タイ東北部・イサーン地方の自然探訪とメコン川の癒やしの町

千歳発着8日間 ㈱世界紀行

後援：タイ国政府観光庁

日次

スケジュールと見どころ／宿泊地とお食事

冬物無料お預かりサービス
スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港
タイのグランドキャニオンとも呼ばれている
サム・パン・ボークは「3000個の穴」
という意味
■午前、千歳空港より、
タイ国際航空にてバンコクへ［10:00発／15:50
千歳
です。
「ボーク」という言葉は、タイ東北地方の
着］。
方言またはラオス語で「穴」を意味しています。
■着後、市内レストランにて、
夕食の後、
ホテルへ。 ［バンコク泊］×ＫＤ
バンコク
乾季（12月〜5月頃）
になると、
メコン川の浸食 ─
により変形した雄大な河床の岩盤が現れます。
■朝、航空機にて、
ムーン川に沿った長閑な町・ウボンラチャタニへ［07:20
バンコク
浸食された数々の穴は、犬の頭や星、亀などに
発／08:25着］。
ウボンラチャタニ
見える様々な形を成していて絶景です。
「タイのグランドキャニオン」
とも呼ばれるサム・パン・ボークへ。
メコ
サム・パン・ボーク ■午前、

ン川が乾季の時にのみ現れる河床の岩盤が浸食されてできた様々な形
の穴をご覧いただきます。
プー・パー・
トゥープ
ムクダハーン ■午後、専用バスにて北ヘ向かい、ラオス国境に近い、
（ムクダハーン）国立公園へ。着後、独特な景観が印象的な奇岩群をご覧
いただきます。
サコンナコンへ。
サコンナコン ■夕刻、専用バスにて、
［サコンナコン泊］ＢＬＤ
─
■午前、
クメール・アンコール遺跡として、イサーン地方最北端に位置する
11世紀のプラタート・ナライ・チャン・ウェン遺跡や、2000年の歴史を持
つ王宮守護寺院プラ・タート・チュン・チュムを見学します。
サコンナコン
コラート高原の北の町・ウドーンターニ
ウドーンターニー ■午後、専用バスにて、西へ向かい、
ーへ。着後、
バンチェン国立博物館を見学いたします。
■夕食は、
「サイクローク・イサーン
（イサーン・ソーセージ）」や「カオニャオ」
などイサーン料理をお楽しみください。
■夜は賑やかなナイトマーケットにご案内します。
ウドーンターニーに連泊 です。
［ウドーンターニー泊］ＢＬＤ
─
ノーンハーン湖へ。水面が紅い睡蓮の
ウドーンターニー ■朝、専用バスにて『紅い睡蓮の海』
花で埋め尽くされた幻想的な景色をボートで楽しみます
（注1）。
（ノーンハーン湖）
紅い睡蓮の海 ■午後、歴史を刻む神秘的な奇岩群『プー・プラ・バート歴史公園』の見学
へ。不思議なバランスで折り重なる巨大な岩々、風化した仏像や巨岩を取
（プー・プラ・バート） り囲んで立つ結界石などが神秘的な雰囲気を醸しています。また、仏足石
が奉られている、16世紀にラオス・ランサーン王国の影響を受けた仏教
寺院プラ・プッタバッ・ブアボックにも立寄ります。
■夕食には、
イサーン風焼き鳥「ガイ・ヤーン」やパパイヤサラダ「ソムタム」
などイサーン料理をご賞味ください。
［ウドーンターニー泊］ＢＬＤ
─
ウドーンターニー ■午前、専用バスにて、
イサーン地方の伝統的な「キット」
と呼ばれるシルク
の織物を多数扱うナ・カー村に立寄ります。
■その後、エメラルドグリーン色の屋根が印象的なパー・プー・コン寺院へ。
巨大な大理石の涅槃仏をご覧いただきます。
■午後、専用バスにて、ラオスとの国境にある、
メコン川沿いの小さな町チ
ェンカーンへ。
チェンカーン ■夕刻、伝統的な木造家屋が立ち並ぶウォーキング・ストリートの散策へご
案内します。ウォーキング・ストリートは夕方から賑わいを見せ、
たくさんの
雑貨や土産物店が建ち並ぶナイトマーケットのノスタルジックな雰囲気が
人気の場所です。
チェンカーンに連泊 です。
［チェンカーン泊］ＢＬＤ
─
喜捨
■早朝、托鉢の僧侶の列にもち米の喜捨を行います。
チェンカーン ■午前、
イサーン地方を代表するマンゴー農園へ。マンゴーの試食とマンゴ
マンゴー狩り
ー狩りもゆっくりとお楽しみください。
■その後、仏陀が説法をしたという伝説が残るプラ・プッタバット・プー・クワ
イ・ゴエンへご案内します。
■午後、100年ほど前にラオスからやってきた人々が伝統的な暮らしを守り
ながら暮らすタイ・
ドン文化村へご案内します。
メコン川クルーズ ■夕刻、ラオスとの国境であるメコン川・ボートクルーズもお楽しみいただ
きます。
［チェンカーン泊］ＢＬＤ
─
（プートックの丘） ■早朝、
プートックの丘の上に登ります。運が良ければチェンカーンの町とメ
コン川を覆う雲海がご覧いただけます
（注1）。
雲海
ホテルをゆっくりと出発し、専用バスにてフアイ貯水池へ。着後、竹
チェンカーン ■午前、
で作られた水上レストランにて、昼食をお召し上がりいただきます。
■午後、ルーイより航空機にて、
バンコクへ。
ルーイ
■市内レストランにて夕食後、
タイ国際航空にて、帰国の途へ［23:55発］。
バンコク
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メコンの穴

サム・パン・ボーク

写真提供：
「タイ国政府観光庁」
（Tourism Authority of Thailand）

最高

最低 月間降雨量

ウボンラチャタニ 31℃ 18℃

0㎜

ウドーンターニー 29℃ 16℃ 10㎜未満

ご旅行条件

1月15日（火）発〜1月22日（火）着…￥286,000

ノーンハーン湖

一人部屋利用追加料金 ￥32,000

写真提供：
「タイ国政府観光庁」
（Tourism Authority of Thailand）

紅い睡蓮の海

イサーン地方ツアーマップ

チェンカーン
（2泊）
プー・プラ・バート歴史公園
ウドーンターニー（2泊）

ラオス
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（泊）

紅い睡蓮の海
（ノーンハーン湖）
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イサーン料理

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006
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ご利用予定ホテル
《バンコク》ヴィスマヤ・スワナブーム・ラグジュア
リーリゾート
《サコンナコン》マジェスティック・ホテル・サコン
ナコン
《ウドーンターニー》ザ・パンナライ
《チェンカーン》オールド・チェンカーン、
または
ウォンセイシリ・スリチェンカーン・ホテル
※上記ホテル又は同等クラスとなります。
※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
スがお受けになられ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1）睡蓮の花や雲海は気候状況等により、
ご覧いただけ
ない場合がございます。予めお含みおきください。

［機中泊］ＢＬＤ
─
千歳
■午前、千歳空港到着［08:20着］。入国審査・税関検査ののち、解散。
Ｋ××
スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅
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タイ全国でも人気を誇るイサーン料理（東北料理）
は、定番のタイ料理と比べるとややスパイシーですが、素朴な味わいで、
ラオス料理との共通点が多
いことが特徴です。香ばしいガイ・ヤーン
（１羽の鶏を竹に挟んで炭火で焼いたイサーン風焼き鳥）
をはじめ、細切りの青パパイヤに、いんげん、
ピーナッツ、
トマトなどを加え、甘味・辛味・酸味で味つけしたパパイヤサラダ・ソムタム、炒めた牛挽肉などにハーブを和えたラープ、発酵したお米の酸味がアクセントと
なっている炭火焼の豚肉ソーセージサイクローク・イサーン
（イサーン・ソーセージ）、餅米を蒸したカオニャオなど、本場の味をお楽しみください。

写真提供：
「タイ国政府観光庁」
（Tourism Authority of Thailand）
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メコン川沿いの小さな町・チェンカーンは「第二のパーイ※」
とも
呼ばれ、近年タイの若者や外国人観光客も多く訪れる注目の癒し系
スポットです。
メコン川を臨む景勝地・ケンクックーは、
「川のなかの浅瀬」を意味
するメコン川が大きくカーブする地点にあたり、
ホテルやレストラン
が数軒立ち並んでいます。天候がよければ、日没のメコン川クルー
ズで幻想的なサンセットを鑑賞できます。
日が暮れ始めるとノスタルジックな雰囲気が漂うウォーキング・ス
トリートが賑わいをみせます。伝統的なタイ式家屋を利用したゲス
トハウスやカフェ、
レストランに食べ物の屋台。おしゃれな小物やT
シャツ、
アクセサリーのお店など、街歩きをしながらお土産物探しや
地元の人々との触れ合いも楽しめます。
※パーイ：タイ北部の美しい村
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タイ・コラート高原

メコン川の癒しの町・チェンカーン

ン川
メコ

イサーン地方
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ウドーンターニー市内から南東へ約43km、
クンパワピー郡のほ
ぼ中央に、紅い睡蓮の海（タレー・ブア・デーン／正式名:ノーンハー
ン）
と名づけられた湖が広がっています。総面積約36k㎡の広大な
湖では毎年12月から2月上旬にかけての早朝、水面が紅い睡蓮で
埋め尽くされて、その名の通り湖一面が紅く染まる幻想的な景色を
見られます。1月〜2月上旬の満開の時期にはボートも出ており、湖
を遊覧できます。写真愛好家の方だけでなく、タイを訪れる方なら
どなたも是非行っていただきたいお勧め観光スポットです。

メコン川
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ご旅行期間とご旅行代金

2019年

■募集人員／18名様限定
■最少催行人数／10名様
■全食事付／朝食7回・昼食6回・夕食6回
■千歳空港使用料／￥1,030（別途必要）
■国際観光旅客税（出国税）／￥1,000（別途必要）
■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。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
しません。
■千歳空港より、全行程、添乗員・湯田同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
■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
（国際線区間のみ）
※日本各地の空港から出国して、バンコクで合
流するプランも同料金にて承ります（日本の
空港使用料は別途必要です）。
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1月の平均気温

ルーイ

都市名

1

紅い睡蓮の海とタイの癒しの町チェンカーンの旅

サム・パン・ボーク

0

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006
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