンダヤ族、ムルッ族、ルングス族、ドゥスン族の5つの民
族が、それぞれの伝統文化を紹介しています。タトゥー体験や吹き矢体験など、文化工芸
の実演に触れると、「文明」を忘れて、他では体験できない現地の文化をたっぷりと味わ
えます。

トゥンブロンのキャノピー・ウォーク（ブルネイ）

画像 (c) Brendan / Creative Commons
サピ島（マレーシア、サバ州） 画像 (c) Adib Wahab / Creative Commons 

BOOK THIS  
TOUR
For tour prices,  
timetables and  
other important  
details, visit  
Freme Travel’s  
official site:  
freme.com.
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古代王国：ジョグジャカルタとマラッカ
（インドネシア、マレーシア）

ボロブドゥール（インドネシア、マゲラン） 画像提供：Mike Aquino

5泊6日：インドネシアのジョグジャカルタからマレーシアのマラッカまで、東南アジア随一の由緒ある

スルタン王国とその歴史を巡る旅です。
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見どころ

キリスト教会（マレーシア、マラッカ）

画像提供：Mike Aquino
アセアン彫刻公園（マレーシア、クアラルンプール）

画像提供：Tourism Malaysia

ジョグジャカルタの中心に位置する記念碑「トゥグ」の塔を起
点に、ジャワ島の多くの史実や、インドネシアの古代ジャワ王
国やそれを受け継ぐものたちの、荘厳な姿に出会うことがで
きます。壮大な仏教曼荼羅であるボロブドゥール寺院では、
穏やかな表情の仏像たちが四方を見つめています。ジグソー
パズルのようなヒンドゥー教のプランバナン寺院のそびえ立
つ尖塔は、シヴァ神、ヴィシュヌ神、ブラフマ神に捧げられた
ものです。

現在もジョグジャカルタはスルタンが治めており、その存在は居
城のクラトン王宮で感じることができます。そこからさほど遠くな
いところには、タマン・サリ（水の王宮）があり、かつてスルタン
が快楽にふけった保養地の名残を見ることができます。

ジョグジャカルタからマレーシアの首都クアラルンプールへは
空路で移動します。市内にはマレーシアの国家記念碑や
ASEANガーデンの彫像、クアラルンプールを象徴するペト

ロナス・ツイン・タワーなど、驚くような建造物が数多くあります。また、ムガール様式
の独創的なクアラルンプール駅やイスラム美術博物館、マスメッド・ジャメ（モスク）など
独立広場周辺の建物など、歴史的な建物も豊富です。

ジャディ・バティック・ハンディクラフト・センターでお土産を買ったら、南のマラッカに
向かいます。マラッカはマラッカ・スルタン国のかつての中心地で、植民地支配の
戦いの地でもありました。マラッカの豊かな歴史は、由緒ある古い建造物に見て取ることが
できます。セントボール教会跡やオランダが建設したスタダイス、キリスト教会、ビクトリア女王の
噴水、そしてマラッカの「ハーモニー通り」沿いにはチェン・フー・テン寺院があります。

最後にジョンカー通りをのんびりと散策して、プラナカン文化が生まれたまさにその町
で、本物のプラナカン料理を味わって、旅を締めくくりましょう。

BOOK THIS  
TOUR
For tour prices,  
timetables and other  
important details, visit  
Pacto Jakarta’s official  
site: freme.com, or  
email tina@pactoltd.  
com and  
gholy@pactoltd.com.

mailto:gholy@pactoltd.com
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独立広場の向かい側にある建物（マレーシア、クアラルンプール） 画像提供：Mike Aquino

文化、都市、そしてカジノ（インドネシア、マレーシア）
5泊6日：インドネシア・バリ島の文化的な見どころと、マレーシア・クアラルンプールのライトアップされた
通りを巡り、ゲンティン・ハイランドのカジノで一攫千金を狙う旅です。
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見どころ

ウルワツ寺院でのケチャの公演（バリ島）

画像提供：Mike Aquino
ゲンティン・ハイランド（マレーシア）

画像提供：Tourism Malaysia

彫像といった東南アジア有数の斬新な建築物や彫刻があり、独立広場の周りには歴
史的な建物も残っています。目もくらむような高さのペトロナス・ツイン・タワーや、ム
ガール様式の独創的なクアラルンプール駅、国立モスク、イスラム美術博物館、マス
メッド・ジャメ（モスク）などを見ることができます。

クアラルンプールの締めくくりにジャディ・バティック・ハンディクラフト・センターに立
ち寄ってから、マレーシアで人気の高原のカジノスポット、ゲンティン・ハイランドに
移動します。幸運の女神があなたに味方してくれますように！

最初の3日間で、バリ島の深遠なヒンドゥー文化に触れます。
ウルワツ寺院でケチャダンス、バトゥブラン村でバロンダンスを
鑑賞し、海沿いのタナ・ロット寺院の壮大な姿を眺め、ウルン・ダヌ寺
院やタンパシリンの水辺の寺の美しさを堪能します。また、タマン・ア
ユン寺院やキンタマーニ高原のバトゥール山の卓越した美しさも味わ
います。

バリ島には文化的に貴重なお土産がたくさんあります。このツ
アーではGaluh Batik Factoryやスカワティ・アートマーケット
のショッピングセンターで自由にショッピングを楽しむことがで
きます。

ツアー4日目には、マレーシアの首都クアラルンプールに移動し
ます。市内にはマレーシアの国家記念碑やASEANガーデンの

BOOK THIS  
TOUR

For tour prices,  
timetables and other  
important details, visit  
Pacto Jakarta’s official  
site: freme.com, or email  
tina@pactoltd.com and  
gholy@pactoltd.com.

mailto:tina@pactoltd.com
mailto:gholy@pactoltd.com
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シンガポール・フライヤーからの夜景 画像提供：Singapore Tourism Board

テーマパークとショッピング
（インドネシア、シンガポール）

6泊7日：シンガポール、ジョホール、ジャカルタ、バンドゥンで、東南アジア屈指のテーマパークと人気の
アウトレットストアを巡ります。
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見どころ

スンダクラパ埠頭（インドネシア、ジャカルタ）
画像提供：Mike Aquino

バンドゥンのアウトレットストア（インドネシア）

画像提供：Mike Aquino

まずシンガポールで、東南アジア屈指の近代的な（そして最も
楽しめる）テーマパークをいくつか訪れます。

最初は映画をテーマにした、セントーサ島のユニバーサル・スタ
ジオ・シンガポールです。ここではトランスフォーマーやジュラ
シックパーク、ハムナプトラといった人気映画の世界が体験でき
ます。ついで国境を超えたジョホールでは、レゴランドがあなた
を待っています。ウォーターパークもプラスチックブロックのミニ
チュア模型も、ここでは「何もかもが素晴らしい！」です。最後に、
シンガポール・フライヤーに乗って、空高くから、シンガポールと

近隣の島々の絶景をご堪能ください。

続いてインドネシアのジャカルタへ。ここでは歴史的・文化的な色彩が強いアトラク
ションが楽しめます。旧港スンダクラパやファタヒラ博物館、グロドッ地区のチャイナタ
ウン、自撮りスポットの独立記念塔を訪れます。タマン・ミニ・インダーではインドネシ
アの全体像がわかります。

最後に立ち寄るのはバンドゥンです。爽やかな風の吹く山あいの町で、自然のアト
ラクションとショッピングを満喫できます。カワプティやRanca Upas、チウィディのい
ちご農園に行くか、もしくはルマモードやヘリテージ、サミットといったアウトレットストア
でお得な買い物を楽しむこともできます。

BOOK THIS TOUR

For tour prices,  
timetables and other  
important details,  
contact Panorama DMC  
on their website:  
www.panorama-tours.com, 
or email irwan.raman@  
panorama-tours.com
or roselin_pang@  
panorama-tours.com.

http://www.panorama-tours.com/
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地下河川（フィリピン、パラワン） 画像 (c) Paweesit / Creative Commons 

パラワン島の雄大な自然（マレーシア、シンガポール、フィリピン）

6泊7日：フィリピンのパラワン島で自然の素晴らしさを満喫した後、マレーシアとシンガポールでのんびりと
過ごすコースです。
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見どころ

旅のほとんどはフィリピンの楽園、パラワン島周辺で過ごしま
す。まずは州都プエルト・プリンセサからスタートして、島の
見どころを巡ります。クロコダイル・ファームを訪れ、「塀のな
い刑務所」として知られるイワヒグ刑務所に足を延ばし、市内
や近くのホンダ湾を見渡せるミトラ牧場に立ち寄ります。

次いで、プエルト・プリンセサ市から80キロほどのところに位
置するプエルト・プリンセサ地底河川国立公園で、世界最長
規模の地下にある地底川を見学します。ボートで奥へと進ん
でいくと、巨大な洞窟の空間にさまざまな形の見事な岩が現
れ、畏怖の念を覚えずにはいられません。

続いて、プエルト・プリンセサから車で30分のホンダ湾に移動して、Bat島、ルリ島、
Meara Marina島、パンダン島を回る島巡りツアーに出かけます。途中のビーチで泳いだ
りシュノーケリングを楽しんだり、のんびりくつろいでお過ごしください。

フィリピンの次はマレーシアです。クアラルンプールに立ち寄って、自由にのんびりと市
内を散策した後、ゲンティン・ハイランドに移動して、華やかなアトラクションをお楽しみ
ください。ケーブルカーから眼下の丘に広がる町の明るく照らされた美しい眺めを堪能したら、
ゲンティンのカジノで運試しをしてみてはいかがでしょう。

バスでクアラルンプールへ、そして最後は東南アジア一の近代都市シンガポールで過ご
します。最終日はゆっくり時間をかけて、シンガポールを自由に散策します。

パンダン島（フィリピン、ホンダ湾）

画像： Mendhak /   Creative Commons
ペトロナス・ツイン・タワー（マレーシア、クアラルンプール）
画像提供：Tourism Malaysia

BOOK THIS TOUR

For tour prices,  
timetables and other  
important details, visit  
Rajah Tour Philippines’  
official site:  
www.rajahtours.com.ph, 
or email: localtours@  
rajahtours.com.ph.

http://www.rajahtours.com.ph/
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3つの国のハーモニー：フィリピン、ベトナム、

聖マーチン教会（フィリピン、タール） 画像 (c) Tralphe XY / Creative Commons 

カンボジア
6泊7日：フィリピンの高地、植民地統治の面影を残すベトナム、王国が支配していた時代のカンボジアの遺跡。
東南アジア3カ国の見どころを巡ります。
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見どころ

フィリピンの文化はあまりよく知られていませんが、休眠中のタール火山や風光明媚なタール湖
のあたりを見渡せば、文化の香りが感じられます。

スペイン様式の教会と古い町並みで有名なタールは、スペイン統治下の面影を求める歴史マニ
アの心を魅了する町です。マニラへの道を辿りながら、タール湖を望むタガイタイや、セント・ジョ
セフ教会があるラスピニャスに立ち寄ります。セント・ジョセフ教会には、本物の竹のパイプででき
ている有名な「バンブーオルガン」があります。

マニラで一泊してから、ベトナムのホーチミン市に空路で移動します。ベトナム南部のこの町
は、かつてフランス植民地時代には交易の中継地でした。また、冷戦時代には首都として、
ベトナム戦争終結の地ともなりました。ホーチミン市内には、フランスと戦ったベトミンが建設
したクチトンネル、統一会堂やサイゴン大教会（聖母マリア教会）、中央郵便局、ホーチミン
人民委員会庁舎といった植民地時代の歴史的建造物など、過去の有名な逸話を思い起こさ
せる場所がたくさんあります。

ベトナム滞在の最後には、庶民的なベン・タイン市場と高級志向のドン・コイ通りでショッピン
グを満喫した後に、国境を越えてカンボジアの首都プノンペンに向かいます。目指すはアンコ

ール遺跡ですが、まずはノロドム国王が1866年に建
造した王宮と、その周辺の仏塔や博物館に立ち寄りま
す。

アンコール寺院群が草原の中に立つシェムリアップに、
いよいよ空路で移動します。シェムリアップではまず、
ボートに乗ってチョンクニア水上村を訪れましょう。コミュ
ニティ全体がカンボジア「最大の湖」トンレサップ湖に浮
かんでいて、住民は湖の恵みで生計を立てています。

旅の締めくくりは驚嘆するアンコール寺院群です。アン
コール・ワット、バイヨン寺、ワットトメイ、タ・プロムなど、
古い寺院を次々に散策してみましょう。これらはかつて
カンボジア全土とベトナムやタイの一部を支配した、強
大な勢力を誇った王国の遺跡です。

サイゴン中央郵便局 画像提供：Mike Aquino プノンペン王宮 画像提供：Tourism Cambodia

BOOK THIS TOUR

For tour prices, timetables  
and other important  
details, visit Annset  
Holidays Inc.’s official site:  
www.annsetholidays.com. 
ph; or email tours.travel@  
annsetholidays.com.ph  
(address to Ren Locsin) or  
ren.locsin@  
annsetholidays.com.ph.

http://www.annsetholidays.com/
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プラナコンシーアユタヤ（タイ） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand

運河と鉄道で巡るタイとカンボジア
6泊7日：川を下り鉄道に乗って、タイとカンボジア有数の人気観光スポットやあまり知られていない景勝地を巡ります。

見どころ

タイの川の周辺には、非常に活気に満ちて
いる集落があります。最もいい例が、バンコ
クの南西45キロに位置するマハチャイです。
旅はこの場所からスタートします。ここには
マハチャイ運河があり、ターチン川の集積漁
港では、大量の魚介類が行き交う、何世代
も変わることのない光景を見ることができま
す。

メークローン線路市場では、一味違う雰
囲気の市場があなたを待っています。こ
こで商売をしている人たちは、ぴったりの
タイミングで線路から商品を撤去して、列
車が通り過ぎるのを待つのです！
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陶磁器の熟練職人たちが住む近郊の河畔の町アムパワーで、ベンジャロン焼きの工
房と博物館を見学したら、ボートに乗り込んで、運河の美しい風景をお楽しみください。
果樹園や農場を眺めながら、メークローン川を遡り、ワット・バンクンを訪ねます。200
年前に建立されたこの寺院は、巨大な菩提樹の根に覆い尽くされてようとしています。

ダムヌン・サドゥアク水上マーケットを過ぎたら、第二次世界大戦追悼の地の玄関
口、カンチャナブリに進みます。ここには、戦争共同墓地や有名な『戦場にかける
橋』の舞台となったクウェー川に架かる死の鉄道、ヘルファイア・パス・メモリアル
博物館などがあります。

ここからアユタヤまでは車での長旅となります。アユタヤは、かつてのシャム国の破壊
された首都でした。ワット・パナンチューン（アユタヤ最古の仏像が今でも安置されてい
ます）、ワット・プラ・シー・サンペット、ワット・ヤイ・チャイ・モンコン、ワット・チャイ・ワタ
ナラームなどの寺院は寂れていますが、チャオプラヤー川の下流にあるバン・パイン
宮殿（夏の離宮）は手入れが行き届いています。

国境を越えたら、カンボジアの現首都プノンペンを日帰りツアーで楽しみましょう。独
立記念塔や国立博物館、王宮などを見学します。王宮内の銀寺には、5,000枚の銀
板が敷き詰められた有名な床があります。プノンペンの名前の由来となったワット・プ
ノンを訪れて、日帰りツアーはおしまいです。

旅の締めくくりは、シェムリアップでアンコール時代の巨大な寺院群を巡って、かつて
この地を支配した巨大王国に思いを馳せてみましょう。旅の最後の数日間で、樹木に
覆われたタ・プロムやレンガ造りのプラサット・クラヴァン寺院、壮麗なアンコール・ワッ
トなど、アンコールの遺跡群を細かく見て回ります。

タ・プロム（カンボジア、アンコール寺院群）
画像 © Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important  
details, contact Diethelm Travel by telephone
+66 (0) 2660 7000, email info@diethelmtravel.com, 
or visit their website diethelmtravel.com.

mailto:info@diethelmtravel.com
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メコンの漁師たち 画像提供：Ministry of Tourism Cambodia

驚きのメコン川（ベトナム、カンボジア）

6泊7日：東南アジアで重要な役割を担うメコン川をたどり、ベトナムのホーチミン市とチャウドック、カンボジアの
プノンペンとシェムリアップで歴史と文化を探求する旅です。
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見どころ

全長約4,900キロにわたり6カ国にまたがって流れている東南アジア屈指の壮大なメコン川は、
輸送手段として活用され、新鮮な水や食料の供給源ともなってきました。また、流域には数え
切れないほど多くの町や王国が誕生しました。

このツアーでは、メコン川の流れがどのように歴史や文化を形づくっていったかを理解すること
ができるでしょう。

ベトナム南部のホーチミン市はメコンデルタ近くに位置し、メコン川はここで南シナ海に流れ込
みます。20世紀にベトミンが建設したクチトンネルや市内にある植民地時代の建物を見学した
ら、メコンデルタ地域のチャウドックに足を延ばし、有名な寺院であるバー・チュアスー廟を訪
ねてみましょう。これもまた古い西安寺（タイアン寺）の仏塔には、ベトナムと他のアジアの建築
様式の融合が見て取れます。

チャウドック滞在の最後には、ボートに乗ってこの地域の水上生活集落と養殖場を見学しましょ
う。遠くからの眺めを楽しんだら、近くに寄って住民の暮らしぶりをごらんください。

チャウドックからは高速ボートでメコン川を上り、国境を越えてカンボジアの首都プノンペンに
向かいます。市内ツアーでは、独立記念塔や王宮、ワット・プノンといった首都で最も重要な
スポットを巡ります。

最後に、プノンペンから車で6時間の道のりをかけて、メコンの支流の恵みを受けて巨大な王国
が栄えた地に赴きます。シェムリアップは、壮大で非常に美しいアンコール寺院群への玄関口で
す。何週間もかけてアンコール寺院のすみずみまで探索する観光客もたくさんいますが、今回のツ
アーでは1日だけ見学します。朽ちかけているものの堂々たる姿を保つタ・プロム、広大な古代の都
アンコール・トム、バイヨン寺のたくさんの顔、81ヘクタールの広さに神々の住む場所を表す荘
厳なアンコール・ワットなどを見て回ります。

最後の日にはボートでトンレサップ湖に出かけます。湖にはメコンから水が流れ込み、祖先と同
じように肥沃な水に頼った生活を営む湖上の集落がいくつもあります。

バー・チュアスー廟（ベトナム）

画像 © Jean-Pierre  Dalbéra / Creative Commons 

BOOK THIS TOUR

For tour prices, timetables and other  
important details, contact Asianway  
Travel by telephone +84 (0) 43 7 755 888,  
email sales02@asianwaytravel.com or  
visit their website asianwaytravel.com.

mailto:sales02@asianwaytravel.com


27

8～11日間の
プログラム
東南アジアで1週間ほど過ごせば、思い

出に残る旅となるでしょう。自然の素晴ら
しさに触れ、独特の交通手段で魅力的な
町を巡る楽しい経験ができます。
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カンボジアとベトナムの国境をまたぐ心躍る旅

バーディン広場（ベトナム、ハノイ） 画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

7泊8日：カンボジアとベトナムの見どころを巡るこの旅では、首都と主要な観光スポットを幅広く回ります。
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見どころ

世界的に有名なアンコール寺院群への玄関口であるシェムリアップで、歴史的遺跡
や文化的観光スポットを巡る極上の旅に出かけましょう。

到着初日は、東南アジア最大の淡水湖であるトンレサップ湖へ。水上漁村や、伝統
的なクメール彫刻の研修センターであるアーティザン・アンコールを見学し、さらに
オールドマーケットやナイトマーケットでショッピングを楽しみます。シェムリアップで
の2日目は、クメール帝国の失われた都市を訪れ、神秘的で畏怖すら感じるアン
コール・トムの遺跡や、ジャングルに浸食された寺院タ・プロム、壮麗なアンコール・
ワットを見学し、そして、プレループでは美しい夕日を眺めます。

カンボジアに別れを告げる前に、首都プノンペンで一日過ごし、カンボジアを象徴す
る王宮や銀寺、印象的なトゥールスレン刑務所博物館、活気に満ちたセントラル
マーケットを見学します。

次の滞在地はベトナムです。クチトンネルに潜って、この国の歴史の一端に触れて
みましょう。また、ホーチミンとハノイのベトナム二大都市では、賑やかな喧騒に包ま
れたシティライフも体験します。

ホーチミンのシティツアーでは、歴史的な統一会堂や戦争証跡博物館、ショッピング
が楽しめるビン・タイ市場やベン・タイン市場、美しいサイゴン大教会（聖母マリア教
会）や覚林寺（ヤックラム寺）など、文化的な観光スポットを訪ねます。

魅惑の首都ハノイでは、広大なバーディン広場を散策したり、その周辺の有名な建造
物を訪ねるのはいかがでしょう。また、手入れの行き届いた文廟や、美しいホアン・キ
エム湖もお勧めです。湖の岸辺近くの島にはゴックソン寺もあります。

最後に、都会を離れてハロン湾に向かいます。ティエンクン洞、トゥアンチャウ島、
Dinh Huong Island、闘鶏岩、犬島、Sail Islandなどを船に乗って見て回り、石灰岩
の島々が無数に点在する自然の素晴らしさを堪能して、ハノイに戻ります。

王宮（カンボジア、プノンペン）

画像提供：Cambodia Ministry of Tourism

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Great Angkor Tour  
by telephone +855 23 212 421, email
Ang Kim Eang ang@greatangkortour.com, or  
visit their website  
www.greatangkortour.com.

mailto:ang@greatangkortour.com
http://www.greatangkortour.com/
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文化遺産を巡る旅：バンコク、ジョグジャカルタ、
バリ（タイ、インドネシア）

ウルン・ダヌ・ブラタン寺院（インドネシア、バリ島） 画像提供：Tourism Indonesia

7泊8日：東南アジアの深遠な文化を伝える代表的な都市を巡る旅です。ジョグジャカルタでジャワの暮らし、
バンコクで優美なタイの芸術、バリ島でヒンドゥー様式の手工芸品に触れます。
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見どころ

この旅はタイのバンコクから始まります。見どころ満載のバンコクには、ナイトマーケットや
サイアム・パラゴン・モールなどの魅力的なショッピングエリアがあり、また、チャオプラヤー
川沿いには、ワット・アルン（暁の寺）や王宮など、多くの歴史的建造物も残されています。

タイからインドネシアのジョグジャカルタへは空路で移動します。ジョグジャカルタは、かつて
この地を治めた歴代のヒンドゥー王国や仏教王国の魅力が色濃く残る町です。

まずは、ジョグジャカルタの現スルタン王宮であるクラトンを訪れます。タマン・サリ（水の王
宮）を見学した後、四方を見つめる穏やかな表情の仏像たちが印象的な、壮大な仏教曼荼
羅があるボロブドゥール寺院や、損傷を受けてはいるものの今もなお当時の威容を誇るプ
ランバナン寺院などの建造物を巡って、遠い昔の王国に思いを馳せてみましょう。

ジョグジャカルタの伝統文化は、バティック村や金銀細工の町コタ・ゲデで体験できます。そ
の後は、市内の繁華街マリオボロ通りでショッピングをお楽しみください。

最後に、少し東に移動してバリ島へ。見事なヒンドゥー寺院の数々に圧倒されることでしょう。
美しい水辺の寺ウルン・ダヌ・ブラタン寺院やタンパシリンを回り、荘厳な海辺のタナ・ロット
寺院の絶景に息をのみ、そして、キンタマーニではバトゥール山の静かな美しさに感動する
ことでしょう。

移動の合間には、ジンバランビーチでロマンティックな野外ディナーを堪能し、空港近くの観
光スポットのクタ地区ではショッピングを楽しみます。

ボロブドゥール（インドネシア） 画像提供：Mike Aquino／王宮（バンコク、タイ） 画像提供：Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important details, contact  
Bhara Tours & Travel via email: bhara@cbn.net.id, or call them at
+62 (0) 22 7234150.

mailto:bhara@cbn.net.id
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ケチャの公演（バリ島、ウルワツ寺院） 画像提供：Mike Aquino.

過去に遡る旅（シンガポール、インドネシア）

7泊8日：超近代的なシンガポールから時を超えて、歴史と深遠な文化で有名なインドネシアのふたつの観光地、
ジョグジャカルタとバリを巡ります。
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見どころ

東南アジアの未来都市シンガポールから出発します。文化のる
つぼであり、技術の研究開発拠点でもあるこの国には、新旧の
魅力が数多く揃っています。

シンガポールではさまざまな観光スポットに立ち寄ります。ナイ
トサファリで夜行性の動物たちを間近に観察したり、チャイナタ
ウンやリトル・インディアで地元の文化に浸ったり、また、セン
トーサ島ではドルフィン・アイランドやウィング・オブ・タイム、ユ
ニバーサル・スタジオといった家族向けのアトラクションを楽し
みましょう。

続いてインドネシアのジョグジャカルタに移動します。インドネシ
アの中心に位置するこの町は、昔も今も王国の中心地であり、
このことは、8世紀の壮大な仏教曼荼羅であるボロブドゥール寺
院や、周辺のムンドゥッ寺院やパオン寺院といった関連仏教寺
院、ヒンドゥー教の繊細なプランバナン寺院などの建造物からう
かがえます。

マリーナベイのマーライオン（シンガポール）
画像提供：Tourism Singapore クラトン（インドネシア、ジョグジャカルタ）

画像提供：Mike Aquino

その後はさらに、ジョグジャカルタの現スルタンの王宮であるクラトンや、タマン・サ
リ（水の王宮）にも足を延ばします。

ジョグジャカルタの伝統文化は、バティック村や金銀細工の町コタ・ゲデで体験で
きます。市内の繁華街マリオボロ通りではショッピングをお楽しみください。

旅の最後はバリ島です。見事なヒンドゥー寺院を至る所に誇るバリ島で選りすぐり
の寺院を巡りましょう。水辺の美しい寺ウルン・ダヌ・ブラタン寺院やタンパシリン
を回り、海辺のタナ・ロット寺院で絶景を眺め、ムングウィの町でそびえ立つタマ
ン・アユン寺院を訪ねます。キンタマーニではバトゥール山の静かな美しさを感じ
てください。

移動の合間には、ジンバランビーチでロマンティックな野外ディナーを堪能し、ウブ
ドの文化的中心街ではショッピングを楽しみます。

BOOK  
THIS TOUR
For tour prices,  
timetables and  
other important  
details, contact  
Bhara Tours &  
Travel via email:  
bhara@cbn.net.id, 
or call them at +62  
(0)  227234150.

mailto:bhara@cbn.net.id
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水上の休日、マレーシアからベトナムへ

ハロン湾（ベトナム） 画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

7泊8日：マレーシアのポート・ディクソンからベトナムの雄大なハロン湾まで、東南アジアの湖、ビーチ、海岸を巡ります。
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見どころ

優雅なクルーズと贅沢な水辺のリゾートを海のそばで満
喫する1週間の旅はいかがでしょう。マレーシアのポート・
ディクソンからベトナムのハロン湾を巡り、自由気ままに水と
戯れるプランです！

クアラルンプールに降り立ったら、すぐにポート・ディクソ
ンに移動します。この海辺の町では、水上スキーやシュ
ノーケリング、ウィンドサーフィンなど、高級リゾート施設
グランド・レキス・ポート・ディクソンが提供するマリンス
ポーツを思い切り楽しむことができます。

ポート・クランから「カニ島」とも呼ばれるケタム島まで、フェ
リーでクルーズも楽しみます。絵のように美しい小島やマン
グローブの木々を背景に、漁村の田舎町で獲れたての

魚介類を使った素朴な料理を楽しみましょう。

クアラルンプールの南西に位置するクアラ・セランゴール自然公園には、見渡す限りのマ
ングローブ林が広がっています。暗くなると蛍が現れてたくさんの光が舞い、湿地の姿が
一変します。

国境を越えてベトナムに到着したら、まずは首都ハノイを巡ります。バーディン広場を訪れ
て、ホーチミン廟や大統領府、ホーおじさんの家、一柱寺といった周辺の見どころを巡りま
しょう。

続いて、ベトナムで最も風光明媚なユネスコ世界遺産のハロン湾に向かいます。絶景のバ
イトゥロン湾をクルーズで巡り、魅力的な形状を見せる岩々を眺めてはいかがでしょう。

旅の最後にはハノイに戻って、ホアン・キエム湖（還剣湖）や、昔も今も変わらず賑やかな
旧市街の店に立ち寄ります。

ポート・ディクソン（マレーシア） 画像提供：Malaysia Tourism

BOOK THIS TOUR

To book this tour, email sales.ap@asia-experience.com or call  
their number: +60 (0) 3 7628 9940. Please indicate booking code  
MT8700 upon booking.

Prices for this tour start at US$1043 per head (twin sharing, from October 2016  
to March 2017), or US$1110 per head (twin sharing, from April 2016 to December  
2017). Package rates quoted are net in US dollar (USD), and are valid from 15  
Oct to 31 Dec 2017.  Additional charges may apply from 1    Apr 2017 onwards.
Other terms and conditions apply.

mailto:sales.ap@asia-experience.com
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ミャンマーとベトナム、仏教王国をつなぐ

ホアン・キエム湖（ベトナム、ハノイ） 画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

7泊8日：ミャンマーとベトナムを訪ね、両国の異なる仏教文化と歴史をつなぐ旅です。
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見どころ

ミャンマーとベトナムで、両国のさまざまな仏教の伝統や大き
く異なる歴史を探り、またそれぞれの東南アジア文化を体験
します。

ミャンマーでは、国内最大の最も賑やかな都市ヤンゴンからス
タートします。町を見下ろすようにそびえるシュエダゴン・パゴダ
の黄金の塔が太陽に反射して輝く姿を眺め、ミャンマー有数の
マーケットであるボージョー・アウンサン・マーケットを見て回り、
チャウットジー・パゴダの巨大な大理石の座像仏を拝観し、最
後にタンドージー湖に浮かぶ鳥をかたどったレストラン、カラ
ウェイ・ホールで豪華なディナーを楽しみます。

ヤンゴンからチャイティーヨ（ゴールデンロック）へ移動します。
ここには崖の際でバランスを保つ黄金色の巨大な岩があり、地
元では、仏陀の頭髪のおかげでこの岩が断崖から転がり落ち
ないのだと信じられているのです！その後少し町へ戻り、

ハロン湾（ベトナム）

画像提供：Vietnam National Administration of Tourism
チャイティーヨ・パゴダ（ミャンマー）

画像提供：Myanmar Ministry of Hotels & Tourism

バゴーの町では、カンボーザターギー王宮やシュエモードー・パゴダ（ミャンマーで最も
高いパゴダ）など、かつての王都の歴史を思い起こさせてくれる場所を巡ります。

次は、ハロン湾の素晴らしい眺めが待つベトナムです。湾内を「ジャンク船」クルーズ
でゆったりのんびり巡りながら、風光明媚なカルスト地形の景色をご堪能ください。徒
歩で鍾乳洞を探索したり、カヤックで入り江を探索したりもできます。

ベトナムの首都ハノイでは、千年の歴史を感じさせる観光スポットを巡ります。文廟やホ
アン・キエム湖、賑やかな旧市街を訪ね、広大なバーディン広場では一柱寺やホーチミ
ン廟を見学します。

穴場の景勝地タムコックでは、洞窟のトンネルをくぐりながらリバークルーズをお楽し
みください。その後、見どころにあふれたバイディン寺を訪ねます。ここはベトナムで
最も大きな青銅製の仏像が安置されたベトナム最大の寺です。

BOOK THIS TOUR

For tour prices, timetables  
and other important details,  
contact Mira Travels &  
Enterprises Ltd. by telephone
+95 9 5152516,
+95 9 976880244
email  
sales@miramyanmartravel.com 
or visit their website  
www.miramyanmartravel.com

mailto:sales@miramyanmartravel.com
http://www.miramyanmartravel.com/
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ミャンマーとタイ、首都から首都へ

シュエダゴンに続く道（ミャンマー、ヤンゴン） 画像提供：Mike Aquino

7泊8日：ミャンマーとタイの人気観光スポットを巡ります。ふたつの国が「似ているけれどちょっと違う」と

言われる理由がよくわかります。
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見どころ

8日間あれば、ミャンマーとタイの人気観光スポットを巡ることができます。このふ
たつの国には観光の見どころがたくさんあり、それは両国が互いに文化的・歴史
的に引き立て合っているからといえます。

ミャンマーのヤンゴンには植民地時代の建物が多く残っており、保存状態もとても
良好です。そのいずれもが市内ツアーで行くことができる距離にあり、ボージョー・
アウンサン・マーケットにも立ち寄りますので、ミャンマーの伝統手工芸品やルビー、
サファイア、翡翠といった宝石を購入することができます。

ヤンゴンのどこよりも高くそびえるシュエダゴン・パゴダは、金箔が施された巨大な
仏舎利塔です。過去4人の仏陀の遺物が納められていると言われ、多くのミャン
マー市民の信仰を集めています。

バガンにはヤンゴンのように大勢の人もいなければ近代的な建物も少ないですが、
この古都の建造物は来歴の高貴さという点で優っています。かつてパガン王国の
都だったバガンには、11世紀から13世紀の間に1万を超える寺院やパゴダ、僧院
が建造されました。

バガンを巡るツアーでは、バガンと近隣のニャウンウーに林立する有名なパ
ゴダを訪れます。壮大なアーナンダ寺院、均整がとれたティーローミンロー寺
院、精緻なシュエジーゴン・パゴダなどを巡ったら、Pyathadat Gyiの上からバ
ガンの有名な夕日を眺めましょう。

ミャンマーで2番目に大きなインレー湖にはインター族が暮らしており、彼らのユニー
クな水上生活を垣間見ることができます。インター族は水上菜園を耕し、立ったまま
片足で漕ぐ独特な方法で小舟を操ります。湖周辺の村には、銀細工やチェルート（タ
バコ）、紙製品などの職人が住んでいます。また、インレー湖を訪れるなら、ファウン
ドーウー・パゴダなどの寺院や、ビルマネコの繁殖コロニーがあるインター・ヘリテージ・
ハウスは必見です。タイのリゾート地パタヤには、ノン・ヌッ・トロピカル・ガーデンの
蘭の花や、セントラルフェスティバル・パタヤ・モールでのショッピング、楽しい象の
ショー、岩肌にレーザーで彫られた巨大な仏像など、ビーチ以外にもお勧めするも
のがたくさんあります。

最後はバンコクです。バンコクの観光スポットはもう行き尽くしたとい
う方にも、元国王によって建てられた「世界最大級の貴重なチーク
材による邸宅」のウィマンメーク宮殿を含むドゥシット宮殿群、王宮と
エメラルド寺院（ワット・プラケオ）、エラワン廟の四面仏など、見どこ
ろはまだまだあります。セントラルワールドでのショッピングや首都
を一望できるバイヨークスカイタワーでのディナーなど、究極の都会
を体験してみるのもお勧めです。

ウィマンメーク宮殿（タイ、バンコク）

画像提供：Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important  
details, contact Mira Travels & Enterprises Ltd. by  
telephone +95 9 5152516, 95 9 976880244, email  
sales@miramyanmartravel.com or visit their website  
www.miramyanmartravel.com

mailto:sales@miramyanmartravel.com
http://www.miramyanmartravel.com/
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カンボジアのジャングルからタイのビーチへ

チャーン島（タイ） 画像 © Tourism Authority ofThailand

7泊8日：カンボジアのキリロム国立公園とコッコン、タイのチャーン島と周辺の小島を訪れ、自然の宝庫を堪能します。
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見どころ

カンボジアの首都プノンペンに降り立ったら、まずはキリロム国立
公園に向かいます。その標高の高さから、カンボジアでは珍しい松
林が茂り、ボウシテナガザルやマレーグマ、トラなどの野生動物が
生息していることで有名です。

チョンボック村の地域に根ざしたエコツーリズムでは、自然の素晴ら
しさを堪能しつつ、家庭料理を味わったり、牛車に乗ったり、チョン
ボック滝までトレッキングをしてみたりと、この地域ならではの忘れら
れない体験をすることができます。

さらに今度は、キリロムから3時間のコッコンでエコツーリズムを
楽しみます。タッタリ川に浮かぶテント型ロッジに滞在して、地
元の漁村やマングローブの森を散策したり、暗くなったら蛍やリ
ン光を発するプランクトンを川に見に行きます。ご要望があれば、
タッタイ滝やKoh Andet島の村へのオプショナルツアーも可能で
す。

タイとの国境を越えたら、チャーン島に向かいます。極上のビーチが
いくつもあり、ジャングルが生い茂るタイ湾の大きな島です。Koh
Yak、Koh Lie、Koh Thongといったサンゴ礁の島々でシュノーケリ
ングを楽しみ、ラング島の手つかずのビーチで太陽を浴び、ワイ島
の美しい自然を満喫してください。

ご要望があれば、クッド島（クート島）やクローン・チャオ滝へのオ
プショナルツアーも可能です。

クッド島のカニ（タイ） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important details,  
contact EXOTravel by telephone +66 (0) 2 633 9060 or  
visit their website exotravel.com.
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タイとラオスの川沿いを巡る

カンチャナブリの「死の鉄道」（タイ） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand

7泊8日：ボートや鉄道などさまざま交通手段を使って、ラオスとタイの見どころを巡ります！
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見どころ

旅は、バンコクの南西約45キロにあるマハチャイから始まります。マハチャイ運河とターチン
川の合流点には、何世代も続くタイで最も有名な海産物市場があります。さらに、少し離れた
ところにはメークローン線路市場という市場があり、ここではなんと、列車が市場の中を通過
するのです！

河畔の町アムパワーに移動して、ベンジャロン焼きの工房と博物館（陶磁器の熟練職人がい
ます）を見学したら、運河の美しい風景を眺めながら、ワット・バンクンまでクルーズを楽しみま
す。200年前に建立されたこの寺院は、巨大な菩提樹の根にほとんど覆い尽くされています。

ダムヌン・サドゥアク水上マーケットに立ち寄った後、第二次世界大戦追悼の地の玄関口、
カンチャナブリに進みます。ここには、戦争共同墓地や有名な『戦場にかける橋』の舞台
となったクウェー川に架かる死の鉄道や、ヘルファイア・パス・メモリアル博物館などがあ
ります。

ここからアユタヤまでは、車での長旅となります。アユタヤはかつての首都で、ワット・パナン
チューン、ワット・プラ・シー・サンペット、ワット・ヤイ・チャイ・モンコン、ワット・チャイ・ワタナ
ラームなどの寺院には寂れが見られるものの、チャオプラヤー川の下流にあるバン・パイン
宮殿（夏の離宮）は良好な状態を保っています。

バンコクに戻ったら、そこから空路でラオスのルアンパバーンに移動します。かつて王都
だったルアンパバーンは現在、さまざまな観光スポットの拠点になっています。

バーンサーンコーンやバーン・パノムといった伝統工芸の村を訪ね、さらに、ワット・シェン
トーンやスリランカ様式のワット・ビスン、また現在は国立博物館として利用されている壮麗
な王宮など、ルアンパバーン屈指の有名な歴史的建造物を巡りましょう。どこまでも透明な
クアンシーの滝で泳いだり、パクウー洞窟を見て回るのもお勧めです。また、地元の僧侶た
ちの朝の托鉢にも参加できます。そして旅の締めくくりは、ラオスの首都ビエンチャンです。
現存するビエンチャン最古の僧院ワット・シーサケートや、ラオスの国家的シンボルである
タート・ルアン、ラオス版凱旋門のパトゥー・サイを巡り、最後にブッダパークを訪ねます。
200体ものコンクリート製の不可思議な彫像が置かれている光景は、伝統的というよりも幻
想的です。

ルアンパバーンの全景（ラオス）

画像 © Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Diethelm  
Travel by telephone +66 (0) 2660 7000,  
email info@diethelmtravel.com, or  
visit their website diethelmtravel.com.

mailto:info@diethelmtravel.com
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王宮（タイ、バンコク） 画像提供：Tourism Authori ty of Thailand

川と海辺：タイ、カンボジア、ベトナムを巡る9日間
8泊9日：タイのバンコクとパタヤ、カンボジアのシェムリアップとプノンペン、ベトナムのホーチミン市で
数々の体験をする、3カ国を巡る旅です。
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見どころ

東南アジアの有名な都市を巡る旅の出発点として、タイの
首都バンコク以上にぴったりな場所はないでしょう。バンコ
クに足を踏み入れたら、まずはクッキングナンタショーで大
笑い。世界最高とも言われるコメディーをバンコクで鑑賞
することができます。

そしてロングテールボートに乗って、トンブリー地区にある活
気あふれるチャオプラヤー川や色彩豊かな運河のクルーズ
も楽しみましょう。川沿いに暮らすタイの人々の生活が見ら
れるだけでなく、河畔には王宮やワット ・アルン、 Old
Customs House、王室御座船博物館など、数多くの壮麗な
寺院や建築物も必見です。

もちろん、タイ滞在中は、ショッピングやバンコクのナイトマー
ケットをはじめ、タイ有数のリゾート地、パタヤでの一日も楽し
んでください。そして、タイから国境を越えてカンボジアに移動
し、シェムリアップに2泊します。この魅力的な小さな町が、古
都アンコール巡りの拠点となります。絶対見ておきたい遺跡の
リストにチェックマークを入れながら、アンコール・ワットとその
周辺に点在する数世紀前の寺院を巡りましょう。

次に、カンボジアの首都プノンペンでクメールの都市生活を
体験します。王宮や銀寺、セントラル・マーケットのアールデ
コの建物など、歴史的建造物をたくさん見ることができます
（セントラル・マーケットではショッピングも満喫できます）。

王宮（カンボジア、プノンペン） 画像提供：Cambodia Ministry of Tourism

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important details, contact Great  
Angkor Tour by telephone +855 23 212 421, email Ang Kim Eang  
ang@greatangkortour.com, or visit their website  
www.greatangkortour.com.

最後に立ち寄るのは、ベトナムの活気あふれるホーチミン市です。疾走するオートバ
イと美しいフランス風建造物が、この町のおなじみの光景です。壮大なサイゴン大教
会（聖母マリア教会）や中央郵便局、統一会堂、ティエン・ハウ寺、覚林寺（ヤックラム
寺）、市場、工房といった市内の人気観光スポットを訪ねます。

mailto:ang@greatangkortour.com
http://www.greatangkortour.com/
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Victory Ground、シュエダゴン・パゴダ（ミャンマー、ヤンゴン） 画像提供：Mike Aquino

失われた王国に思いを馳せる
（ミャンマー、ベトナム、カンボジア、ラオス）
8泊9日：東南アジア屈指の４つの古都、ミャンマーのヤンゴン、ベトナムのホーチミン市、カンボジアの
シェムリアップ、ラオスのルアンパバーンを巡ります。
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見どころ

東南アジアの古都を巡ってみましょう。政治の中心はここになく
とも、その壮麗さは今なおはっきりと見て取れます。

旅はかつての首都ヤンゴンからスタートします。ここは今でも
ミャンマーで最大の最も賑やかな町です。日々の営みは古くか
らの街路で行われています。夕日に反射して黄金に輝くシュエ
ダゴン・パゴダを眺め、ミャンマー有数のマーケットであるボー
ジョー・スコット・マーケットを巡り、チャウットジー・パゴダの巨大
な大理石の座像仏を見つめ、そして、カンドージー湖（ロイヤル
湖）の雰囲気を満喫して一日を締めくくれば、そのことが実感で
きるでしょう。

ベトナムの都市サイゴンは、正式にはホーチミン市と呼ばれ、国
が分断されていた時代には南ベトナムの首都が置かれていまし
た。クチトンネルを訪ね、ベトナムに統一という終結をもたらした
戦闘に思いを馳せてみましょう。クチトンネルは、町の北西部に
張り巡らされた巨大なトンネル網で、外国人兵士と戦うベトミンを
支えていました。

この町の明るい一面にも目を向けて、ベン・タイン市場や
「Phuong Nam」漆工房でショッピングを楽しんだら、サイゴン
から車で2時間ほどのメコンデルタの日帰りツアーに出かけま
しょう。

カンボジアのシェムリアップは、驚嘆すべきアンコール寺院群へ
の玄関口となっています。古代クメール寺院を見て回る前に、ま
ずは、トンレサップ湖とその水上村を訪れ、ナイトマーケットや彫
刻工房のアーティザン・アンコール研修センターでショッピングを
楽しみ、さらにアプサラダンスショーも鑑賞して、カンボジアの文
化をご堪能ください。

驚嘆すべき石造りのアンコール寺院巡りは、アンコール・トムからスタートします。そ
こからバイヨン、バプーオン、ピミアナカス、象のテラス、ライ王のテラス、タ・プロム
寺院などを見て回った後には、あの有名なアンコール・ワットを訪ねます。アンコー
ル・ワットは神の巨大な住処を現したもので、12世紀前半にスールヤヴァルマン2世
のために建造されました。

最後に立ち寄るのは、かつてのラオスの王都ルアンパバーンです。ワット・ビスン、ス
イカ塔、ワット・シェントーンといった華麗な装飾が施された寺院を巡って進みます。町
境からはメコン川クルーズで、何百体もの仏像が並ぶパクウー洞窟を訪ねます。

クチトンネル（ベトナム） 画像提供：Mike Aquino

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important details, contact  
Sweet Memory Travel Co., Ltd. by phone +95 (1) 385642,  
email: sweetmemorytravel@gmail.com, or on their site  
www.sweetmemorytravel.com.

mailto:sweetmemorytravel@gmail.com
http://www.sweetmemorytravel.com/
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マレー半島の中部から南部へ（マレーシア、シンガポール）

プタリン通り（マレーシア、クアラルンプール） 画像提供：Tourism Malaysia

8泊9日：マレーシアの首都クアラルンプールから、東南アジア屈指の近代都市シンガポールまで、東南アジアの
マレー半島の生命線とも言える貿易路と観光ルートを辿ります。
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見どころ

貿易の路、王国、船乗り、現地や外国の帝国などが現れては消
えていくのを、マレー半島は見つめてきました。

マレー半島の人気観光スポットを巡るこのツアーでは、半島の中
央に位置するクアラルンプールからアジア大陸最南端のシンガ
ポールまで伸びる、生命線とも言える貿易回廊沿いの素晴らし
い観光地に出会えます。

出発はクアラルンプールです。クアラルンプールは200万人以
上が暮らす大都市で、超近代的で斬新な摩天楼が増えている
一方で、伝統がとても大切にされています。

半日でイスタナ（王宮）やムルデカ広場（独立広場）、チャイナタ
ウン、国家記念碑、ペトロナス・ツイン・タワー、チョコレート専門
店などを巡ります。

そして残りの半日ではペルダナ・レイク・ガーデンを回りましょう。
市内の近代的なスカイラインの中にいながら花や蝶を堪能で
きます。

マラッカではその豊かな歴史や文化を感じ、この町が築かれた15世紀に遡ります。

マラッカの絹や香辛料の取引がポルトガルやオランダ、イギリスにより何世紀も支配され
たことで、こうした侵略者たちによって歴史的遺物や建造物など、比類ない遺産が残され
ました。スタダイスやセントポール教会、1512年にポルトガル人がつくった大きなサン
チャゴ砦（ファモサ）などをじっくりと見て回ります。

次に、骨董品や土産物、美術工芸品で有名なジョンカー通りを巡りましょう。その際は、
ウォーキングシューズをご用意ください。

アジア大陸最南端のジョホール州ではレゴランドに立ち寄ります。アジア初のレゴの
テーマパークでは、大人も子どももたっぷり楽しめます！

最後に、驚きに満ちた近代的な多文化都市シンガポールを訪れます。チャイナタウンで
は、狭い通りにあふれる伝統的な中国文化を、シンガポール川のクルーズでは、かなた
に古くからの店と超近代的なスカイラインとの両方の眺めを楽しむことができます。また、
シビック地区では英国植民地時代の建造物を巡ったり、シンガポールで初めてユネスコ
世界遺産に登録されたシンガポール植物園を訪ねたり、さらに、シンガポールでは欠か
せないリゾート地といえるセントーサ島にも足を延ばして楽しんではいかがでしょうか。

ファモサ（マレーシア、マラッカ） 画像提供：Tourism Malaysia

BOOK THIS TOUR
To book this tour, email sales.ap@asia-experience.com or call  
their number: +60 (0)  3 7628 9940. Please indicate booking  
code MT9800 upon booking.

Prices for this tour start at US$1132 per head (twin sharing, from October  
2016 to March 2017), or US$1132 per head (twin sharing, from April 2016 to  
December 2017). Package rates quoted are net in US dollar (USD), and are  
valid from 15 Oct to 31 Dec 2017. Additional charges may apply from 1 Apr  
2017 onwards. Other terms and conditions apply.

mailto:sales.ap@asia-experience.com
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宮殿、寺院、川沿いの村（タイ、ベトナム、カンボジア）

ダムヌン・サドゥアク水上マーケット（タイ） 画像提供：Alex Holiday Co. Ltd.

9泊10日：タイの王宮からカンボジアのアンコール・ワットまで、タイ、ベトナム、カンボジアの見どころを巡ります。



51

見どころ

バラエティ豊かなこのツアーは、タイの首都であり、国民の尊敬を集める国王の宮殿があるバ
ンコクからスタートします。微笑みの王国の旅は、国王の正式な住まいである王宮から始めま
しょう。世界で最も高価な仏像が安置されているエメラルド寺院（ワット・プラケオ）をはじめ、ボ
ロマビマン宮殿やドゥシット・マハー・プラーサート宮殿などの近隣の建造物を訪ねます。

日帰りでパタヤの海辺の町に足を延ばせば、タイの海岸沿いの素朴な生活を垣間見る
ことができます。近くのラーン島、サック島、クロック島などをボートで巡って、海中の素
晴らしいサンゴ礁を観察するのもお勧めです。

2日目はバンコクからラチャンブリー県に移動します。人気の観光地ダムヌン・サドゥアク
水上マーケットでは、今でも運河沿いで伝統的な生活が営まれています。ロイヤル・タ
イ・ハンディクラフト・センターでは、タイの木彫り工芸の実演が見学できます。

国境を越えてベトナムへ。次の目的地はホーチミン市です。サイゴン大教会（聖母マリア教会）、
中央郵便局、ホーチミン人民委員会庁舎、市民劇場、チャイナタウン、ティエン・ハウ寺などを
回ります。「サイゴン」を巡る2日目は、ホーチミン市郊外のクチトンネルを訪ね、その後は市内
に戻り、戦争証跡博物館や、ベトナム戦争終結の地となった門を擁する統一会堂を見学します。

ホーチミン市から日帰りでメコン地域に向かい、広大な
メコン川デルタに足を延ばしてみましょう。運河や近郊
のタイソン島では、ベトナムの伝統的な生活が今でも営ま
れています。

3カ国を巡るツアーの締めくくりは、カンボジアのシェムリ
アップです。シェムリアップにはかつて巨大なアンコール
王国がありました。現在はトンレサップ湖とその水上集落、
そして、今なお訪れる者に畏怖の念を起こさせるアンコー
ル寺院群への観光拠点となっています。

最終日は終日、アンコール寺院群を巡りましょう。アン
コール・ワットで日の出を眺めたら、バンテアイ・スレイ寺
院、バイヨン、バプーオン寺院、タ・プロムなど、地域に点
在する寺院を訪ねます。

アンコール・ワット（カンボジア）

画像© Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Diethelm  
Travel by telephone +66 (0) 2660 7000,  
email info@diethelmtravel.com, or  
visit their website diethelmtravel.com.

mailto:info@diethelmtravel.com
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ハノイの大劇場 画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

ラオスとベトナムの見どころを巡る
10泊11日：対照的でありながら見事に融合し合う、ラオスとベトナムの人気観光スポットを巡ります！
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見どころ

ここに挙げた旅行プランについて、訪問地とアクティビ
ティの完成版リストをご希望の方は、このページに記
載されたSaigonTouristのオフィシャルサイトにお問い
合わせください。

ラオスとベトナムで人気の寺院を訪ねて、その神聖さに触れてみましょう。さらに、両国の伝統
工芸品や歴史の面影、商店街も堪能してください。ラオスとベトナムは、一見すると違ってい
るようですが、一緒に巡ると統一感のある楽しみが味わえます。

ラオスでは、ビエンチャンのシンボルになっているタート・ルアンの仏塔を起点に、魅力的な建
造物の数々を巡りましょう。見事なフレスコ画と6,840体もの仏像が安置されているワット・シー
サケットや、ラオス有数の仏教芸術が見られるホー・パケオ、ビエンチャンの凱旋門として知ら
れる印象的なパトゥー・サイなどを訪ねます。

かつてラオスの王都だったルアンパバーンには、繁栄の歴史を偲ばせる寺院などの名所が
あり、壮大なワット・シェントーンなど、32の寺院が近接して建っています。現在はラオスの国立博物館
になっている王宮や、近くのプーシー山にも足を延ばしてみましょう。プーシー山からはルアンパバーン
が一望でき、町に夕日が沈む光景はまばゆいばかりです。

シェンクワンへ向かう眺めのいい道を行くと、山岳民族の村々を経て、ジャール平原に到達しま
す。ここは考古学的な魅力にあふれた場所で、何百という巨大な石壺が平原一帯に散らばってい
ます。

ラオスとベトナムの国境を車で越え、さらに進むとヴィンに到着です。ここには、ホーチ
ミン国家主席の生誕地である現在のキムリエン村があります。また、竹とシュロの葉で作
られた100年前の家々が残っているのも特徴です。

千年の歴史を持つハノイの街路には、風光明媚なホアン・キエム湖や文廟、広大なバーディン
広場など、かつての王国や指導者たちの面影が今も残っています。バーディン広場の周りには、
大統領府や一柱寺、ホーチミン廟などがあり、市内から車で数時間のところには、有名な海の景勝地
ハロン湾もあります。

最後はホーチミン市です。現地では今でも「サイゴン」と呼ばれるこの町では、歴史と自然の調和
が堪能できます。まずはクチトンネルを訪ねましょう。ベトナム戦争で勝利した側が手掘りで建設し
たトンネルです。続いて、統一会堂や中央郵便局、ドン・コイ通りといったサイゴン中心部にある植
民地時代のランドマークを巡ります。その後、メコンデルタの村を訪れ、現地の人たちのありのままの
生活を体験してみましょう。

タート・ルアン（ビエンチャン） 画像提供：Tourism Laos

BOOK THIS TOUR

For tour prices, timetables and other  
important details, contact Saigontourist  
Travel Service Company; look for Ms Au  
Uyen Phuong by telephone +84 903709010,  
email uyenphuong@saigontourist.net, 
or visit their website saigontourist.net.

mailto:uyenphuong@saigontourist.net
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12～15日間の
プログラム
2週間ほどの休暇が取れたら、なぜ

東南アジアがこんなにも独特なのか
をじっくり探る旅はいかがでしょう。

3カ国以上を回り、各地を存分に楽し
む至極のプランをご紹介します！
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マレーシアとシンガポールで過ごす

キリム川沿いのマングローブの森（マレーシア、ランカウイ島） 画像提供：Tourism Malaysia

ヘルス＆ウェルネスツアー
11泊12日：市内観光とメディカルチェック？ ビーチでの日光浴と至福のスパ体験？
これら全てを組み合わせ、ご希望のメディカルツアー体験を提供します。
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見どころ

シンガポールとマレーシアは、東南アジアでもヘルス＆ウェルネスツアーの行き先とし
て注目が高まっています。どちらの国にも、健康にこだわる旅行者の心を満たすものが
たくさんあるからです。充実した内容のオールインクルーシブなプランが多いことからも、
両国のヘルスツアーにかける意気込みが伝わってきます。ツアーはメディカルチェック
とスパ体験、さらに、以下のような楽しい日帰り旅行を組み合わせる贅沢なラインナップ
です。

クアラルンプール – マレーシアの首都クアラルンプールに滞在して、この町の歴史と文化を堪
能しながら、半日のツアーで、イスタナ（王宮）やムルデカ広場（独立広場）、チャイナタウン、国
家記念碑、ペトロナス・ツイン・タワー、チョコレート専門店などを巡ります。滞在期間中は、シャ
ングリラ・クアラルンプールに宿泊します。

ゲンティン・ハイランド – 日帰りツアーで高地にある極上のカジノ保養地を満喫します。

シンガポール – セントーサ島の複合施設リゾート・ワールドに滞在して、ユニバーサル・スタジ
オ・シンガポールで一日を過ごす、あるいは、他の観光スポットを巡ります（シンガポール川ク
ルーズ、シー・アクアリウム＆海洋博物館、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイなど）。

イポー – 豪華な温泉保養地ザ・バンジャラン・ホットスプリング・リトリートにチェックインします。
滞在中は、スパ＆ウェルネスセンターでアロマセラピーマッサージが受けられます。ここを拠点
に歴史香るマレーシアの町を巡ってみてはいかがでしょう。

ペナン島 – ジョージタウンや島の主な観光スポットを見て回った後は、シャングリ・ラ・ラササヤ
ン・リゾート＆スパの贅沢な心地よさに身を任せましょう。

ランカウイ島 – ペナン島からフェリーですぐのところにあり、風光明媚な海岸や豊かなマング
ローブなど素晴らしい自然に恵まれています。海辺のフランジパニ・ランカウイ・リゾート＆スパ
にチェックイン後は、島を存分に満喫してください。さらにお得な情報として、ここで紹介した場所
やホテルのいずれかに泊まれば、2泊分の費用で3泊することができます！

本プロモーションは、2017年12月31日までの予約に限り有効です。他の利用規約が適用されることがあります。

ゲンティン・ハイランド（マレーシア） 画像提供：Tourism Malaysia

BOOK THIS TOUR
For terms & conditions and other important  
details, contact Asian Overland Services
via email: healthcare@asianoverland.com. 
my, by phone at +60 (0) 3 12 289 2448
or +60 (0) 3 4252 9100, or on their site  
asianoverland.com.my.

mailto:healthcare@asianoverland.com
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上空からのアンコール・ワット 画像提供：Cambodia Ministry of Tourism

摩天楼と寺院を巡る旅（シンガポール、マレーシア、カンボジア）

11泊12日：超近代的なシンガポールから、穏やかな雰囲気が魅力のカンボジアまでを巡ります。
対照的な国々のどこかで東南アジアの心を見つけることでしょう。



58

見どころ

12日間かけて、シンガポールの最先端の近代都市から、ゆったり
とした魅力をたたえるシェムリアップの古刹まで、全く正反対の東
南アジアの都市を巡ります。

シンガポール：東南アジア初の夜行性動物を見る動物園であるシ
ンガポール・ナイトサファリや、世界中の生態系から何千もの植物
を集めた超近代的なガーデン・バイ・ザ・ベイ（魅力的なスーパーツ
リーは必見です）、イギリス植民地時代の建造物と世界最先端の
デザインのビルが混在する街並みなど、東南アジア有数のこの先
進都市は多くの驚きに満ちています。

クアラルンプール：歴史ある市内を巡り、クアラルンプール郊外にも
足を延ばせば、マレーシアの首都における歴史と文化の目まぐるし
さがわかります（100年前の建造物とペトロナス・ツイン・タワーのよ
うな象徴的な新しいビルが混在しています）。

シェムリアップ：かつては巨大なアンコール王国の都でしたが、現在
はトンレサップ湖とその水上集落、ロサナ・ブロードウェイやアンコー
ル・シルク・ファームなどの文化体験、そして言うまでもなく、壮大な寺
院が数多く残るアンコール寺院群への観光拠点となっています。

プノンペン：カンボジアの現首都プノンペンは、古い時代の魅力と
現代の魅力を兼ね備え、ゆっくりと散策できる王宮（に限らず他に
もいろいろと見どころ）があります。

上空からのマリーナベイ 画像提供：Mike Aquino

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important  
details, contact Sedunia Travel Services Sdn. Bhd.  
by telephone +60 (0) 3-2148 4566,
email vivianlow@sedunia.com.my, or visit their  
website www.seduniatravel.com.

mailto:vivianlow@sedunia.com.my
http://www.seduniatravel.com/
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ストランド通り（ミャンマー、ヤンゴン） 画像提供： Mike Aquino

12日間で6都市を巡る
（ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム）
11泊12日：東南アジア有数の活気ある6都市、ミャンマーのヤンゴン、タイのチェンマイ、ラオスのルアンパ
バーン、カンボジアのシェムリアップとプノンペン、ベトナムのホーチミン市（サイゴン）を探訪します。

見どころ

12日間で、東南アジア地域で最も魅力あふれる歴史
と文化を体現する6都市を見て回ります。

ミャンマーのヤンゴンには、保存状態のよい植民地
時代の建物が東南アジアのどこよりもたくさん残って
おり、そのいずれもが、ヤンゴン・ヘリテージ・トラスト
（YHT）が企画するツアーで訪問可能です。このツ
アーでは、ボージョー・アウンサン・マーケットにも立
ち寄るので、ミャンマーの伝統手工芸品やルビー、サ
ファイア、翡翠といった宝石が購入できます。

ひときわ光り輝くシュエダゴン・パゴダは、金箔が施さ
れた巨大な仏舎利塔で、ヤンゴンの町に特に高くそび
えています。この仏舎利塔には過去4人の仏陀の遺
物が納められていると言われ、ミャンマー全土から仏
教徒の国民の信仰を集めています。
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タイのチェンマイでは、タイ最高の建造物と文化体験の融合が堪能できます。壮大なワット・
プラ・タート・ドイ・ステープ（山頂の仏塔）から市内を眺め、サンカムペーン地区ではショッピ
ングや観光を楽しみます。手工芸品の村では、シルクやセラドン焼き、漆器、宝飾品、チーク
材を使った商品や銀製品など、タイの最高級品の製作と販売が行われています。

ルアンパバーンはラオスの文化の中心地であり、自然や文化を巡る多くの観光スポットへ
の拠点でもあります。

ワット・シェントーンや、現在は国立博物館として利用されている壮麗な王宮など、ルアンパ
バーン屈指のランドマークを見て回りましょう。有名なナイトマーケットで伝統的な手織り布
を購入したり、エレファント・ビレッジで象と身近に触れ合うのもお勧めです。また、地元の
僧侶たちの朝の托鉢にも参加できます。

カンボジアのシェムリアップはアンコール寺院群で有名です。バイヨン、ピミアナカス、タ・プロ
ム、アンコール・ワットを巡るツアーが、この町滞在のハイライトになります。また豊富な文化
的見どころも満喫するべく、アンコール様式の彫像を手掛けるハンディクラフトセンターの
アーティザン・アンコールも訪れます。

カンボジアの首都プノンペンは、古い時代の魅力と現代の魅力を兼ね備えています。王宮
と銀寺（床には5,000枚以上の銀板が敷き詰められています）や独立記念塔、悲惨な虐
殺の歴史を持つトゥールスレン刑務所博物館を訪ねます。最後にナーガ・ワールド・カジ
ノリゾートに立ち寄って、幸運の女神との相性を試してみてはいかがでしょう！

締めくくりはベトナムのホーチミン市（サイゴン）です。ここでは、国の歴史の転換点ともいえ
る出来事が大切にされています。それは、フランス植民地時代に貨物の積み替え港であっ
たこと、冷戦時の首都であったこと、そして、ベトナム戦争が終わりを迎えた場であることで
す。

フランスと戦ったベトミンが建設したクチトンネル、統一会堂やサイゴン大教会（聖母マリ
ア教会）、中央郵便局、ホーチミン人民委員会庁舎といった植民地時代の歴史的建造物、
ビン・タイ卸売市場やアンドン市場、ベン・タインのナイトマーケットといった市場など、ホー
チミン市内に点在する場所を巡れば、過去がよみがえってきます。

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Mira Travels&  
Enterprises Ltd. by telephone
+95 9 5152516, 95 9 976880244, email
sales@miramyanmartravel.com or visit their  
website www.miramyanmartravel.com

ルアンパバーンの托鉢（ラオス） 画像提供：Tourism Laos
戦争証跡博物館（ベトナム、ホーチミン市） 画像提供：Mike Aquino

mailto:sales@miramyanmartravel.com
http://www.miramyanmartravel.com/
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ミャンマーからタイへ、海岸線の道を行く

シュエダゴン・パゴダ（ミャンマー、ヤンゴン） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand

11泊12日：黄金の塔がそびえる混沌とした都会のヤンゴンから、メルギー諸島の大自然の海の風景、
カオソック国立公園の手つかずのジャングルなどの一帯を巡ります。
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見どころ

ヤンゴンはミャンマーの経済・文化の中心で、遷都後も町の魅力が薄れること
はほとんどありませんでした。

ヤンゴンのホテルに宿泊し、ヤンゴン中心部で有数の緑豊かなカンドージー
公園や、ヤンゴン川の河畔に広がる巨大な農産物市場のThiri Migalar
Marketなど、市内の至宝を2日間かけて巡ります。特に、ヤンゴンで最も神聖
な建造物である黄金に覆われたシュエダゴン・パゴダは必見です。町を歩きな
がら、ヤンゴン市民の生活を感じてください。

州都ヤンゴンの市街地を3時間も歩けば、ホーチミン人民委員会庁舎や
アウンサン将軍が暗殺された旧ビルマ政庁、スーレー・パゴダなど、ヤン
ゴン市遺産リストに載っている建物を見て回ることができます。

次の目的地はミャンマーの港町コートーンです。ここから東南アジアでダイビン
グの楽園とされる未開のメルギー諸島に移動します。メルギー諸島の島々を巡
る5泊のクルーズでは、ボートに乗ってマングローブの森に分け入ったり、透明
な浅瀬でシュノーケリングを楽しんだり、夜には発光プランクトンの光を眺めたり
しましょう。また、海のジプシーと言われるモーケン族にも出会えるかもしれませ
ん。

コートーンに戻って、タイに入国します。パークチャン川を渡れば、すぐにタイ
側の国境の町ラノーンです。

最後にカオソック国立公園を訪れます。手付かずの野生に一日で出会えます。
象の水浴びや餌やりを経験し、マングローブの茂みやガジュマルの枝の間に分
け入り、野生状態の浅黒いラングールや尾長猿、サイチョウに出会い、地元の
ガイドから森の神秘を学びましょう。

スラー・ターニー（タイ） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact EXOTravel by  
telephone +66 (0)  2 633 9060 or visit  
their website exotravel.com.
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象の王国、ラオスとタイを訪ねる

11泊12日：東南アジアのいにしえの王国、タイとラオスで、壮大な寺院や趣のある河畔の村を巡ります。

ワット・プラ・タート・ドイ・ステープ（タイ、チェンマイ） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand
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見どころ

ラオスの首都ビエンチャンに向かう途中、ナムグム湖でクルー
ズはいかがでしょう。ナムグム湖は多くの小島を擁する巨大な
人工湖です。そして首都ビエンチャンでは、歴史が刻まれた文
化を目の当たりにすることでしょう。現存するビエンチャン最古
の僧院ワット・シーサケートや、ラオスの国家的シンボルである
タート・ルアン、そして、ラオス版凱旋門のパトゥー・サイなどを
巡り、最後に200体ものコンクリート製の不思議な彫像が置か
れた奇抜なブッダパークを訪ねます。

まずはタイの首都バンコクで、シティツアーに出かけましょう。この町の伝統的な乗り
物に乗って、タイの見事な伝統建築によるジム・トンプソンの家や、王宮や同じ敷地
内にあるワット・プラケオをはじめ、有名なマッサージスクールが併設され、全長46
メートルの涅槃仏が横たわるワット・ポーなど、よく知られた観光名所やあまり人が行
かないところにも足を延ばします。

次はタイ北部のチェンマイです。この町に今も息づくランナーの伝統を、家庭のおも
てなし料理を通じて体験することができます。San Ton Pao Villageでタイのホスト宅
にお邪魔して、カントークと呼ばれる台座のついたトレイで供される料理を一緒に食べ
ましょう。

次の訪問地への移動の途中に、ワット・ロンクンに立ち寄ります。仏陀の清浄さを象
徴する白色の「純白の寺院」です。その後、タイ、ラオス、ビルマの3カ国が国境を接
するゴールデン・トライアングル（黄金の三角地帯）の絶景ポイントに向かいます。

ラオスは、ここからメコン川を渡って車ですぐのところにあります。ラオスの旅はメコ
ン川岸のヤオ村、もしくはルー村への訪問からスタートします。近くのメコン川の河
畔でピクニックをして、夜はパークベンで過ごしましょう。

川を下ってパクウー洞窟を通り過ぎたら、のんびりとしたルアンパバーンの町に着き
ます。豪華な黄金の寺院を背景に、さまざまな現地のアクティビティをお楽しみください。

また、ルアンパバーンの有名な三大民族であるモン族、カム族、ラオ・ルーム族の住
む村も訪ねます。さらにワット・シェントーンや壮麗な王宮など、人気の史跡も回ります。
どこまでも透明なクアンシーの滝で泳ぐのもお勧めです。また、地元の僧侶たちの朝
の托鉢にも参加できます。

次に立ち寄るのどかなバンビエンの町は、さまざまな自然や文化を体験する拠点とし
て理想的な場所です。ナムソン川でカヤックに乗ったり、巨大なTham None Caveを
探検したり、またオーガニックファームでは桑茶や果実酒も楽しめます。

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Buffalo Tours by  
email sirada@buffalotours.com, or visit their  
website www.buffalotours.com.

画像 © Tourism Authori ty of Thailand

mailto:sirada@buffalotours.com
http://www.buffalotours.com/
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ホーチミン人民委員会庁舎（ベトナム、ホーチミン市） 画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

ベトナムとカンボジア、12日間の旅
12日間：ベトナムとカンボジアで、異国情緒があふれる美しい古都を巡ります。
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見どころ

最初の目的地はベトナムの首都ハノイです。印象深い植民地時代の建造物
や活気ある通りなど、古風な魅力にあふれた町です。

次に、ハロン湾の町に向かいます。昔ながらの船に乗って、驚くような眺めを堪能
してください。エメラルド色の水面から突き出ている千を超える石灰岩の島々や、
隠れた入り江、そびえ立つ崖などの光景に囲まれて、船上で一夜を過ごします。

かつての王都フエでも、風光明媚なフォン川でクルーズを楽しみます。河畔で目
を引くのは、ティエン・ムー寺や、手の込んだつくりの歴代皇帝の霊廟などです。
その後は、山頂と海岸線の素晴らしい景色を見渡しながら、曲がりくねったハイ
ヴァン峠を上り、そしてホイアンに向かいます。

心奪われるホイアンの町には、植民地時代の建物がさらにたくさん残っており、
数百年前の美しい家々や中国寺院など、さまざまな文化が混ざり合う街並みを
見ることができます。

穏やかなホイアンから一転、ホーチミン市では人の多さや疾走するオートバ
イに驚かされるでしょう。歴史的建造物や寺院、市場など市内の主要な名所を
訪ねるのはもちろん、クチの有名な地下トンネルを見学したり、メコンデルタでい
くつもの川や湿地を船で回ったりすることもできます。

最後に訪れるのはプノンペンとシェムリアップです。この2つの町は、カンボジ
アの歴史の魅惑的な一面を垣間見せてくれます。それをが特に実感できるの
が、古代都市アンコールです。2日間にわたってアンコール・ワットやバイヨン
など、魅力に満ちた古代クメール帝国の面影を見て回り、有名なトンレサップ
川のクルーズで、この旅を締めくくります。

ハロン湾の洞窟

画像提供： Vietnam National Administration of Tourism

BOOK THIS TOUR

DANHNAM TRAVEL 585 Kim Ma, Ngoc Khanh, Ba  
Dinh, Hanoi. Tel: +84-4 37669 669
Fax: +84-4 32115089
Website: www.danhnamtravel.com.vn

http://www.danhnamtravel.com.vn/


67

トンレサップ湖の鳥（カンボジア） 画像提供：Cambodia Ministry of Tourism

インドシナ発見の旅12日間（ベトナム、ラオス、カンボジア）

11泊12日：ベトナム、ラオス、カンボジアの文化や歴史、素晴らしい自然を巡る旅です。
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見どころ

美しいインドシナ地域の探訪は、植民地時代の面影が残る、半島でも有数の魅力
的な町ハノイからスタートします。このベトナムの首都ハノイで伝統的なシクロに乗
り、趣にあふれる地域を回ったら、市内の重要な史跡をいくつか訪ね、そして水上人
形劇を鑑賞します。

また、古い街並みが残るドゥオンラム村では、紅河デルタ辺りの田舎の暮らしに触
れたり、ベトナムで最も古い喫茶店で地元のお茶を楽しむこともできます。

情緒あふれるベトナムの旅はハロン湾へと続き、一泊のクルーズで、人里離れた
洞窟や白い砂浜、漁村、魅力的な形の岩を見て回ります。ボートのデッキから湾
に朝日が昇る、壮観な光景は必見です。

次いで空路でラオスに向かいます。古都ルアンパバーンはどこまでも魅力的な町で
す。優美なワット・シェントーンやワット・パー・バートン・タイ、モン市場などを訪ねま
しょう。プーシーの丘からは町の全容が一望できます。

市内を離れて、ラオ村という農村への小旅行を楽しむこともできます。川や洞窟、壮
観な眺めのクアンシーの滝に立ち寄ります。昼食にはお弁当をご用意いたします。

美しい古都を発ったら、次はシェムリアップに向かいます。ここで2日間をかけて、
アンコール・ワットやタ・プロム、バンテアイ・スレイ寺院、そして今は亡きかつて
の王都アンコール・トムなど、何世紀も前に建てられたアンコール遺跡群の寺院
の数々を見て回ります。

東南アジア最大の淡水湖であるトンレサップ湖では、ボートで周辺の牧歌的な風景
を眺めながら、水上集落を訪ねます。最後は再びシェムリアップに戻ります。地元の
食べ物やお土産を探したり、あるいは人間観察などしながら、パブ・ストリートやオー
ルド・マーケットを散策するのはいかがでしょう。

ホアン・キエム湖（ベトナム、ハノイ）

画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

BOOK THIS TOUR

For tour prices, timetables and other important  
details, contact Indocharm Travel by telephone
+84 (0) 43 3927 5182,
email sales@indochinacharmtravel.com or visit  
their website www.indochinacharm.com.

mailto:sales@indochinacharmtravel.com
http://www.indochinacharm.com/


69

ベトナムとミャンマー、空の旅

マンダレー王宮（ミャンマー） 画像提供：Mike Aquino

11泊12日：ベトナムとミャンマーの人気観光スポットを空路で巡ります。

見どころ

ベトナムとミャンマーを巡るこのプランでは、空路でベト
ナムの寺院、湖、古都、そしてミャンマーの仏塔、市場、
王宮とを行き来して、広範囲を効率よく回ります。

旅はホーチミン市からスタートします。ホーチミン市は、
かつて国が分断されていた時代に、南ベトナムの首都が
置かれていた町です。地元民に愛されている水上人形
劇を鑑賞したり、ベトナム戦争で勝利した側が戦争中に手
掘りで建設したクチトンネルを探索したり、また、統一会堂
や中央郵便局、ドン・コイ通りなどのサイゴン中心部にある
植民地時代の史跡を散策しましょう。

その後、空路でダナンに移動し、少し車を走らせてホイア
ンに向かい、300年前からほとんど変わらない旧市街の
通りを散策します。ホイアンの寺院や集会所、地元の人
を訪ねる時間もぜひ取ってください。そしてその後は、近
くの浜辺でのんびり過ごしましょう。
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今度はフエに移動します。ここはかつて、13人のグエン朝皇帝がベトナム全土を統
治した場所です。まずはフォン川沿いに建つ、1803年創建のグエン朝王宮からス
タートしましょう。王宮から内陸に目をやれば、ティエン・ムー寺や歴代皇帝がそれ
ぞれ埋葬された霊廟が見えます。

ハロン湾では、昔ながらの木造船で、奇妙な形の島の景観を眺めながら4時間のク
ルーズを楽しみます。

この地に千年以上前から存在するハノイには、風光明媚なホアン・キエム湖や文廟、
広大なバーディン広場など、長い歴史の面影を湛える史跡が残っています。バー
ディン広場の周りには、大統領府や一柱寺、ホーチミン廟などもあります。

ハノイから再び空路で長距離を移動し、今度は国境を越えてミャンマーの首都ヤ
ンゴンに向かいます。スーレー・パゴダとシュエダゴン・パゴダには、どちらにも
市内にあるイギリス植民地時代の建物をはるかに超える歴史があり、2,000年
以上も昔に遡ります。市内の数々の博物館やパゴダ、市場などを見て回り、ヤン
ゴンの歴史と文化にじかに触れてみてください。

バガンも過去にタイムスリップしたような町です。この地には800年以上も前にパガ
ン王国が栄えていました。バガンの乾燥した平原には、11世紀初頭にアノーヤ
ター王が建てたシュエジーゴン・パゴダや、素晴らしい壁画が残るグービャウジー
寺院、内部の回廊に4体の巨大な立像が安置されているアーナンダ寺院など、
2,000を超える寺院が点在しています。

最後に立ち寄るマンダレーは、イギリスに侵略されるまでこの地を治めた、ミャン
マー最後の王朝の栄華を偲ばせる町です。最古の仏陀とされる仏像が安置されて
いるマハムニ・パゴダや、かつての王宮が再建された市内中心部にあるマンダ
レー王宮などの史跡に、王朝時代の影響を今でも感じることができます。

ここに挙げた旅行プランについて、訪問地とアクティビティの完成版リストをご希
望の方は、このページに記載されたSaigonTouristのオフィシャルサイトにお問い
合わせください。

ハロン湾（ベトナム）

画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

BOOK THIS TOUR

For tour prices, timetables and other important  
details, contact Saigontourist Travel Service  
Company; look for Ms Au Uyen Phuong by  
telephone +84 903709010,
email uyenphuong@saigontourist.net, 
or visit their website saigontourist.net.

mailto:uyenphuong@saigontourist.net
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豊かな文化を巡る3カ国の旅
（シンガポール、マレーシア、カンボジア）

バイヨン（カンボジア、シェムリアップ） 画像提供：Ministry of Tourism Cambodia

12泊13日：シンガポール、マレーシア、カンボジアの3カ国の主要都市を巡り、歴史と文化にたっぷり浸る旅です。
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見どころ

2週間の大半を使って、シンガポールからマレーシア、カンボジアまでの道を
辿り、東南アジアの人気の都市を巡りましょう。

シンガポール：東南アジア初の夜行性動物を見る動物園であるシンガポー
ル・ナイトサファリや、世界中の生態系から何千もの植物を集めた超近代的
なガーデン・バイ・ザ・ベイ（眺めのいいスーパーツリーは必見です）、イギリ
ス植民地時代の建造物と世界最先端のデザインのビルが混在する街並みな
ど、東南アジア有数の先進的なこの都市は多くの驚きに満ちています。

ペナン島：イギリス人によって東南アジア有数の貿易港につくり上げられた島
です。ジョージタウンの建物、内陸部の丘や寺院などを巡って、町の歴史を
再発見しましょう。屋台の料理も人気で、アジア中から観光客が訪れるほど
です。

クアラルンプール：歴史ある市内をまわれば、マレーシアの首都における歴史
と文化の目まぐるしさがわかります（100年前の建造物とペトロナス・ツイン・タ
ワーのような象徴的な新しいビルが混在しています）。ここでは、ビュッフェス
タイルのディナーと民族文化のショーで締めくくるナイトショーに参加するのが
一番のお勧めです。また、市郊外にあるクアラ・セランゴールの自然保護区も
訪ねてみてはいかがでしょう。

シェムリアップ：かつては巨大なアンコール王国の都でしたが、現在はトンレサッ
プ湖とその水上集落、ロサナ・ブロードウェイやアンコール・シルク・ファームなど
の文化体験、そして言うまでもなく壮大な寺院が数多く残るアンコール寺院群へ
の観光拠点となっています。

プノンペン：カンボジアの首都プノンペンは、古い時代の魅力と現代の魅力
を兼ね備え、ゆっくりと散策できる王宮（に限らず他にもいろいろと見どころ）
があります。

トライショー（マレーシア、ペナン島） 画像提供：Tourism Malaysia

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important  
details, contact Sedunia Travel Services Sdn. Bhd.  
by telephone +60 (0) 3-2148 4566,
email vivianlow@sedunia.com.my, or visit their  
website www.seduniatravel.com.

mailto:vivianlow@sedunia.com.my
http://www.seduniatravel.com/
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メコンの驚異：ラオス、ベトナム、カンボジア

ミトーの船旅 画像 © Mack Male/Creative Commons

14日間：旅の大半をボートでメコン河クルーズを楽しみながら、ラオス、ベトナム、カンボジアを巡ります。
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見どころ

最初の5日間はルアンパバーンとビエンチャンでの滞在を楽しみ、それから快適なクルー
ズ客船メコンプレステージII号に乗船して、古い時代の魅力や田舎ののどかな暮らし、東南ア
ジアらしいもてなしの心を発見する旅に出ましょう。

世界遺産の町ルアンパバーンでは時を忘れて、プーシーの丘からパノラマのような景色を
楽しみ、ワット・シェントーンなどの優美な寺院を眺めましょう。そして、地元少数民族のラオ
族の村に立ち寄ったら、必見のスポット、クアンシーの滝を訪ねます。

ビエンチャンでは、寺院を訪れたり川辺の遊歩道を散策したりと、活気あふれる首都の見ど
ころを巡ります。

続いて空路でベトナムに向かい、ホーチミン市に一泊して自由に観光を楽しんだら、翌日、
メコンデルタの玄関口ミトーに向かいます。

ウドンの寺院（カンボジア）

画像 © Julien Texier/ Creative Commons

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact ARASA Tour  
by telephone (+856) 21213633-4,
email arasa_laos@yahoo.com or visit their  
website http://www.arasa-tour-laos.com.

ミトーではクルーズ船に乗り込んで、そこからメコン川沿いのさまざまな村を巡ります（川
での暮らしぶりも知ることができます）。魅力的な小さな町カイベーでは、水上マーケット
やフランス風ゴシック教会を見学します。不規則に広がる町サデックは、フランス人作家
のマルグリット・デュラスが幼少期を過ごした町です。また、辺境の町タンチャウでは、絹
織物工房を訪ねます。

カンボジアに到着したら、首都プノンペンに立ち寄って、王宮などの歴史的・文化的名所
を見学します。手工芸品の村Koh Chongは、絹織物で有名な町です。かつての王都ウド
ンには、丘の上にたくさんの仏塔が建っています。カンポントララチでいにしえのWat
Kampong Leu Pagodaを見学し、辺境の港町カンポンチュナンでは、実際の水上集落や
活気あるマーケットを訪ねます。

クルーズ船の旅の途中では、地元の小舟に乗り換えて狭い運河を航行したり、リクシャーや
牛車も体験できます。

クルーズ中の食事はすべて船内で用意されます。

mailto:arasa_laos@yahoo.com
http://www.arasa-tour-laos.com/
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クアラルンプールに集う仲間（マレーシア） 画像提供：Malaysia Tourism

都市から郊外を巡る旅
（シンガポール、マレーシア、ベトナム）
13泊14日：最先端の近代的なシンガポールから、自然を愛する人や歴史ファンを魅了するベトナムまで、
東南アジア3カ国の中心地を巡って、至福の体験を楽しみます。
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見どころ

ハロン湾（ベトナム）

画像提供：Vietnam National Authori ty of Tourism

東南アジアの都市は、それ自体が素晴しい観光地ですが、郊外への拠点としても申し
分のない立地にあります。主要な大都市を訪れ、そこからは便利に別の島や内陸部へ
のアドベンチャーツアーに出かけることができます。

シンガポール：東南アジア初の夜行性動物を見る動物園であるシンガポール・ナイトサ
ファリや、世界中の生態系から何千もの植物を集めた超近代的なガーデン・バイ・ザ・ベ
イ（眺めのいいスーパーツリーは必見です）、イギリス植民地時代の建造物と世界最先
端のデザインのビルが混在する街並みなど、東南アジア有数の先進的なこの都市は多
くの驚きに満ちています。

クアラルンプール：歴史ある市内を巡れば、マレーシアの首都における歴史と文化の目
まぐるしさがわかります（100年前の建造物とペトロナス・ツイン・タワーのような象徴的な
新しいビルが混在しています）。ここでは、ビュッフェスタイルのディナーと民族文化の
ショーで締めくくるナイトショーに参加するのが一番のお勧めです。また、市郊外にあるク
アラ・セランゴールの自然保護区も訪ねてみてはいかがでしょう。

ハノイ：ベトナムの首都ハノイは、古都ホアルーや風光明媚なビックドン・パゴダ、ロマン
チックなチャンアン洞窟など、数々の素晴らしい史跡や自然を巡る際の拠点となる町で
す。

ハロン湾：カルスト地形が雨と潮流に浸食され、不可思議で幻想的な光景が形づくられま
した。海面から突き出る島々が描くゆるやかな曲線、洞窟や湾、そびえる岩の先端部が点
在しています。クルーズしながら、その眺めをお楽しみください。

ホーチミン市：かつて国が分断されていた時代に、南ベトナムの首都が置かれていまし
た。植民地時代の面影が残る町並みが魅力的です。サイゴン大教会（聖母マリア教会）、
中央郵便局、ホーチミン人民委員会庁舎といった市内の建造物や、市外のクチにあるトンネ
ル網などを巡ります。また、メコン川デルタの運河や近郊のタイソン島では、ベトナムの伝
統的な生活が今も営まれています。

BOOK THIS TOUR

For tour prices, timetables and other  
important details, contact Sedunia Travel  
Services Sdn. Bhd. by telephone
+60 (0) 3-2148 4566,
email vivianlow@sedunia.com.my, or visit  
their website www.seduniatravel.com.

mailto:vivianlow@sedunia.com.my
http://www.seduniatravel.com/
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都会を楽しむ：シンガポール、クアラルン
プール、バンコク（シンガポール、マレーシア、タイ ）

オーチャードのアート展示（シンガポール） 画像提供：Mike Aquino

13泊14日：旅のメインは、東南アジアの人気3都市のナイトツアーです。ショッピングと冒険の楽しい夜は

終わることなく続きます！
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見どころ

東南アジアの都市は眠ることがありません！2週間の休暇を
取ったら、シンガポール、クアラルンプール、バンコクの大都会を
思いっきり楽しんでください。

シンガポールは、東南アジア有数の先進的な、魅力たっぷりの都
市です。ジュロン・バードパークやシンガポール・ナイトサファリな
どの斬新な動物園、世界中の生態系から何千もの植物を集めた
超近代的なガーデン・バイ・ザ・ベイ（眺めのいいスーパーツリー
は必見です）を訪ねてみましょう。楽しさいっぱいのセントーサ島
のリゾートとテーマパークは、全部回るのに丸一日はかかりま
す！

マレーシアの首都クアラルンプールでは、素晴らしい文化と自然
を見て回りましょう。近くのマインズ・リゾートやプトラジャヤでク
ルーズを体験したり、KLタワーで市内を一望しながらディナーに
舌鼓を打ったり、また、サンウェイ・ラグーン・テーマパークも楽し
みます。さらに、市郊外にあるクアラ・セランゴールの自然保護区
も訪ねてみてはいかがでしょう。

最後に、王都バンコクでは、素晴らしい体験が待っています。まず
はチャオプラヤー川のクルーズディナーを楽しんだら、数日かけてダ
ムヌン・サドゥアク水上マーケットやサファリワールド＆マリンパーク、
王宮＆ワット・プラケオといった見どころを見て回りましょう。その後、カ
オヤイ国立公園で一日過ごし（象乗り体験など）、最後にバイヨック・ス
カイホテルで市内を一望しながら、ビュッフェスタイルのディナーを楽し
みます。

チャオプラヤー川（タイ） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important details,  
contact Sedunia Travel Services Sdn. Bhd. by telephone
+60 (0)  3-2148 4566, email vivianlow@sedunia.com.my, 
or visit their website www.seduniatravel.com.

mailto:vivianlow@sedunia.com.my
http://www.seduniatravel.com/


79

マスターズゴルフツアーの足跡を辿る
（マレーシア、タイ）

ブラックマウンテン・ゴルフクラブ（タイ、ホアヒン） 画像提供：Tourism Authori ty of Thailand

14泊15日：マレーシアのクアラルンプール、タイのホアヒンとバンコクを回るゴルフツアーです。両国の首都の
見どころを巡りながら、各都市の人気ゴルフ＆カントリークラブでのんびりゴルフを楽しんでください。
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見どころ

日は長く、フェアウェイはどこまでも続くように見えるでしょう。マレーシアとタイの
人気ゴルフコースを巡るこの15日間のツアーでは、東南アジア有数の美しい景
色に囲まれながら、あなたのゴルフの腕前も上達するかもしれません。

最初の6日間はマレーシアの首都クアラルンプールで、国内有数の歴史ある
コースを回ります。

• パークランド・スタイルのクアラルンプール・ゴルフ＆カントリークラブのイース
トコース。サイムダービーLPGAトーナメントの開催地

• ロス・ワトソン設計のコタペルマイ・ゴルフ＆カントリークラブ。数々の賞を獲得
しており、最近ではマレーシアオープンが行われた

• サウジャナ・ゴルフ＆カントリークラブのブンガラヤコース。地元では「クロコダ
イル」の愛称で呼ばれている

• ザ・マインズ・リゾート＆ゴルフクラブ。かつて世界最大の露天採掘の錫鉱山
だった場所につくられた美しいコース

首都クアラルンプールでは市内観光も行い、ペトロナス・ツイン・タワー、プタ
リン通り周辺のチャイナタウンやリトル・インディアなど、市内の人気観光ス
ポットを巡ります。

次の滞在地は、タイ有数の歴史あるリゾートタウンです。タイでのゴルフは、
1942年にホアヒンに国内最初のゴルフコースが完成したことから広まりました。
ここに数日滞在して、ティーオフしましょう。

• 有名なザ・バンヤン・ゴルフクラブ。「ロレックス世界トップ1000」のゴルフコー
スにも選ばれ、タイ湾を見渡せる15番ホールが特徴的

• ブラックマウンテン・ゴルフクラブ。アジアンPGAやタイクラシック・ゴルフトー
ナメントが行われる難しいコース

その後は、タイの首都バンコクとその周辺のゴルフコースに移動します。

ザ・バンヤン・ゴルフクラブ（タイ、ホアヒン）

画僧提供：Tourism Authori ty of Thailand

BOOK  
THIS TOUR

For tour prices,  
timetables and  
other important  
details, contact  
Golfasian Co., Ltd.  
by telephone
+66 (0)  714 8470,
or visit their website  
golfasian.com.

•スワン・ゴルフ＆カントリークラブ。周りを果樹園や田んぼ、ヤシの木、
ハス池に囲まれた、2011年タイオープンの開催地

•タナシティ・ゴルフ＆スポーツクラブ。グレッグ・ノーマンの設計による、
あらゆるレベルのゴルファーに対応する多様性に富んだコース

•タイ・カントリークラブ。5つ星クラスのコースでPGA基準に準拠、タイ
ガー・ウッズやビジェイ・シンの優勝歴あり

最後に、バンコクの観光スポットにも足を延ばしましょう。王宮やワッ
ト・プラケオなどを見学し、ロングテールボートに乗ってバンコクの運河
を下ります。
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心と身体を癒す、ラオスとベトナムの旅

サイゴン大教会（聖母マリア教会）（ベトナム、ホーチミン市） 画像提供：Mike Aquino

14泊15日：ラオスとベトナムで、体を元気に心を豊かにする至福のひとときを過ごします。
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見どころ

ものの見方を変えてリフレッシュするべく、ラオスとベトナムを2週間思いっきり満喫する。そ
れはまさに現代人の私たちに必要なことかもしれません。

ルアンパバーンに到着したら、屋根が地面に向かって低く弧を描くワット・シェントーンなど、
市内で最も美しい観光スポットを見て回りながら、心を癒す古都の雰囲気を味わってくだ
さい。初日の最後はプーシー山に登って、ルアンパバーンでの初めての夕日を眺めましょ
う。

翌週はラオスで、静けさをいっそう楽しむことになるでしょう。バックパッカーの町バンビエ
ンでのんびり過ごして、Phatang Mountainやナムソン川から石灰岩のカルスト地形を眺め
たり、何千体もの小さな仏像を有するワット・シーサケートやラオスのシンボル的建造物で
あるタート・ルアンなど、ビエンチャンの聖地を巡ったり、絵のようなナムグム湖を見渡しな
がら食事をしたり、メコン谷の上のボロベン高原に足を延ばしたりします。ボロベン高原に
は滝がいくつもあり、また茶畑やコーヒー農園などもあります。

さらに、4,000もの島々を擁することで有名なメコン川周辺では、コーン（グ）島に２泊して島
の生活を楽しみます。テールボートに乗って、（バックパッカーに人気のデット島よりも）静
かなコーン島にも行ってみましょう。ここではラオスの真髄が体験できます。コーン（グ）島
に戻ったら、コーンパペンの滝に足を延ばします。ここは、いくつも小さな滝が勢いよく流れ
落ちる東南アジア最大の滝です。

次の滞在地はホーチミン市です。無数ものオートバイの騒音に囲まれては、安らぎを見出
すのは難いと思うかもしれません。しかし、朝にサイゴン大教会（聖母マリア教会）の周り
を散策し、戦争証跡博物館や統一会堂の内部にしばし立ち止まると、穏やかな空間が広がるのを
感じるでしょう。

ここホーチミン市を拠点として、メコンデルタの水上マーケットへの日帰りで訪れたり、沿海都市
のファンティエットやリゾートの町ミイネーなどを旅したりして心身をほぐしましょう。この上なく幸
せな気持ちになったところで旅は終わります。

コーンパペンの滝

画像 (c) Nick Hubbard/ Creative Commons

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Viengchampa  
Tour by telephone (+856) 21 262041,  
email info@viengchampatour.com or visit  
their website www.viengchampatour.com.

mailto:info@viengchampatour.com
http://www.viengchampatour.com/
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陸路と川でベトナム北部とラオスを巡る

ホアルーの門（ベトナム） 画像 © TTAIYO/Creative Commons

14泊15日：ベトナムとラオスに広がる道路と川を辿って、各所を巡るプランです。
いつまでも心に残る体験となることでしょう。
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見どころ

ノーンキヤウの川岸（ラオス）

画像 © Thierry LeClerc/Creative Commons

川船で村々を巡る、活気あふれる都会でシクロに乗る、印象的な山の景色を見渡し
ながら曲がりくねった道に車を走らせる、この旅は、あなたの冒険心を満たします！

まずはベトナムのハノイからスタートです。千年の歴史を持つ町の見どころを巡りま
しょう。ベトナム民族学博物館では、ベトナムの公式民族について紹介されています。
ホアン・キエム湖を周遊する歩道は、何か活動をする際は必ず拠点となっています。
ハノイの先のニンビン省の古都ホアルーでは、地元の歴史を知ることができます。

ハロン湾ではハロン湾マジェスティッククルーズに乗船して、たくさんの石灰岩
の小島がエメラルド色の海面から突き出ている光景が見られます。泳いだり、
湾を探検したり、カヤックで近くの漁村へ行ったり、パールファームを訪ねたり
するのはもちろん、この魅惑的な場所の日の出と日の入りをただ眺めるだけで
も素敵です。

サパにはさらなる魅惑が待っています。この山あいの町には棚田があり、多くの少
数民族が住んでいます。サパで最も美しい谷とされているムオンホア谷に立ち寄っ
て、ザイ族の人々が暮らすタヴァン村を訪ねましょう。Phong Thoやディエンビエン
の歴史ある町に行く途中では、山岳地帯の印象的な風景を縫って車を走らせ、さら
に多くの民族の村を訪問します。

国境を越えてラオスに入ったら、ボートで地方に向かい、村人たちの日々の生活
を体験します。ノーンキヤウに行く途中では、ビーチでのんびり過ごしたり、ピク
ニックをしたりすることもできます。ノーンキヤウはナムウー川にある小さな町で、
石灰岩の山々の素晴らしい眺めが楽しめます。

最後に美しいルアンパバーンを訪ねます。ルアンパバーンはまるで時間が止まった
ような町です。初日は町を自由に散策してから、プーシー山に向かいます。眼下には、
ユネスコ世界遺産に登録された町並みが一望できます。

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact ARASA Tour  
by telephone (+856) 21213633-4,
email arasa_laos@yahoo.com or visit their  
website http://www.arasa-tour-laos.com.

mailto:arasa_laos@yahoo.com
http://www.arasa-tour-laos.com/
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一柱寺（ベトナム、ハノイ） 画像提供：Mike Aquino

ジャングルの村を巡る川の旅（ベトナム、ラオス）

14泊15日：ローカルな交通手段でベトナムからラオスを巡り、地域の素晴らしい文化を体験します。
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見どころ

ナムウー川 画像 (c) Ben Klocek/CreativeCommons

ラオスとベトナムのいたるところを15日間で巡る冒険はいかがでしょう。

スクーターがひしめくベトナムの首都ハノイでは、近くの美しいホアン・キエム湖を訪れ、
午後はシクロで旧市街を観光します。

古都ホアルーでは寺院を巡り、国内最大のパゴダを見学したら、ゴドン川で手漕ぎのサ
ンパン船に乗って、石灰岩の崖とその向こうに広がる田園の風景を堪能しましょう。

ハロン湾では、絵のように美しい石灰岩の島々を「ジャンク船」で巡るクルーズに出かけ
ます。泳いだり、湾を探検したり、カヤックで水上の漁村を訪ねたりしましょう。早朝なら
太極拳の練習や、また料理教室にも参加できます！

サパでハノイからの夜行列車を降りて、モン族やザイ族などさまざまな民族が暮らすこと
で知られる山あいの町に飛び込んでみましょう。伝統的な衣服をまとい、地元の市場で
手織りの品物を売っている様子を目にすることができます。

ベトナムとラオスの国境付近では、道路と川を辿る壮大な旅になります。Nam Na
Riverをディエンビエンまでボートで下れば、ベトナム独特の少数民族の村がさらにたく
さんあります。ラオスでナムウー川を遡って、地元の村人たちと家庭料理を楽しみましょう。
モン族の住むBan Pha Yong村まで森を歩いたり、また、Sop Khan村の近くでは泳いだ
りピクニックを楽しむのもお勧めです。

ルアンパバーンに行くと、この歴史あるラオスの王都が東南アジア有数の美しい町
とされている理由がよくわかります。絵のように美しい路地やフランス植民地時代の
別荘が立ち並ぶ三車線の並木道を散策すれば、夢のような気分に浸ることでしょう。
クアンシーの滝や手工芸品の村々に足を延ばしたり、プーシーの聖なる山の階段を
上って、雄大な眺めを堪能するのもお忘れなく。

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact ARASA Tour  
by telephone (+856) 21213633-4,
email arasa_laos@yahoo.com or visit their  
website http://www.arasa-tour-laos.com.

mailto:arasa_laos@yahoo.com
http://www.arasa-tour-laos.com/
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16日以上の
プログラム
ゆっくりと旅ができる方にお勧めのプランです！

東南アジアの国々を心ゆくまでたっぷりと回ります。
どこに行っても、地域の魅惑や神秘に浸ることがで
きます。
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フエの帝廟（ベトナム） 画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

16日間インドシナ半島一周の旅
（ラオス、ベトナム、カンボジア）
15泊16日：3カ国を巡って、各国の見どころを深く探索します。
現地での体験は、いつまでも心に残ることでしょう。
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見どころ

フエでは、フォン川沿いと町周辺の丘陵地帯にグエン朝の面影を見
て取ることができます。皇帝の即位式が行われたグエン朝王宮や、歴
代皇帝がそれぞれ埋葬されている内陸部の霊廟などを見学します。

ホーチミン市では、中央郵便局や統一会堂など、市内に数多く点在
するフランス植民地統治の痕跡を訪ねます。

カンボジアでの最初の訪問地はシェムリアップです。ここには
クメールの王たちが築いた巨大寺院が、王たちが姿を消して
から何世紀も経つ今でも残っています。12世紀の寺院群アンコー
ル・ワットやアンコール・トムの都を探索してその秘密を解き明かすな
ら、数日は必要でしょう。

最後はプノンペンです。カンボジアの活気あふれる首都の中心部で、
ロシアン・マーケットや王宮、ワット・プノンといった名所を回ります。
いずれもすぐ近くにあります。

ここに挙げた旅行プランについて、訪問地とアクティビティの完成
版 リ ス ト を ご 希 望 の 方 は 、 こ の ペ ー ジ に 記 載 さ れ た
SaigonTouristのオフィシャルサイトにお問い合わせください。

ラオス、ベトナム、カンボジアの見どころを周遊するこの16日間の旅では、数々の
体験をすることができます。一瞬にして心を奪われたり、インドシナ半島の印象が
根本的に変わってしまったりすることもあるかもしれません。

ラオスの首都ビエンチャンでは、数え切れないほどの仏像（全部で6,840体）が保存
されているワット・シーサケットを見学し、ビエンチャンの凱旋門として有名な記念碑
パトゥーサイを見上げます。

ルアンパバーンでは、昔の面影を残す街路を巡り、プーシー山の328段の階段を
登って、壮大な夕暮れの景色と町を流れるメコン川を眺めます。早起きをすれば、
サフラン色の衣をまとった僧梠たちが寄進を受けながら通りを練り歩く様子を見
ることができます。さらに、町から枝分かれした道路を辿って手工芸品の村を訪
ね、伝統的なサ・ペーパーや布製品の製作風景を見学しましょう。

メコン川を下り、神秘的なパクウー洞窟では、何千体もの黄金の立像がぎっしり
と安置されている驚きの光景を見て回りましょう。メコン川のデルタ地帯では、
現地の村の生活とその土地の食べ物も体験できます。

ベトナムの首都ハノイで、文廟や一柱寺をはじめとするいにしえの建物から、歴史博
物館やホーチミン廟といった最近の建造物を巡ると、千年におよぶベトナムの歴史が
一瞬にして目の前に蘇ることでしょう。

ハロン湾では、昔ながらの木造船に乗って、湾内に点在する奇妙な形の島々や不
思議な洞窟を4時間かけて回ります。

ホイアンでは、300年前からほとんど変わらない通りを散策し、市内の寺院や集会
所、商店などを巡ったら、近くの浜辺でのんびり過ごしましょう。

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Saigontourist  
Travel Service Company; look for Ms Au Uyen  
Phuong by telephone +84 903709010,
email uyenphuong@saigontourist.net, or visit  
their website saigontourist.net.

mailto:uyenphuong@saigontourist.net
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カンポン・グラム（シンガポール） 画像提供：Singapore Tourism Board

東南アジアを満喫する旅（マレーシア、ベトナム、タイ）

17泊18日：東南アジアで写真スポットを巡る楽しい旅です。シンガポール、マレーシアのクアラルンプール、ベトナ
ムのハノイ・ハロン湾・ホーチミン市、タイのパタヤ・バンコクを訪ねて、自撮り写真を撮ってみてはいかがですか。
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見どころ

18日間の休みが取れたら、壮大なスケールの旅に出かけてみませんか。シンガポールから
出発して、クアラルンプール、ハノイ、ホーチミン市を巡って時間旅行を楽しみ、ハロン湾とパ
タヤの絶景を堪能します。目的地は以下に順番に紹介します。

シンガポール：東南アジア初の夜行性動物を見る動物園であるシンガポール・ナイトサファリ
や、世界中の生態系から何千もの植物を集めた超近代的なガーデン・バイ・ザ・ベイ（眺めの
いいスーパーツリーは必見です）、イギリス植民地時代の建造物と世界最先端のデザインの
ビルが混在する街並みなど、東南アジア有数の先進的なこの都市は多くの驚きに満ちてい
ます。

クアラルンプール：歴史ある市内を巡れば、マレーシアの首都における歴史と文化の目まぐる
しさがわかります（100年前の建造物とペトロナス・ツイン・タワーのような象徴的な新しいビル
が混在しています）。ここでは、ビュッフェスタイルのディナーと民族文化のショーで締めくくる
ナイトショーに参加するのが一番のお勧めです。また、郊外にも足を延ばしてみてはいかがで
しょう。

ハノイ：ベトナムの首都ハノイは、古都ホアルーや風光明媚なビックドン・パゴダ、ロマンチック
なチャンアン洞窟など、数々の素晴らしい史跡や自然を巡る際の拠点となる町です。

ハロン湾：カルスト地形が雨と潮流に浸食され、不可思議で幻想的な光景が形づくられました。
海面から突き出る島々が描くゆるやかな曲線、洞窟や湾、そびえる岩の先端部が点在してい
ます。クルーズしながら、その眺めをお楽しみください。

ホーチミン市：かつて国が分断されていた時代に、南ベトナムの首都が置かれていました。
植民地時代の面影が残る町並みが魅力的です。サイゴン大教会（聖母マリア教会）、中央郵便
局、ホーチミン人民委員会庁舎といった市内の建造物や、市外のクチにあるトンネル網などを巡り
ます。また、メコン川デルタの運河や近郊のタイソン島では、ベトナムの伝統的な生活が今も
営まれています。

パタヤ：このリゾートタウンには、ノン・ヌッ・トロピカル・ガーデンの蘭の花や、近くのラーン諸
島（サンゴ礁の島）の島巡りと海の絶景を楽しむツアー、華麗なアルカザール・ショーなど、
ビーチ以外にもお勧めがたくさんあります。

バンコク：王都バンコクでは、最後に素晴らしい体験が
待っています。まずはチャオプラヤー川のクルーズディナー
を楽しんでから、数日かけてダムヌン・サドゥアク水上マーケッ
トやサファリワールド＆マリンパーク、王宮＆ワット・プラケオと
いった見どころを見て回りましょう。

ホアン・キエム湖に架かる橋（ベトナム、ハノイ）

画像提供：Viet Nam Administration of Tourism

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Sedunia Travel  
Services Sdn. Bhd. by telephone
+60 (0) 3-2148 4566,
email vivianlow@sedunia.com.my, or visit  
their website www.seduniatravel.com.

mailto:vivianlow@sedunia.com.my
http://www.seduniatravel.com/
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ミャンマーとマレーシアを巡る壮大な旅

ピンダヤ洞窟（ミャンマー、ピンダヤ） 画像提供：Mike Aquino

17泊18日：ミャンマーの人気観光スポットやあまり知られていない景勝地を訪ねた後、マレー半島でシンガポール、
マラッカ、クアラルンプールを巡る壮大なプランです。
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見どころ

18日間という壮大な旅でミャンマーの人気観光スポットを巡るなら、バガン王や僧侶、モンゴ
ルからの侵略者になったつもりで歩いてみてはいかがでしょう。

この旅では、ミャンマーの歴史と文化を深く掘り下げます。かつて植民地時代に首都が置かれ
たヤンゴンでは、イギリス様式の建造物やシュエダゴン・パゴダなどの史跡を巡ります。単調な
平原が続くパガンには、13世紀に滅びたパガン王国の寺院が2,000以上も点在して残っていま
す。マンダレーは、王国が最終的にイギリスに併合されるまで、ビルマ族最後の王都が置かれ
ていた場所です。

アヴァにはかつて古い王国の都が置かれていたため、今でも昔の寺院がいくつか残っています。
ピンダヤは、数千体もの仏像がぎっしり並ぶピンダヤ洞窟で知られる高地です。インダー族が
暮らすインレー湖は、湖を中心とした独自の文化で有名です。ンガパリ・ビーチは世界に誇る海
辺の町で、その白い砂浜は東南アジアの他のビーチにも決して劣りません。

ヤンゴンに戻ったら、残り3分の1の日程で、さまざまな文化的伝統に根付いた地域を巡り
ます。

シンガポールは、一見モダンなファサードを構えながら
も、典型的なイギリスの心が脈打つ都市です。市の中
心にある店舗や政府庁舎はモダンに見えますが、実は
19世紀に建てられたものです。かつてマレー王国の都
だったマラッカは、その後数世紀にわたってポルトガル、
オランダ、イギリスに支配されており、その面影は、市
内の教会などの建物に見ることができます。錫鉱山の
町クアラルンプールは、独立から数十年で、マレーシア
の近代都市に変貌を遂げました。

このプランはお客様のご要望に合わせてカスタマイズが
可能です。

マンダレー王宮（ミャンマー、マンダレー）

画像提供：Mike Aquino
トライショー（マレーシア、マラッカ）

画像提供：Mike Aquino

BOOK THIS TOUR

For tour prices, timetables  
and other important details,  
contact Mira Travels &  
Enterprises Ltd. by telephone
+ 95 9 5152516,
+ 95 9 976880244, email
sales@miramyanmartravel.com 
or visit their website  
www.miramyanmartravel.com

mailto:sales@miramyanmartravel.com
http://www.miramyanmartravel.com/
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スコータイでサイクリング（タイ） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand

東南アジア発見（タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム）
17泊18日：極上のタイ、カンボジア、ラオス、ベトナムを巡り、4つのそれぞれ異なる体験を楽しむ
盛りだくさんのプランです。

見どころ

4カ国を巡るこの旅は、でこぼこ道を進むので、シートベ
ルトが必要です。

起点はタイの首都バンコクで、まずは一日かけて市内
の見どころを見て回ります。広大な王宮や同じ敷地内に
あるワット・プラケオ（エメラルド仏が納められています）、
タイ式マッサージの総本山であり涅槃仏でも有名なワッ
ト・ポー、「暁の寺」ワット・アルンなどを巡ります。

チャイナタウンの遊歩道を歩いたり、市の中心を流れる
チャオプラヤー川や運河をロングテールボートで散策す
ることもできます。

続いてスコータイに飛び、シャム族による最初の都に降
り立ちます。13世紀に築かれたスコータイは、シャムの
黄金時代を支配しました。市内には今も約200基のチェ

ディ（仏塔）が遺跡として残っており、そのほとんどは自
転車で見て回ることができます。その他にも市内の遺構
としては、スコータイ北部にシーサッチャナライ歴史公園
があります。ここには130を越える荒廃した遺跡があっ
て、一見の価値があります。

タイの旅の最後は、北部の町チェンマイです。昔ながら
のマーケットやロングテールの川船、古い遺跡には、古
くラーンナー王国から続く伝統が息づいています。
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ラオスの旧王都ルアンパバーンまでは空路ですぐの移動です。現在は国立博
物館となっているかつての王宮でラオスの歴史を堪能したら、地元の美しい寺院を
巡りましょう。

ルアンパバーンに滞在中は、さまざまな少数民族や賑やかな市場を訪ねたり、お
いしい料理を楽しんだりして（ラオ族の料理教室も開催されます）、ラオスの伝統文
化に浸ることもできます。

そして、ルアンパバーンからメコン川をクルーズで移動をして、メコン川とナム
ウー川の合流地点にあるパクウー洞窟に行きます。数百体もの仏像が置かれた
光景は、地元の人々の信仰心の篤さを映し出しています。続いてプーシー山に登り、
ルアンパバーンの市街とその周辺地域の眺望を楽しんでください。

次の訪問地はベトナムです。海をゆったりのんびり進むボートのデッキからの眺
めを楽しんでいると、ハロン湾の見事な景色が姿を現してきます。

ベトナムの町を巡れば、ベトナムの人々の千年におよぶ歴史を目にすることが
できます。

•まずは現在の首都ハノイで、文廟やホアン・キエム湖、活気あふれる旧市街を
半日かけて回ります。

•かつての王都フエに移動して、王宮やティエン・ムー寺といったグエン朝の遺
跡を訪ねます。

•貿易港としてかつて栄えたホイアンの旧市街には、18世紀の屋敷や部族の集
会所が立ち並んでいます。

•今も地元では「サイゴン」と呼ばれる賑やかなホーチミン市には、中央郵便局や
ホーチミン人民委員会庁舎など、フランス植民地時代の建造物が残っています。

その後、空路でシェムリアップに移動します。シェムリアップはアンコール遺跡観
光の玄関口になっており、東南アジアが誇る驚きの建造物を見ることができます。
広大な平原に数百にもおよぶアンコール時代の寺院が点在し、かつてこの地から
大帝国を統治していた歴代のクメール王のほとばしるようなエネルギーが伝わっ
てきます。

この盛りだくさんなツアーの後半では、アンコール寺院群を徹底的に探索しましょ
う。かつての王都アンコール・トムや謎めいたバイヨン、狭い路地に囲まれて建

つタ・プロム、バンテアン・クディ寺院にラ・スラン、そして、誰もが知る圧倒的
な驚異のアンコール・ワット。それらはまさに、神が住むとされるメール山を模
した輪郭になっています。

トンレサップ湖の水上集落を巡れば、地元の人々の生活に触れることができる
でしょう。このクルーズのハイライトは水上家屋です。戸外で食事を楽しんだり、
地元の人々の日常生活をうかがうこともできます。

来遠橋（日本橋）（ベトナム、ホイアン） 画像© Tourism Authority of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important details,  
contact EXOTravel by telephone +66 (0)  2 633 9060  
or visit their website exotravel.com.
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文廟（ベトナム、ハノイ） 画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

ベトナムへの道（シンガポール、マレーシア、ベトナム）
18泊19日：シンガポールからスタートし、マレーシアの都会的な魅力を巡ってから、ベトナムの人気観光スポットを
じっくりと観光する、東南アジア周遊の旅です。
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見どころ

19日間でシンガポール、マレーシア、ベトナムを回り、3カ国の極上の観光スポット
を巡ります。

シンガポール：東南アジア初の夜行性動物を見る動物園であるシンガポール・ナイトサ
ファリや、世界中の生態系から何千もの植物を集めた超近代的なガーデン・バイ・ザ・ベ
イ（眺めのいいスーパーツリーは必見です）、イギリス植民地時代の建造物と世界最先
端のデザインのビルが混在する街並みなど、東南アジア有数の先進的なこの都市は多
くの驚きに満ちています。

ペナン島：イギリス人によって東南アジア有数の貿易港につくり上げられた島です。
ジョージタウンの建物、内陸部の丘や寺院などを巡って、町の歴史を再発見しましょう。
屋台の料理も人気で、アジア中から観光客が訪れるほどです。

クアラルンプール：歴史ある市内を巡れば、マレーシアの首都における歴史と文化の目
まぐるしさがわかります（100年前の建造物とペトロナス・ツイン・タワーのような象徴的
な新しいビルが混在しています）。ここでは、ビュッフェスタイルのディナーと民族文化の
ショーで締めくくるナイトショーに参加するのが一番のお勧めです。また、市郊外も足を
延ばしてみてはいかがでしょう。

ハノイ：ベトナムの首都ハノイは、古都ホアルーや風光明媚なビックドン・パゴダ、ロマン
チックなチャンアン洞窟など、数々の素晴らしい史跡や自然を巡る際の拠点となる町で
す。

ハロン湾：カルスト地形が雨と潮流に浸食され、不可思議で幻想的な光景が形づくられま
した。海面から突き出る島々が描くゆるやかな曲線、洞窟や湾、そびえる岩の先端部が
点在しています。クルーズしながら、その眺めをお楽しみください。

フエ：ベトナムのかつての王都で、フォン川沿いのグエン朝王宮
や郊外の丘にいくつも建つ大きな霊廟など、グエン朝皇帝たちの
壮大な建造物が数多く残されています。

ホイアン：かつて貿易港として栄えたこの町は、この一世紀は
幸いにも争いに巻き込まれることがなかったため、旧市街に
18世紀の屋敷や部族の集会所が並ぶ街並みが残っています。

ダナン：五行山の近くに位置するベトナムを代表する都市で、有
名な橋やビーチ、寺院があります。

ホーチミン市：かつて国が分断されていた時代に、南ベトナム
の首都が置かれていました。植民地時代の面影が残る町並み
が魅力的です。サイゴン大教会（聖母マリア教会）、中央郵便局、
ホーチミン人民委員会庁舎といった市内の建造物や、市外のクチに
あるトンネル網などを巡ります。また、メコン川デルタの運河や近
郊のタイソン島では、ベトナムの伝統的な生活が今でも営まれ
ています。

カイ・ディン帝廟（ベトナム、フエ）

画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important details, contact  
Sedunia Travel Services Sdn. Bhd. by telephone +60 (0) 3-2148 4566,  
email vivianlow@sedunia.com.my, or visit their website  
www.seduniatravel.com.

mailto:vivianlow@sedunia.com.my
http://www.seduniatravel.com/


98

トレッキング、ドライブ、クルーズで楽しむ

パクウー洞窟の仏像 画像 © llee_wu/Creative Commons

4カ国（ミャンマー、タイ 、 ラオス 、 カンボジア ）

20泊21日：ミャンマーのヤンゴンから、3カ国が国境を接するゴールデン・トライアングル（黄金の三角地帯）
を経由して、ラオスのルアンパバーンまで、3週間の歴史を巡る冒険です。きっと忘れられない旅になることで
しょう！

見どころ

ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジアの高原や農村地帯を走る山
道、道路、川を3週間で辿ります。目を大きく開いて素晴らしい景
色をご堪能ください。

旅はミャンマー最大の都市ヤンゴンからスタートします。高層ビ
ルの少ないヤンゴンですが、地平線の向こうに光り輝く建造物
がそびえ立っているのが見えます。ビルマ仏教のシンボル、シュ
エダゴン・パゴダです。

ここを起点として、ヤンゴン市内の興味深いパゴダにも足を延
ばしてみましょう。ボータタウン・パゴダには貴重な仏教遺産
が納められています。また、チャウットジー・パゴダでは70メー
トルもある巨大な仏像を拝観することができます。

次の訪問地はインレー湖です。昔ながらのロングボートに乗って、
湖を巡り、シルクや伝統的なボート、ミャンマー葉巻（チェルート）
をつくる河畔の工房を見学しましょう。さらに、インデイン村では、
素朴な佇まいの17世紀のパゴダを見ることもできます。また、半

日かけて、湖の西側をトレッキングしたり、地元の人が育ててい
るタバコやトウモロコシの畑の間を歩くのもお勧めです。
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ミャンマー有数の古都バガンには、シュエジーゴン・パゴダやグービャウッヂー
寺院（Wetkyiinn）、アーナンダ寺院、スラマニ寺院など、乾燥した平原に2,000
を超えるパゴダが林立しています。時間に余裕があれば、ナンパヤー寺院を見学したり、
馬車に乗ってオールド・バガンの寺院を巡ってみてはいかがでしょう。

バガンからはエーヤワディ川を渡って、今も残る古都をいくつか車で巡ります。パカン
ジーでは、今も残るミャンマーでも最古級の木造僧院、チンドウィン川周辺では洞窟、
さらには巨大な仏像も複数見ることができます。車での移動は、ミャンマー最後の王
都マンダレーまでです。ここでは、大量の金箔が貼られた仏像があるマハムニ・パゴ
ダや、世界最大の書物があるクトードー・パゴダなど、多くの聖地を訪ねます。また、
マンダレーヒルからは町に沈む夕日を眺めることができます。

マンダレーからの道を辿れば、未完のミングォン・パゴダや廃れた王都アヴァなど、他
にも「失われた」町やパゴダに出会えます。アヴァでは、古い木造のバガヤ僧院や、王
宮と要塞の遺構などを馬車で巡ります。

次は、ミャンマー、ラオス、タイが国境を接する「ゴールデン・トライアングル（黄金の三
角地帯）」です。数日滞在して、この地域の人気観光スポットを巡ります。

ミャンマーのタチレクからタイのメーサイに移動して、ロングテールボートでカレン・ルア
ムミット村に行ってエレファント・サファリを楽しんだり、Yapauの村を訪ねたりします。

最後はファイメーサイ滝までトレッキングです。滝で泳いだり、森のそよ風をお楽しみく
ださい。

国境を越えてラオスに入ったら、ルアンナムターに向かいます。この地域にはモン族、
アカ族、タイ・ルー族などのさまざまな民族が住んでいます。彼らの村を訪ね、その生
活をうかがうこともできます。

ウー川をボートで下りながら、河畔の洞窟を見て回りましょう。目的地のパクウー洞
窟までは3時間の船旅です。この洞窟は、現地では16世紀から神聖な場所とされ
ており、信者たちが寄進した何百体もの仏像が納められています。

旅の最後にルアンパバーンを訪ね、ラオス文化の真髄をたっぷりと体験し
ます。食品市場を見学したり、クアンシーの滝に浸かったり、プーシーの聖なる丘
に登ったりして、美しいパノラマのような景色で旅を締めくくりましょう。

シュエダゴン・パゴダ 画像提供：Mike Aquino

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other important  
details, contact ARASA Tour by telephone  
(+856) 21  213633-4, email arasa_laos@yahoo.com
or visit their website http://www.arasa-tour-laos.com.

mailto:arasa_laos@yahoo.com
http://www.arasa-tour-laos.com/
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ホアン・キエム湖（ベトナム、ハノイ） 画像提供：Vietnam National Administration of Tourism

3週間で巡る驚きの観光名所
（シンガポール、マレーシア、カンボジア、ベトナム、タイ）
21泊22日：あなたも東南アジア通になりませんか。ゆっくり旅を楽しみたい方必見、5カ国もの人気観光スポットを
訪ねます。
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見どころ
3週間の休暇が取れましたか？22日間で東南アジア5カ国を巡る

旅はいかがでしょう。シンガポールからスタートして、不思議な形
の島が点在するハロン湾や、イギリス植民地時代のショップハウ
スが見られるペナン島など、夢にも見たことのないような場所を巡
ります！

シンガポール：東南アジア初の夜行性動物が見られる動物園で
あるシンガポール・ナイトサファリや、世界中の生態系から何千も
の植物を集めた超近代的なガーデン・バイ・ザ・ベイ（眺めのいい
スーパーツリーは必見です）、イギリス植民地時代の建造物と世
界最先端のデザインのビルが混在する街並みなど、東南アジア
有数の先進的なこの都市は多くの驚きに満ちています。

ペナン島：イギリス人によって東南アジア有数の貿易港につくり
上げられた島です。ジョージタウンの建物、内陸部の丘や寺院な
どを巡って、町の歴史を再発見しましょう。屋台の料理も人気で、
アジア中から観光客が訪れるほどです。

クアラルンプール：歴史ある市内を巡れば、マレーシアの首都に
おける歴史と文化の目まぐるしさがわかります（100年前の建造

物とペトロナス・ツイン・タワーのような象徴的な新しいビルが混
在しています）。ここでは、ビュッフェスタイルのディナーと民族文
化のショーで締めくくるナイトショーに参加するのが一番のお勧め
です。

また、市郊外にあるクアラ・セランゴールの自然保護区も訪ねてみてはいかがでしょう。

シェムリアップ：かつては巨大なアンコール王国の都でしたが、現在はトンレサップ湖とその水上集
落、ロサナ・ブロードウェイやアンコール・シルク・ファームなどの文化体験、そして言うまでもなく壮大
な寺院が数多く残るアンコール寺院群への観光拠点となっています。

ハノイ：ベトナムの首都ハノイは、古都ホアルーや風光明媚なビックドン・パゴダ、ロマンチックな
チャンアン洞窟など、数々の素晴らしい史跡や自然を巡る際の拠点となる町です。

ハロン湾：カルスト地形が雨と潮流に浸食され、不可思議で幻想的な光景が形づくられました。海
面から突き出る島々が描くゆるやかな曲線、洞窟や湾、そびえる岩の先端部が点在しています。
クルーズしながら、その眺めをお楽しみください。

パタヤ：このリゾートタウンには、ノン・ヌッ・トロピカル・ガーデンの蘭の花や、近くのラーン諸島
（サンゴ礁の島）の島巡りと海の絶景を楽しむツアー、華麗なアルカザール・ショーなど、ビーチ以
外にもお勧めがたくさんあります。

バンコク：王都バンコクでは、最後に素晴らしい体験が待っています。まずはチャオプラヤー川のク
ルーズディナーを楽しんでから、数日かけてダムヌン・サドゥアク水上マーケットやサファリワールド＆マリ
ンパーク、王宮＆ワット・プラケオといった見どころを見て回りましょう。

マリーナ・ベイのエスプラネード（シンガポール）
画像提供：Singapore TourismBoard チョン・ファッ・ツィ・マンション（マレーシア、ペナン島）

画像提供：TourismMalaysia

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Sedunia Travel  
Services Sdn. Bhd. by telephone
+60 (0) 3-2148 4566,
email vivianlow@sedunia.com.my, or visit  
their website www.seduniatravel.com.

mailto:vivianlow@sedunia.com.my
http://www.seduniatravel.com/
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タイ北部、ラオス、カンボジアを巡る27日間の

ルアンパバーン 画像 © Jean-Marie Hullot / Creative Commons

冒険の旅
26泊27日：タイ北部、ラオス、カンボジアを旅します。あらゆる方法を使い、あらゆる場所を巡り、あらゆる体験をす
る27日間です。
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見どころ

一カ月の冒険の旅に出られるなら、タイ北部、ラオス、カンボジアのありのままの姿を
じっくり見て回るプランがお勧めです。

スタートはタイです。チェンマイを拠点として、タイ北部の冒険の旅に出かけましょう。
ワット・プラ・タート・ドイ・ステープ寺院で瞑想したり、メーテーン・エレファントパークで象と
戯れたり、さらには、ピン川を竹製の筏でゆっくりと下ったりもします。有名な首長カレン族
の女性と一緒に写真を撮るチャンスもあります。

続いて、タイ、ラオス、ミャンマーが国境を接するゴールデン・トライアングル（黄金の三
角地帯）を経由して、ラオスに向かいます。曲がりくねった道路を辿って内陸地方を進
めば、驚きの文化と自然に次々と出会うことでしょう。

チャンコーン地区では、さまざまな山岳民族の親しみやすさとホスピタリティを感じること
ができるでしょう。ムアン・シンでは、アジア有数の岩山をトレッキングして、自身の限界
に挑戦してみるのもお勧めです。ウドムサイ県では、地元の市場やWat Phra Xack
Kham templeを訪ねます。ポンサーリーでは、山腹に広がる茶畑の眺めをお楽しみく
ださい。

また、プノイ、Laoseng、アカ族などの村を訪ねる機会もあります。ノーンキヤウまでナム
ウー川のクルーズを楽しんだら、自転車に乗り換えて、近くの石灰岩の洞窟の美しい景
色を眺めて回り、ユネスコ世界遺産の町ルアンパバーンに向かいます。

最後に、国境を越えてカンボジアに入り、ラタナリキの州都バン・ルンで地元の市場や山
岳民族を訪ねましょう。サン川をボートで移動して、墓に像を飾る風習を持つタンプーン
族の住む村に向かいます。都心部へは、日帰り旅行として、カンボジアの首都プノンペ
ンに行きます。そして、カルダモン山脈を旅し、最後にビーチタウンのシアヌークビルを
訪れます。日光浴を満喫して、長い冒険の旅を締めくくりましょう。

ピン川（タイ） 画像 © Tourism Authori ty of Thailand

BOOK THIS TOUR
For tour prices, timetables and other  
important details, contact Viengchampa  
Tour by telephone (+856) 21 262041,  
email info@viengchampatour.com or visit  
their website www.viengchampatour.com.

mailto:info@viengchampatour.com
http://www.viengchampatour.com/
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クルーズ
クルーズなら、一度の休暇で、東南アジアの多様な
美しさを簡単かつお得に楽しめます。毎日違った新
しい目的地で目覚め、荷物を詰めたり開いたりする
必要もありません。東南アジアには多種多様なク
ルーズ船が運航していますので、きっとお好みのツ
アーに出会えることでしょう。
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コーラル・ディスカバラーから東南アジアを眺める

海のジプシー、モーケン族の村（ミャンマー） 画像提供：Coral Expeditions

（インドネシア、シンガポール、マレーシア、タイ、ミャンマー、オーストラリア）

見どころ

Coral Expeditionsの東南アジアツアーでは、きらめく都会か
ら熱帯雨林まで、さまざまな見どころを巡ります。クルーズプ
ランは次のとおりです。

オランウータンとジャワ海の幻の生物
（例：2016年11月5日出発（8泊9日）カリマンタンからシンガ
ポール）

小型船での探検クルーズにぴったりのスポットを巡るこの新し
いプランで、「素晴らしいインドネシア」を発見してください。こ
こではインドネシアの野生生物に注目して、陸ではハイキン
グや国立公園巡りを楽しみ、海では泳いだり、シュノーケリン
グやダイビングを楽しんで、世界でここにしかいない珍しい種
や絶滅に瀕した種の生物にも出会えます。

（バリ島からチャーター便で到着後）インドネシアのカリマンタ
ンでコーラル・ディスカバラーに乗船し、インドネシアのタンジュ
ン・プティン国立公園、カリマンタン、サウザンド諸島、クラカタ
ウ山、ウジュン・クロン国立公園、ブリトゥン島、Pulau Penuba
を巡り、シンガポールに向かいます。
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失われたミャンマーへの道（2016年11月25日出発、12泊13日、シンガポールから

ヤンゴン）：シンガポールのスカイラインが遠ざかるのを眺めながらデッキで飲み物を
楽しんだり、アンダマン海の爽やかなそよ風を全身に浴びたり、また、タイの村では地
元料理の秘けつを学ぶこともできます。さらにヤンゴンでは、現在のミャンマーの急速
な発展を目の当たりにするでしょう。シンガポールからヤンゴンまでのこの旅は、冒険
と楽しさの両方を求める方にお勧めです。シンガポールでコーラル・ディスカバラーに乗船
して、マレーシアのマラッカやパンコール島、タイのタルタオ海洋国立公園やアオナーン、ミャン
マーのモウラミャインやメルギー諸島を巡ります。

失われたミャンマーを垣間見る（2016年12月31日出発、12泊13日、ヤンゴンからシンガ

ポール）：ヤンゴンからシンガポールまでを移動しながら、ミャンマー、マレーシア、タイ、シン
ガポールの各国独特の文化・食・地域社会に、全く新しい光を当てる体験にどっぷりと浸り
ます。ミャンマーのヤンゴンでコーラル・ディスカバラーに乗船し、シンガポール、マレーシア
のマラッカやパンコール島、タイのタルタオ海洋国立公園やアオナーン、ミャンマーのモウラミャ
インやメルギー諸島を巡ります。

インドネシア諸島を巡る至極の旅（2017年2月26日出発、17泊18日、シンガポールか

らダーウィン）：冒険、発見、探検が満載のこのプランで、インドネシアの手つかずの自
然に深く分け入ってみましょう。サンゴ礁の海で泳いだり、火山のカルデラまでハイキン
グをしたり、熱帯雨林を歩いたり、ジャングルの中の滝に浸かったりして、経験豊かな船
長をはじめ熟練のクルーやガイドの力を借りながら、インドネシア諸島の秘密を解き明
かします。

シンガポールでコーラル・ディスカバラーに乗船し、インドネシアのタンジュン・プティン国立公
園、カリマンタン、サウザンド諸島、クラカタウ山、ウジュン・クロン国立公園、カリムンジャワ
国立公園、スラバヤ島、ブリトゥン島、Penuba、ロンボク島、コドモ島、スンバ島、アロール島、
Kera、クープン島、クリムトゥ国立公園、そしてオーストラリアのダーウィンを巡ります。

シュエダゴン・パゴダ（ミャンマー、ヤンゴン） 画像提供：CoralExpeditions

BOOK THIS TOUR

Terms and Conditions:
1.Flight Credit is not available to be combined with any other offer,  
except standard Xplorers Club loyalty discounts andbenefits.
2.Members of Coral Expedition’s past passenger loyalty program, Xplorers  
Club, can combine this with their standard discounts and benefits.
3. Promotion is capacity-controlled

詳細については、Coral Expeditionsのオフィシャルサイトをご覧ください。

Departure Dates and Itineraries: November 2016 to  
February 2017
• Singapore to Yangon 12nights
• Yangon to Singapore 12nights
• Kalimantan to Singapore 8 nights
• Singapore to Darwin 17nights

Offer: AUD $1,500 flight credit per person for all  
Asia itineraries for the 16/17 season. Specifically  
for US market, flight credit is capped at USD
$1,000.

How to utilise this promotion:
Quote “ASEAN@50” when booking via Coral  
Expedition’s appointed travel agents, phone,  
email or online at  
https://www.coralexpeditions.com/

ブリトゥン島の灯台（インドネシア） 画像提供：Coral Expeditions

https://www.coralexpeditions.com/
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東南アジアで始まる最高の冒険
（シンガポール、マレーシア、タイ）

マリナー・オブ・ザ・シーズ 画像提供：Royal Caribbean International

シンガポール、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、タイ、ブルネイからのご予約で、

割引コード「ASEAN@50」を使ってご予約いただければ、最大100米ドルのオンボードクレジットを進呈します。2017年および

2018年4月～6月にシンガポールを出発するロイヤル・カリビアンの厳選クルーズが対象です。

見どころ
ロイヤル・カリビアン・インターナショナ
ルのクルーズ船は、現在アジア航路を
運航する船の中で、最大かつ最も斬新
なクルーズ船と言われています。そん
なマリナー・オブ・ザ・シーズや、オベー
ション・オブ・ザ・シーズ、ボイジャー・オ
ブ・ザ・シーズなどに乗って東南アジア
冒険の旅に出かけてみませんか。
ASEAN設立50周年記念の今なら、お
得なプランをご利用いただけます。

内側客室もしくは海側客室のご予約で、
50米ドルのオンボードクレジットを、ま

た、バルコニー客室もしくはスイート客
室のご予約で、100米ドルのオンボード
クレジットを進呈します。
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旅行プランは次のとおりです。

• 3泊：マレーシア探検クルーズ：シンガポール – クアラルンプール（ポートクラン）－ シンガポール

• 3泊・4泊：ペナン島クルーズ：シンガポール – ペナン島 – シンガポール

• 4泊：プーケットクルーズ：シンガポール – プーケット – シンガポール

• 4泊：東南アジア島巡りクルーズ：シンガポール – クアラルンプール（ポートクラン）－

プーケット – シンガポール

• 4泊：東南アジア島巡りクルーズ：シンガポール – ペナン島 – プーケット – シンガポール

• 4泊：東南アジア島巡りクルーズ：シンガポール – ペナン島 – ランカウイ – シンガポール

• 5泊：ペナン島＆プーケットクルーズ：シンガポール – ペナン島 – プーケット – シンガポール

• 5泊：情緒あふれる東南アジアクルーズ：シンガポール – クアラルンプール（ポートクラン） －

ペナン島 – プーケット – シンガポール

• 5泊：バンコククルーズ：シンガポール – バンコク（レムチャバン） - シンガポール

• 7泊：情緒あふれる東南アジアクルーズ：シンガポール – クアラルンプール（ポートクラン） －

ペナン島 – ランカウイ – プーケット – シンガポール

マリナー・オブ・ザ・シーズは、ロイヤル・カリビアンのボイジャークラスのクルーズ船で、乗客一人

あたりのパブリックスペースが業界一広いことで有名です。姉妹船のボイジャー・オブ・ザ・シーズ

は8千万米ドルを投じて改装され、船上サーフィン施設のフローライダーや、航海中のリアルタイ

ム映像を映し出すバーチャルバルコニーが新設されました。どちらのボイジャークラスの船も約

4,000名の乗客定員を誇り、さらには、ロッククライミング用壁面やアイススケートリンク、バス

ケットボールコート、ミニゴルフ、屋外スクリーンといった最新鋭のレクリエーション施設の充実も

特長です。

オベーション・オブ・ザ・シーズは、ロイヤル・カリビアンの2016年就航の最新クァンタムクラス

の一つで、この地域で最大かつ最先端の船です。洋上初の特徴としては、海面300フィートまで上がるこ

とのできる革新的な展望カプセル「ノーススター」や、スカイダイビングのシュミレーションが楽しめる「リップコード・バ

イ・アイフライ」があります。洋上最大の屋内体育館「シープレックス」では、バンパカーやスケート、空中ブランコなど

が堪能できます。また「Two70」は、昼と夜で場所が変わるハイテクラウンジです。世界初のロボッ

トバー「バイオテック・バー」も見逃せません。ロボットバーテンダーがステアやシェイクをしてつ

くった飲み物が楽しめます！

• 7-Night  Thailand   &   Vietnam   Cruise: Singapore
– Bangkok (Laem Chabang) - Ho Chi  

Minh City (Phu My) - Singapore

オベーション・オブ・ザ・シーズ

画像提供：Royal Caribbean International.

BOOK THIS TOUR
Departure Dates and Itineraries: 2017 and Q1  
2018 Singapore sailings
•Applicable to all Southeast- Asia sailingson  
Mariner of the Seas, Ovation of the Seas and  
Voyager of the Seas.

Offer:
• U$ 50 onboard credit per cabin for interior  

and oceanview category staterooms
• U$ 100 onboard credit per cabin for  

balcony and suites category staterooms
• Valid till June 2017.

How to utilise this promotion:
Quote “ASEAN@50” when booking via Royal  
Caribbean International’s appointed travel agents  
or online at http://www.royalcaribbean.com.sg/

Terms and Conditions:
1.Combinable with published promotional rate
2.Not combinable with Travel agent rate/ Guarantee promotion  
(no stateroom allocated) / Weekly online deals

http://www.royalcaribbean.com.sg/
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スーパースタージェミナイで行くマラッカ海峡
（シンガポール、マレーシア）

マリーナベイ（シンガポール） 画像提供：Star Cruises

どこまでもフリースタイル – ドレスアップもドレスダウンも思いのまま、どこで誰と食事するの

も、いつアクティビティを楽しむのも自由です。スーパースタージェミナイの船上にはすべて
があります。客室もスイートやステートルームを幅広く備え、旅慣れた乗客に極上の居心地
をお届けします。さらには娯楽施設も充実しており、世界的に有名な映画作品を鑑賞したり、
乗客限定のキングネプチューン・ヘルスクラブで体調を整えたり、ジャグジーで疲れを癒したり、
屋外プールで泳いだりと豊富に楽しめます。

食の旅 – スーパースタージェミナイで、美食の旅に出かけましょう。アジアの逸品料理から

欧米グルメ、豪華な中華料理まで、極上の料理を豊富にお楽しみいただけます。船内には
飲食施設が１１ヶ所ありますので、どなたにもご満足いただけるでしょう！

洋上の高級ショッピング – スーパースタージェミナイにはおしゃれなショッピングエリアもあり、

買い物好きの方も楽しんでいただけます。ポーツオコールでお土産を買ったり、カノープス
で上品な時計や宝飾品を見て回ったり、ミランステーションに立ち寄ってデザイナーズバッグを
眺めたり、免税店でお気に入りの香水を探してみたりしてはいかがでしょう。

完璧な休暇の仕上げに、のどかな観光スポットのランカウイや、豊か
な文化が感じられるマラッカやペナン島など、スーパースタージェミナ
イで極上のアジア巡りを楽しんでください。シンガポールやクアラルン
プールのような活気にあふれた首都も、あなたの到着を待っています。

見どころ
世界最高レベルのエンターテインメントや美食の品々、豪華な客室、充実した設備、アジア流
の温かいおもてなし、そんな贅沢な環境を満喫する最高の休暇はいかがでしょう。いつ何をし
ようかなんて悩む必要はありません。スーパースタージェミナイで出帆して、フリースタイルク
ルーズをお楽しみください！
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1室2名以上のご利用で、お二人目の客室料が半額になります。対象となるのは、スーパース

タージェミナイでシンガポールを出航して、クアラルンプール、マラッカ、ペナン島、ランカウイ
など、珠玉のマラッカ海峡を巡る2～3泊のクルーズです。船上では以下の特別サービスもご
用意しています。

・カステルのスパークリングワイン2杯（1組分）を50シンガポールドルで提供

・スパとビューティーサロンの2度目の利用が半額

・観光名所免税店の厳選アイテムを50シンガポールドルで提供

2016年10月30日から2017年10月25日までに出帆するスーパースタージェミナイの厳選ク
ルーズが対象です。

• 3泊（日）クルーズ（シンガポール – ペナン島 & ランカウイ –シンガポール）

• 3泊（日）クルーズ（シンガポール –ペナン島& クアラルンプール（ポートクラン）–シンガポール）

• 2泊（水）クルーズ（シンガポール – マラッカ –シンガポール）

• 2泊（水）クルーズ（シンガポール – クアラルンプール（ポートクラン） – シンガポール）

ペトロナス・タワー（マレーシア、クアラルンプール）
画像提供：Star Cruises

スーパースタージェミナイのジャグジー

画像提供：Star Cruises

BOOK THIS TOUR
Departure Dates and Itineraries: 30 Oct 2016to  
25 Oct 2017
• 3-Night (Sunday) Singapore/ Penang/ Langkawi/  

Singapore
• 3-Night (Sunday) Singapore/ Penang/  

Kuala Lumpur (Port Klang)/ Singapore
• 2-Night (Wednesday) Singapore/ Malacca/  

Singapore
• 2-Night (Wednesday) Singapore/Kuala Lumpur  

(Port Klang)/ Singapore

Offer:
1.Enjoy 50% discount on cabin fare for 2nd pax;  

with minimum 2 persons sharing in1    cabin
2. Enjoy offers on-board:
• Buy a pair of Castel Sparking wine at SGD50
• Get 50% off for 2nd services from Salon and Spa
• SGD50 for selected items at Hot Spot Duty Free
3. Valid till 30 March2017.

How to utilise this promotion:
visit https://booking.starcruises.com/cruise-deals/  
asean@50/ to book a cruise.
For promotion enquiries, pleaseemail  
onlinepromo@starcruises.com.

mailto:onlinepromo@starcruises.com


BRUNEI  
DARUSSALAM
Tourism Development  
Department
Ministry of Industry and  
Primary Resources Bandar  
Seri Begawan BB 3910  
Brunei Darussalam
Tel: +673 238 2822
Fax: +673 238 2807
www.bruneitourism.travel

CAMBODIA
Ministry of Tourism
Lot 3A, St. 169, Veal Vong  
Commune, Prampi Makara  
District, Phnom Penh,  
Kingdom of Cambodia  
www.tourismcambodia.org

INDONESIA
Ministry of Tourism and  
Creative Economy
Jl. Merdeka Barat 17,  
Jakarta 10110  
Indonesia  
www.indonesia.travel

LAO PDR
Department of Tourism  
Marketing, Ministry
of Information, Culture  
and Tourism
P.O. Box: 3556, Lane  
Xang Avenue,  
Vientiane Capital, Lao  
PDR.
Tel: +856-21-212248
www.tourismlaos.org
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TOURIST
INFORMATION CONTACTS

MALAYSIA
Tourism Info Line:  
1   300 88 5050
Ministry of Tourism  
Malaysia No. 2, Tower 1  
Jalan P5/6,
Precint 5 62200 Putrajaya  
www.motour.gov.my 
www.tourismmalaysia.  
gov.my

http://www.bruneitourism.travel/
http://www.tourismcambodia.org/
http://www.indonesia.travel/
http://www.tourismlaos.org/
http://www.motour.gov.my/
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MYANMAR
Ministry of Hotels and  
Tourism
Building No. 33, Nay Pyi  
Taw, Union Of Myanmar.  
Tel: 95 67 406129, 406061
www.tourism-myanmar.org 
www.myanmartourism.org

THE PHILIPPINES
Department of Tourism  
JB Building, 351 Senator  
Gil Puyat Avenue,  
Makati City, Philippines  
www.tourism.gov.ph 
www.itsmorefuninthe  
philippines.com

SINGAPORE
Tourism Court 1Orchard  
Spring Lane
Singapore 247729
Tel: 6736-6622
www.yoursingapore.com
Tourist Information

HOTLINE
at 1800-736-2000
(toll-free in Singapore),  
or +65-6736-2000
(from overseas).  
Hotline operates  
Monday to Friday  
(excluding Public  
Holidays), from 9am to  
6pm.

THAILAND
Ministry of Tourism and  
Sports
4 Ratchadamnoen Nok  
Avenue, Watsomanas,  
Pomprap Sattruphai,  
Bangkok 10100 Thailand
Tel: (+66) 2283 1500
Fax: (+66) 2356 0746
www.mots.go.th

Tourism Authority of  
Thailand
1600 New Phetchaburi  
Road, Makkasan,  
Ratchathewi, Bangkok  
10400 Thailand

TAT Contact Center:  
Tel: [+66] 2250 5500
Fax: [+66] 1672
www.tourismthailand.org

VIET NAM
Vietnam National  
Administration of Tourism  
80 Quan Su Street, Hoan  
Kiem District, Ha Noi
Tel: (84-4) 3942 3760
Fax: (84-4) 3942 4115
www.vietnamtourism.com

TOURIST
INFORMATION CONTACTS

http://www.tourism-myanmar.org/
http://www.myanmartourism.org/
http://www.tourism.gov.ph/
http://www.yoursingapore.com/
http://www.mots.go.th/
http://www.tourismthailand.org/
http://www.vietnamtourism.com/


ブルネイ・

ダルサラーム
ブルネイ・ダルサラーム
国大使館

www.bruemb.jp/

カンボジア
カンボジア王国大使館
www.cambodianembassy.jp

インドネシア
インドネシア共和国

大使館

http://kbritokyo.jp/

ラオス

ラオス人民民主共和国大
使館
www.laoembassytokyo.
com/
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日本国内の観光情報
問い合わせ先

マレーシア

マレーシア政府
観光局
www.tourismmal
aysia.or.jp/

シンガポール
シンガポール政府観光局

www.yoursingapore.co
m/ja_jp.html

ミャンマー
ミャンマー連邦共和国

大使館

www.myanmar-
embassy-tokyo.net/

フィリピン
フィリピン政府観光省

www.premium-
philippines.com/

タイ
タイ国政府観光庁

www.thailandtravel.or.j
p/

ベトナム

ベトナム社会主義共和国
大使館

www.mofa.gov.vn/vne
mb.jp/

国際機関 日本アセアンセンター
観光交流部

TEL： 03-5402-8008
FAX： 03-5402-8009
info_to@asean.or.jp
www.asean.or.jp

このパンフレットはASEAN事務局が発行したものを日本アセアンセンターで編
集・改定したものです。（2017年1月） ©ASEAN-JAPAN CENTRE

http://www.bruemb.jp/
http://www.cambodianembassy.jp/
http://kbritokyo.jp/
http://www.tourismlaos.org/
http://www.motour.gov.my/
http://kbritokyo.jp/
http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/
http://www.premium-philippines.com/
http://www.thailandtravel.or.jp/
http://www.mofa.gov.vn/vnemb.jp/
mailto:info_to@asean.or.jp
http://www.asean.or.jp/




3


	SOUTHEAST ASIA’S
	スライド番号 2
	はじめに
	4～7日間のプログラム
	12～15日間のプログラム
	4～7日間の�プログラム
	ブルネイとサラワク、都市から都市へ�（ブルネイ、マレーシア）3泊4日：国境近隣の2つの都市、ブルネイのバンダルスリブガワンとマレーシアのサラワク州ミリを訪れる、食と文化を満喫する旅です。
	見どころ
	ボルネオの文化的見どころ（ブルネイ、マレーシア）�4泊5日：ブルネイのバンダルスリブガワンとマレーシアのサバ州コタ・キナバルの文化に親しみ、�途中ビーチにも立ち寄るプランです。
	見どころ
	ボルネオの自然を巡る（ブルネイ、マレーシア）5泊6日：バンダルスリブガワンの洗練された都会のにぎわい、ウル・トゥンブロンの熱帯雨林での濃密な体験、トゥンク・アブドゥル・ラーマン公園の手つかずの海の眺めなど、さまざまな世界を巡る旅です。
	見どころ
	古代王国：ジョグジャカルタとマラッカ�（インドネシア、マレーシア）
	見どころ
	文化、都市、そしてカジノ（インドネシア、マレーシア）5泊6日：インドネシア・バリ島の文化的な見どころと、マレーシア・クアラルンプールのライトアップされた�通りを巡り、ゲンティン・ハイランドのカジノで一攫千金を狙う旅です。
	見どころ
	テーマパークとショッピング�（インドネシア、シンガポール）6泊7日：シンガポール、ジョホール、ジャカルタ、バンドゥンで、東南アジア屈指のテーマパークと人気のアウトレットストアを巡ります。
	見どころ
	パラワン島の雄大な自然（マレーシア、シンガポール、フィリピン）6泊7日：フィリピンのパラワン島で自然の素晴らしさを満喫した後、マレーシアとシンガポールでのんびりと過ごすコースです。
	見どころ
	3つの国のハーモニー：フィリピン、ベトナム、
	見どころ
	運河と鉄道で巡るタイとカンボジア6泊7日：川を下り鉄道に乗って、タイとカンボジア有数の人気観光スポットやあまり知られていない景勝地を巡ります。
	スライド番号 24
	驚きのメコン川（ベトナム、カンボジア）6泊7日：東南アジアで重要な役割を担うメコン川をたどり、ベトナムのホーチミン市とチャウドック、カンボジアのプノンペンとシェムリアップで歴史と文化を探求する旅です。
	見どころ
	8～11日間の�プログラム
	カンボジアとベトナムの国境をまたぐ心躍る旅�
	見どころ
	文化遺産を巡る旅：バンコク、ジョグジャカルタ、バリ（タイ、インドネシア）
	見どころ
	過去に遡る旅（シンガポール、インドネシア）7泊8日：超近代的なシンガポールから時を超えて、歴史と深遠な文化で有名なインドネシアのふたつの観光地、ジョグジャカルタとバリを巡ります。
	見どころ
	水上の休日、マレーシアからベトナムへ�
	見どころ
	ミャンマーとベトナム、仏教王国をつなぐ
	見どころ
	ミャンマーとタイ、首都から首都へ
	見どころ
	カンボジアのジャングルからタイのビーチへ
	見どころ
	タイとラオスの川沿いを巡る
	見どころ
	川と海辺：タイ、カンボジア、ベトナムを巡る9日間8泊9日：タイのバンコクとパタヤ、カンボジアのシェムリアップとプノンペン、ベトナムのホーチミン市で�数々の体験をする、3カ国を巡る旅です。
	見どころ
	失われた王国に思いを馳せる�（ミャンマー、ベトナム、カンボジア、ラオス）8泊9日：東南アジア屈指の４つの古都、ミャンマーのヤンゴン、ベトナムのホーチミン市、カンボジアのシェムリアップ、ラオスのルアンパバーンを巡ります。
	見どころ
	マレー半島の中部から南部へ（マレーシア、シンガポール）
	見どころ
	宮殿、寺院、川沿いの村（タイ、ベトナム、カンボジア）
	見どころ
	ラオスとベトナムの見どころを巡る10泊11日：対照的でありながら見事に融合し合う、ラオスとベトナムの人気観光スポットを巡ります！
	見どころ
	12～15日間の�プログラム
	マレーシアとシンガポールで過ごす
	見どころ
	摩天楼と寺院を巡る旅（シンガポール、マレーシア、カンボジア）11泊12日：超近代的なシンガポールから、穏やかな雰囲気が魅力のカンボジアまでを巡ります。�対照的な国々のどこかで東南アジアの心を見つけることでしょう。
	見どころ
	12日間で6都市を巡る�（ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム）11泊12日：東南アジア有数の活気ある6都市、ミャンマーのヤンゴン、タイのチェンマイ、ラオスのルアンパバーン、カンボジアのシェムリアップとプノンペン、ベトナムのホーチミン市（サイゴン）を探訪します。
	スライド番号 60
	ミャンマーからタイへ、海岸線の道を行く
	見どころ
	象の王国、ラオスとタイを訪ねる
	見どころ
	ベトナムとカンボジア、12日間の旅12日間：ベトナムとカンボジアで、異国情緒があふれる美しい古都を巡ります。
	見どころ
	インドシナ発見の旅12日間（ベトナム、ラオス、カンボジア）11泊12日：ベトナム、ラオス、カンボジアの文化や歴史、素晴らしい自然を巡る旅です。
	見どころ
	ベトナムとミャンマー、空の旅
	スライド番号 70
	豊かな文化を巡る3カ国の旅（シンガポール、マレーシア、カンボジア）
	見どころ
	メコンの驚異：ラオス、ベトナム、カンボジア
	見どころ
	都市から郊外を巡る旅�（シンガポール、マレーシア、ベトナム）13泊14日：最先端の近代的なシンガポールから、自然を愛する人や歴史ファンを魅了するベトナムまで、�東南アジア3カ国の中心地を巡って、至福の体験を楽しみます。
	見どころ
	都会を楽しむ：シンガポール、クアラルンプール、バンコク（シンガポール、マレーシア、タイ）
	見どころ
	マスターズゴルフツアーの足跡を辿る�（マレーシア、タイ）
	見どころ
	心と身体を癒す、ラオスとベトナムの旅
	見どころ
	陸路と川でベトナム北部とラオスを巡る�
	見どころ
	ジャングルの村を巡る川の旅（ベトナム、ラオス）14泊15日：ローカルな交通手段でベトナムからラオスを巡り、地域の素晴らしい文化を体験します。
	見どころ
	16日以上の�プログラム
	16日間インドシナ半島一周の旅�（ラオス、ベトナム、カンボジア）15泊16日：3カ国を巡って、各国の見どころを深く探索します。�現地での体験は、いつまでも心に残ることでしょう。
	見どころ
	東南アジアを満喫する旅（マレーシア、ベトナム、タイ）17泊18日：東南アジアで写真スポットを巡る楽しい旅です。シンガポール、マレーシアのクアラルンプール、ベトナムのハノイ・ハロン湾・ホーチミン市、タイのパタヤ・バンコクを訪ねて、自撮り写真を撮ってみてはいかがですか。
	見どころ
	ミャンマーとマレーシアを巡る壮大な旅
	見どころ
	東南アジア発見（タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム）17泊18日：極上のタイ、カンボジア、ラオス、ベトナムを巡り、4つのそれぞれ異なる体験を楽しむ�盛りだくさんのプランです。
	スライド番号 95
	ベトナムへの道（シンガポール、マレーシア、ベトナム）18泊19日：シンガポールからスタートし、マレーシアの都会的な魅力を巡ってから、ベトナムの人気観光スポットをじっくりと観光する、東南アジア周遊の旅です。
	見どころ
	トレッキング、ドライブ、クルーズで楽しむ
	スライド番号 99
	3週間で巡る驚きの観光名所�（シンガポール、マレーシア、カンボジア、ベトナム、タイ）21泊22日：あなたも東南アジア通になりませんか。ゆっくり旅を楽しみたい方必見、5カ国もの人気観光スポットを訪ねます。
	見どころ
	タイ北部、ラオス、カンボジアを巡る27日間の
	見どころ
	クルーズ
	コーラル・ディスカバラーから東南アジアを眺める
	スライド番号 106
	東南アジアで始まる最高の冒険�（シンガポール、マレーシア、タイ）
	スライド番号 108
	スーパースタージェミナイで行くマラッカ海峡（シンガポール、マレーシア）
	スライド番号 110
	スライド番号 111
	スライド番号 112
	スライド番号 113
	スライド番号 114
	スライド番号 115

