シュムリアプの高級ホテルに5連泊し、アンコール遺跡をゆっくりと巡ります
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ル・メリディアンに泊まるアンコール遺跡ゆったり探訪の旅

千歳
バンコク

1
シュムリアプ

冬物無料お預かりサービス

■午前、千歳空港より、
タイ国際航空にて、バンコクへ［10:30発／15:30
着］。
■夕刻、航空機を乗継ぎ、世界遺産アンコール遺跡群 観光の拠点・シュムリ
アプへ［20:15着］。
シュムリアプ
『ル・メリディアン・アンコール』
ホテルに5連泊 です。

［シュムリアプ泊］×ＫＫ
─
アンコール国立博物館をゆっくりと見学します。
国立博物館 ■午前、
※貴重なアンコール遺跡群の彫刻や仏像が数多く展示されています。
アンコールトムとバイヨン寺院の観光。
（アンコールトム） ■午後、
＊アンコールトムの林立する四面観世音菩薩像で有名なバイヨン寺院や、
アンコール･ワット遺跡（イメージ）
南大門、象のテラスなどを比較的観光客の少ない午後にゆったりと観光
2
します。
（プレループ） ■プレループでの夕陽鑑賞。
サンセット
＊夕刻、大回りルートのプレループ遺跡で、
ジャングルに沈む夕陽をお楽し
D アンコールワット
を紹介。スクリーンで
みいただきます。
［シュムリアプ泊］ＢＬＤ
朝日が昇る様子も見
学できます。
─
アンコール･バルーンに乗船します
（注）。
バルーンツアー ■午前、
E バイヨン寺院建造
にまつわる話、彫像等
＊上空からのアンコールワッ
トや西バライの眺望をお楽しみください。
を保管。
アンコールワットの観光。
（アンコールワット） ■その後、
F 多くの石に刻み込
＊12世紀初めのヒンドゥー教寺院の大遺跡「アジアの至宝」アンコールワッ
まれたサンスクリット
①シアターにて15分間の館内案内。 を読み解き、アンコー
トを見学します。ラーマーヤナ物語や、天国と地獄のレリーフ、中央祀堂な
ルの史実を紹介。
②近隣諸国より集められた様々な仏
ど観光客が比較的少ない午前中にゆったりと観光します。
像が千体保管。
G 寺院に残された、
3
■昼食は、
レストラン
『イエローマンゴー』
にて。
美しい 女 神アプサ ラ
A アンコー ル王 朝
や 、残 さ れ た 彫 像 か
■午後、
東南アジア最大の
トンレサップ湖へ。
（トンレサップ湖）
がどのように始まった
ら 、当 時 の 衣 装 を 検
のか彫像と共に紹介。
証。
ミニクルーズ ※ボートにて、ベトナム人の水上集落などを見学いたします。
B 信 仰 の 発 生と遺
プノン・クロムより夕陽鑑賞。
（プノン・クロム） ■夕刻、
跡等に及ぼした影響。
※トンレサップ湖が一望できるクロム山からの夕陽をお楽しみください。
サンセット
C クメールの礎とな
■夜、希望者でナイトマーケットへ。
［シュムリアプ泊］ＢＬＤ
った王達と成し遂げた
栄光、造り上げた寺院
─
を紹介。
（アンコールワット） ■早朝、
アンコールワットの朝日鑑賞。
サンライズ ＊シルエットが徐々に浮かび上がるアンコールワットの日の出を見学しま
す。
（ベンメリア） ■午前、郊外に残る『もうひとつのアンコールワット』ベンメリア遺跡の見
学。
■募集人員／18名様定員
■午後、
バンテアイスレイの観光。高床式の民家にも立寄ります。
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■最少催行人数／10名様
（バンテアイスレイ） ＊紅色砂岩によって造られた彫刻の素晴らしい遺跡バンテアイスレイを見
■全食事付／朝食5回・昼食5回・夕食5回
学します。東洋のモナリザとして知られるデバダー像だけでなく、
ヒンドゥ
■千歳空港使用料／￥1,030（別途必要）
ー教の神々や神話をモチーフにしたレリーフも素晴らしいものがありま
■カンボジア査証料･同取得手数料／￥6,500（別途必要）
す。
■査証用写真／1枚要（縦4.5cm×横3.5cm・スピード写真可）
■夕食はホテルにてご用意しました。
［シュムリアプ泊］ＢＬＤ
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
─
保安税が含まれております。
（プレアヴィヒア） ■専用車にて、
タイとの国境付近の遺跡寺院 世界遺産プレアヴィヒア へ。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
着後、乳海攪拌の壁画、伽藍を中心に残る楼門や山上の寺院跡を見学し
しません。
ます。道路は全区間舗装されております
（片道3時間）。
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■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
アプサラダンス ■夕食時には、
カンボジア伝統舞踊・アプサラダンスをお楽しみください。

アンコール国立博物館

ご旅行条件

ご旅行期間とご旅行代金

2017年

10月20日（金）発〜10月26日（木）着…￥275,000
一人部屋利用追加料金 ￥46,000

バイヨン四面像（イメージ）

◆５つ星ホテル『ル･メリディアン アンコール』
に5泊半です。快適なシュムリアプでの滞在をお楽しみください。
◆アンコール遺跡群観光の拠点・シュムリアプに5連泊半します。気温の上がる日中はホテルで休憩をお取りいただきながら無理
の無い観光をお楽しみください。バンテアイスレイやバイヨン寺院も他の遺跡と一緒の駆け足観光ではなく、ゆっくりとご覧い
ただけます。
◆アンコールワットでの日の出、
トンレサップ湖が一望できるプノン・クロム山からの夕陽鑑賞に加え、
プレループではジャングル
に沈む夕日を、
スラスランでは水面を照らす朝日をお楽しみいただきます。
◆アンコール・バルーン、
アンコール国立博物館、
アンコール・ゴンドラにもご案内します。
◆タイ国境付近にある天空のヒンドゥー教寺院・世界遺産プレアヴィヒアも訪ねます。

ご利用ホテル

ル メリディアン アンコール
Le Meridien Angkor ☆☆☆☆☆
シュムリアプ中心部からアンコールワット側に位置する、
スターウッ
ド･リゾートの５つ星ホテルです。風格のあるクメール様式の建物
で、堂々とした門構えが印象的。天井の高いロビーは広くてエレガ
ント。広さ36㎡の伝統的なクメール様式のデザインとモダンな要
素を融合したシックな客室には、落ち着きと高級感がただよってい
ます。広々としたバスルームには、
バスタブと個別のシャワーブース
が設置され、
もちろんバスローブもご用意。カンボジア料理、
日本料
理、西洋料理など世界各国の料理が並ぶ、
ホテル自慢の朝食にはシ
ェフ特製の「アイオープナー」がサービスされます。ライトアップさ
れる夜のプールサイドも幻想的です。屋外プール、
プールサイドバ
ー、
ジャグジー、
フィットネスセンター、
サウナ、
スパ完備。アンコール
･ショッピングセンターや中央市場まで数百メートルの距離です。

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

天空寺院プレアヴィヒア
『釈迦牟尼精舎』の意味がある
「プレアヴィヒア」。アンコール・ワットからは、北
東120kmに位置し、
タイ王国国境にある世界遺産に登録された寺院です。タ
イ名「カオ・プラウィハーン」。ダンレク山地の海抜625mの断崖の頂上にあり、
眼下に眺望が開け、天空の寺院と呼ばれています。外務省の危険情報も引き下
げられましたので、ぜひこの機会に安心してお出かけください。

（イメージ）
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■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
［シュムリアプ泊］ＢＬＤ
■冬物コート、冬物靴等、無料お預かりサービス［千歳空港発着限定］ ─
※ビジネスクラス利用追加料金：￥180,000
（スラスラン） ■スラスランの朝日鑑賞。
（千歳・バンコク往復区間のみ）
サンライズ ＊早朝、王の水浴場スラスランにて、水面を照らす日の出をお楽しみいただ
※羽田・関空・中部・福岡から出国し、バンコクに
きます。800年前にジャヤバルマン7世が見たままのご来光がご覧いた
て合流するプランも同料金にて承ります（日
だけます。カンボジアの大地に上る朝日をお楽しみください。
本の国内空港使用料が別途必要です）。
アンコール周辺諸遺跡の観光。
（タ・プローム） ■午前、
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※右記の時間は､すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ
スをご提供できるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
（注）風等の影響により、バルーンが運休する場合は、極力
別の日にご案内をさせていただきますが、ご案内が難
しい場合もございますので、ご了承ください。その際
は、代替案でご案内します。

（プレアカン） ※榕樹の大木が縦横にのし掛かるタ・プローム遺跡や、2階建ての建築物が
残るプレアカン遺跡へご案内いたします。
アンコール・ゴンドラ ■午後、
アンコールトムのお堀を遊覧するアンコール・ゴンドラ
（コンギア・ア
ンコール）へご案内します。
ホテルのお部屋は18:00までご利用いただけます。
飲茶料理です。
シュムリアプ ■夕食は、市内レストランにて、
■夜、
タイ国際空港にて、
バンコクで乗継ぎ、帰国の途へ［21:25発］。
バンコク

［ホテル休憩と機中泊］ＢＬＤ
─
千歳
■午前、千歳空港到着後、解散［08:30着］。
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スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅
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