
 
祈りと自然に包まれた、アジア最後の桃源郷―。 
 

Bhutan 



◆正式国名：ブータン王国（Kingdom of Bhutan） 
 
◆政体：立憲君主制 
 
◆元首：ジグメ・ケサル・ナムゲイ・ワンチュク国王 
 
◆面積：約38,400km² 
ほぼ九州と一緒の面積になります。 
 
◆首都：ティンプー 
 
◆人口：約672,500人 
 
◆宗教：チベット仏教 
 
◆国旗： 
国王の世俗的権威を表す黄色と宗教的な修行と精神力を示している
赤で彩られています。真ん中に描かれている龍は「DRUK YUL」つ
まり「雷龍の国」という国名に由来しています。 
 
◆言語：ゾンカ語（国語） 
ブータンの人々は英語を話せる人が多いです。 
他にも地域によって様々な言語が用いられます。 
 
◆通貨：ヌルタム（Nu）、インドルピー（Rs） 
レートはインドルピーと一緒で、1ヌルタム=約2円。 
お店ではインドルピーを使用できたり、お釣りをルピーでもらう場
合もあります。 
 
◆日本との時差：マイナス3時間 
 
◆電圧：230～240V、50Hz 
 
◆コンセントのタイプ：B、B-1、C 

ブータンの基本情報 

ブータンの見どころの1番の場所は、やっぱりタクツァン僧院！3時
間ほどかけて登った先にある断崖絶壁に建てられている様子は、疲れ
を忘れるほど感動します。 



ちょっと気になるブータン旅行のQ&A 
―その疑問、人気ガイドのドルジが解決します！― 

Q：ブータンの道路は快適でしょうか？ 
 

A：車酔いする方は酔い止めが必須です！ 
ブータンの道は山道が多いことと道があまり舗装されていませんので、車
内はあまり快適とは言えません…。そのため、車に弱い方は必ず酔い止め
をご持参ください。また、到着日などは長時間飛行機に乗った後、そのま
ま観光に向かいますので、車内でも快適に過ごせる服装がおすすめです。 

Q：ホテルのお湯は出ますか？ 
 

A：入浴する時間に気を付けてください。 
お湯はスタンダードホテルでも出てきますが、入浴時間
によってはお湯が切れてしまったり、ボイラーが止めら
れていたりする可能性がありますので、入浴は22時前が
おすすめです。また、最初は水でもずっと出していると
お湯になる場合もありますので試してみてください。 

Q：両替はどこでできるでしょうか？ 
 

A：町中でも可能ですが、空港がおすすめです。 
空港を出てすぐ左手に、小さな両替所があります。大体のお客様はそちら
で両替をされています。ブータンで使うお金は、飲み物代・お土産代・
チップ代となります。7日間の旅行で10,000円両替しても余る程度だと思
います。両替は、ドルでも日本円でも可能です。 

Q：ビザだけ手配してもらうことは可能ですか？ 
 

A：ビザは旅行をお申し込んだ旅行会社でしかご取得できません。 
ビザを取得するためには、手配を行っている現地の旅行会社を通してのみ
発行する必要があります。そのため、ツアーをお申し込みした旅行会社で
しか原則ビザは発行することができません。また、現地事情により早くに
ビザ申請のお手続きをいただいた場合でも、発行されるのがご出発の1週間
前ほどとなります。 

Q：高山病は大丈夫でしょうか？ 
 

A：基本的には問題ないとお考えください。 
ツアーで訪れる都市は基本的に標高2,500メートル以下の場所になります
ので、特に問題ないかと思います。しかし、道中で訪れるドチュラ峠など
の休憩スポットは、少し歩くと息が切れそうになるのでゆっくり呼吸をし
ましょう。ご心配な方は、一度ご相談くださいませ。 

Q：ツアーをアレンジすることは可能でしょうか？ 
 

A：もちろん、大歓迎です！ 
ブータンは政府が定める公定料金(ブータン滞在中にかかる1日あたりの最
低金額)を支払えば、ブータン滞在中の行程については自由にアレンジでき
ます。旅工房でもターキン動物保護区や、約250人の少年僧が修行してい
る王立僧院学校「デチェンフォダン」の訪問など追加代金無しでアレンジ
をおすすめしております。折角ブータンに行くのならば、興味あることを
どんどんご相談いただければと思います。 

Q：チップは必要でしょうか？ 
 

A：チップ文化のある国ですので…。 
ブータンはチップ文化の国ですので、サービスを受けた
際にはできればお渡しいただければと思います。目安と
しては、ポーターや枕チップとして20～50ヌルタム
(100円程度)、ガイドとドライバーにはそれぞれ20～30
ドルを泊数分目安でお願いできれば幸いです。 

日本語ガイド：ドルジ 

Q：インターネットは使うことができますか？ 
 

A：想像しているよりは利用できます。 
スタンダードクラスのホテルでもWi-fiが使用できるホテ
ルがほとんどです。4ッ星、5ッ星クラスのホテルも基本
的には使用ができると考えて大丈夫です。不安な方は海
外用のポケットWi-fiを日本からレンタルするのが良いか
もしれません。しかし、ブータンののどかな雰囲気に触
れると、情報に振り回されずに目の前にある景色を大切
にしたくなるかもしれません。 



Thimpu
ティンプー 

First day 
―都市化が進み始める首都ティンプーへ― 

12:20 パロ空港に到着したあと、車でティンプーまで移動します。 
 

14:00 ティンプーに到着。ブータンの道は基本的に険しいので、 
    車に弱い人は酔い止めが必須です。 
 

14:15 レストランでご飯。今回はチベット料理のモモを食べました！ 
 

15:00 メモリアル・チョルテンを観光。日がな一日祈る人々が沢山。 
 

16:00 国王のオフィスであるタシチョ・ゾンと官公庁街へ。 
 

17:00 ティンプー随一の高級ホテル『TAJ TASHI』視察。 
 

18:00 レストランにてブータン料理を堪能しました。 
    本場の味はやっぱり辛いです！ 

▶モモは餃子みたいなので日本人の口に合います♪ 
 チーズ入りもとっても美味しい！ 

繊細な建築様式に目を奪われる！ 
タシチョ・ゾン 

Check!! 

国王のオフィスでもあり、チベット仏教の総本山でもあるタ
シチョ・ゾン。たくさん灯されたバターランプがとても幻想
的な雰囲気！どことなくバターの甘い香りがしていました。
柱や壁の彫刻やデザインがどれでもポップな彩りで個人的に
はとてもときめきました。観光できるのが3～10月は17:00
～、11～2月は16:00～となっています。12月の夕暮れは冷
えるので防寒に注意。外観までは写真可ですが、ゾンに入っ
てからは禁止です。入場時は靴を必ず脱ぐので、汚れてもよ
い靴下などを選んでください。 
 
左：はにかんだ笑顔と袈裟が素
敵な修行僧の方々！ 
 

右：木組みだけで建築されます。 

ブータンにある唯一の信号
が、お巡りさんによる手信
号。ティンプーで一番にぎ
やかな場所にあるノルジ
ン・ラムとチョルテン・ラ
ムの交差点の中央にありま
す。一時的に信号機が取り
付けられた時期もありまし
たが、ブータンの国情に合
わないということで取り外
されたとのこと。のんびり
した町と手信号がマッチし
ていました。ビシっと車を
さばく姿がとても格好良
かったです！！ 

ブータンには 
信号機がない？！ 



Thimpu
ティンプー 亡き3代目国王の意思を継いで建設された記念碑… 

Check!! 

ナイロビで客死した3代目国王が建
設を発願し、その意思を引き継いで
完成されたのが、ここメモリアル・
チョルテン。 
平日休日関係なしに、地元の人々が
お祈りに訪れていました。今回見る
ことができませんでしたが、仏塔の
内部には仏画や仏像が納められてお
り、その最上階には迫力のある曼荼
羅が置かれているとのこと。 
人々が絶えずチョルテンの周りを
回っていました。チベット仏教では
神聖なものの周りは必ず時計回りに
回るのでお忘れなく！ 

左：1974年に母親である2代目王妃が建設したという標識が入り口に飾られています。 
真ん中・右：マニ車と参拝に訪れた現地の人々。芝生でお昼寝している人もいました。 

1 

2 

五体投地の祈りの姿に感動！！ 

五体投地は仏教で最も丁寧なお祈りの仕方と言われ
ています。 
両手のひらを合わせ、最初に頭、次に口、最後に胸
に持って行った後、両手・両膝・額を地面に伏しま
す。頭は悪い考え、口は悪口などを反省し、最後に
胸に手を当てて祈るということでこの順番だそうで
す。老若男女問わずブータンの人々がゾンやチョル
テンなど至る所で熱心に礼拝を行っている姿は、と
ても崇高な姿に見え、個人的にはとても感動しまし
た。この国を包む仏教の教えは、日本人の心にも
すっと入ってくるような気がしました。 

ティンプーで泊まりたいおすすめホテル 

＼ ちょっとラグジュアリーに…♥ ／ 

ティンプーの中心地に位置する５ッ星ホテル。インドが誇るTAJグ
ループによって建設されており、館内はとても良い香りがしていま
した。外観はティンプーのランドマークの一つではないかとも思う
ほど美しく芸術的です。綺麗なプールに、ブータン式のお風呂であ
るドツォもあるスパもあります。グループで訪れた際などは、中庭
(写真下の真ん中)にて伝統舞踊も見ることができます。せっかく行
くのならばとっておきの旅がしたいという方にお勧めしたいホテル
です。 
 

HP：http://www.tajhotels.com/leisure/taj-tashi-thimphu/default.html 

TAJ TASHI HOTEL 
―タージ・タシ・ホテル― 

http://www.tajhotels.com/leisure/taj-tashi-thimphu/default.html
http://www.tajhotels.com/leisure/taj-tashi-thimphu/default.html
http://www.tajhotels.com/leisure/taj-tashi-thimphu/default.html
http://www.tajhotels.com/leisure/taj-tashi-thimphu/default.html
http://www.tajhotels.com/leisure/taj-tashi-thimphu/default.html
http://www.tajhotels.com/leisure/taj-tashi-thimphu/default.html


Punakha 
プナカ 

Second day 
―プナカはブータンらしい素朴な時間が漂います― 

05:30 世界的高級リゾート『AMAN KORA』に移動し、ちょっとリッ 
    チな朝食。 
 

08:30 朝食後、伝統衣装のキラに着替えてドチュラ峠へ移動。 
    初日よりも道がデコボコしているので注意してください。 
 

10:00 ドチュラ峠に到着後、年に一度のドチュラ祭りを観覧！ 
 

11:30 見学後、レストランへ。その後にプナカへ移動します。 
 

15:00 プナカ・ゾンを見学。 
    移動中、絶景の撮影ポイントにも立寄れました。 
 

17:00 ホテルへ移動。 

▶オーガニック野菜をたっぷり使ったお昼ご飯！ 
 味付けも香辛料と醤油で炒めたさっぱり風味です。 

重厚な歴史と信仰を司る 
最も美しいゾン。 

Check!! 

どこまでも続いていくような澄んだ青色の男川と女川の合流
地点にあるのが、ここプナカ・ゾン。1637年、宝物を守るた
めの城塞として、ンガワン・ナムゲルが建築を開始しました。
今では国民の多くがこの場所で結婚式を挙げており、かつて
来日した5代目の国王もプナカ・ゾンで挙式しているという華
やかな経歴も…！1994年に起きた水害で大きな被害を受けた
後に大改修され、今では国内のゾンの中で最も非常に美しい
ゾンと言われています。 

左：念願のキラを試着！布を沢
山巻くので暖かいです。 
 

右：女川と男川。穏やかな流れ
は見ているだけで癒やされます。 

プナカはバナナが生い茂る
ほどの亜熱帯気候で、ティ
ンプーが1955年に通年首
都になるまでは冬の間の首
都でした。そのため、冬の
間は暖かいプナカに移動す
るという生活も習慣化され
ています。今でも、ジェ・
ケンポなどのティンプーの
僧侶たちが冬のみプナカ・
ゾンで生活しているとのこ
とで、ここには400人ほど
の僧侶や修行僧が住んでい
るとのこと。驚きです…！ 

実は… 
400人もいるんです！！ 



Punakha 
プナカ プナカの田んぼで 

ちょっと変わったハイキング…？ 

Check!! 

かつて、ドゥクパ・キンレイというエキセントリックな聖人が
ブータンにおり、彼の信仰の象徴としてブータンには沢山の男
根のイラストが描かれているという説話があります。ちなみに
なぜ男根かと言えば、ドゥクパ・キンレイが修行をしていたと
き、裸で全国を周り、悪い魔物を自分のイチモツで退治したり、
子宝に悩む女性を助けていたという伝説からそうなったとのこ
と。そのため、のんびりとしたハイキングをしていると突如男
根が描かれている建物を見つけたりと割と忙しいです。 

チミ・ラカンの側にある菩提樹に到着！ 
子宝の寺としても有名なチミ・ラカンでは、
子宝を望む女性にお坊さんが30センチほど
の大きなポーで頭を撫でてくれるという祈
祷もできます(要予約)。自分の子どもの名
前も付けてもらうことができるということ
で、折角なので体験してみました！ 
 

どんな子どもが欲しいかを願ってから、サ
イコロで縁起の良い数字を出し、くじで名
前を引く、という流れになります。私は良
い数字が出ずに3回ほどやり直しをしてか
ら、「キンレイ・ワンドゥ」という男の子
の名前をいただきました(3回って大丈夫な
んですかね…)。しかし、格好良い子になる
名前ということで嬉しかったです！滅多に
できない体験なのでおすすめです。 

のどかな田園の中をてくてく歩きま
す。スニーカーがおすすめ。 

まだまだてくてく…。 

田んぼのなかにもマニ車やダルシンが。祈りが生活に
根付いている様子は神聖に感じます。 

道が歩きやすくなりまし
た。 

最後はコンクリートにな
りました。 

所要時間 
約30分 

春や夏はもっと綺麗なんでしょう。 

1 2 3 

4 
5 6 

7 ずっと行きたかった子宝のお寺チ
ミ・ラカンまでハイキングをしまし
た！チミ・ラカンは、ドゥクパ・キ
ンレイという聖人に縁のあるお寺で
す。降りた駐車場から30分ほど田
園をハイキングした後にある、比較
的小さな場所でした。 



Paro 
パロ 

Third day 
―自然と伝統文化が調和した町パロへ― 

08:00 子宝のお寺で有名なチミ・ラカンへハイキング。 
 

10:30 参拝後、パロへ車で移動。所要時間3時間30分ほどです。 
 

12:00 途中、ティンプーのレストランにてインド料理の昼食。 
    辛すぎない、美味しいカレーを食べました。 
 

15:00 移動中、農業指導者として貢献した西岡京治氏のチョルテンへ。 
    見学後、近くの棚田へ移動。個人的にお勧めしたい場所です！ 
 

16:00 パロ到着。 
 

17:00 ホテルへ移動。 

▶民家でご馳走になったご飯！エマ・ダツィです。 
 ご飯にとても合う味付けで本当に美味しかったです。 

ブータンに人生を捧げた 
偉大なる日本人の軌跡を辿る。 

Check!! 

かつて農業指導者として貢献し、今もなおブータン国民に尊敬さ
れている日本人がいます。その方が西岡京治氏こと「ブータン農
業の父」。 
かつて鎖国状態にあったブータンへ海外技術協力隊として訪れ、
農業の発展に大きく貢献したと伝えられています。西岡氏は稲の
栽培技術や新しい品種をブータンに持ち込み、現地の暮らしや考
え方を受け入れ、自分も同化しながら、粘り強く開発を進めたと
言われています。当初2年の任期であった西岡氏の滞在ですが、
現地からの要望により彼が亡くなるまでの28年間に及びました。
1980年には、国王より正式に貴族や政府高官に贈られる爵位で
ある「ダショー」の称号を授 
与されています。 
西岡チョルテンの近くにあった 
左の写真の棚田。この美しい場 
所も、西岡氏がいたからこそ見 
ることができた光景なのだと感 
じました。 
 

右：西岡チョルテン。 

最古の寺院キチュ・ラカン
に生えたみかんの木。普通
であればこんな寒い場所で
みかんは育たないはずなの
ですが、聖地のパワーに
よって実がなっていると伝
えられています。 
その昔、チベットを統一し
たソンツェン・ガンボ王に
が大きな魔女の力を封じ込
めた跡地に寺院を建設しま
した。チベット全域ほどの
大きな魔女の左足を封じた
場所が、このキチュ・ラカ
ン。なんとも不思議な場所
です…。 

みかんが証拠の 
パワースポット 



ブータン観光のハイライト 

タクツァン僧院トレッキング！ 

Check!! 

断崖絶壁に建てられた荘厳なお寺。これこそ、ブータンに訪れたなら
ば本物を一度は見るべき観光ポイントであり、ブータン人も一度は参
拝したいと考えている場所です。 
 
チベット仏教をブータンに広め、国内で絶大な指示を誇っているグ
ル・リンポチェが虎にまたがり訪れた場所と伝えられています。その
伝承から「タクツァン」つまり「虎のねぐら」という名前がつきまし
た。僧院には3つのお堂があり、グル・リンポチェが瞑想したと伝え
られる洞窟も残っています。洞窟のなかに滴る水を手に取って、信仰
深く自分の頭につけている様子が印象的でした。 
 
ゆっくりペースで歩いて片道3時間30分ほどです。折角ブータンに来
たのならば是非挑戦してみてください！ 

Paro 
パロ 

トレッキングスタートです！この日は晴天
だったので空がとても綺麗でした！ 

こんな道を歩きます。ツルツルし
ているので、裏地がデコボコの靴
がおすすめです！ 

ブータンの女性はキラ
で登っていました！ 
すごいですね～。 

約1時間30分で第一展望台に到着！疲れた体
に紅茶が染みました。トイレはこちらで！ 

至る所にタルチョ(経文旗)が掲げられていま
した。自然の5大要素を意味するカラフルな色
合いが青空に映えてとても綺麗でした。 

第一展望台から約1時間で第二展望台に到着です！
タクツァン僧院がとても近い！タクツァン僧院で冠
みたいになっているお気に入りの写真です♪ 

第二展望台から約30分で
僧院まで移動します。沢
山の階段を登るので、こ
こが一番辛いです…。し
かし、こんな崖の上に
建っていると感動も味わ
えました！ 

所要時間 
約3時間30分 

1 2 3 

5 6 7 



ブータンのスタンダードホテル紹介 

ブータンは観光の質の向上を国の方針と掲げているため、政府から許
可が下りなければホテルもお客様を宿泊させることができません。そ
のため、スタンダードと言っても設備の面では割りと高い水準で泊ま
れたように個人的には感じました。しかし、実際に宿泊したからこそ
気付いた点なども多々ありましたので、ホテルの詳細とともに宿泊の
際の注意点についてもご紹介いたします。 

１ チョモラリ・ホテル（ティンプー） 

設備 

エアコン ○ 電話 ○ 

テレビ × Wi-Fi ○ 

ポット ○ バスタブ ○ 

ドライヤー ○ 歯ブラシ × 

スリッパ × 
アメニティ
グッズ 

○ 

ティンプーの中心地にあるスタンダードホテル。
時計塔広場から徒歩5分ほどの場所にあります。
他都市のスタンダードホテルと比較すると少々古
さを感じましたが、快適に過ごせるホテルです。 

宿泊にあたっての注意点 
①エレベーターがありません。 
②コンセントが少しゆるいかもしれません。 
③お湯が出難い可能性があります。 

注意点へのおすすめ対策手段 

①大きな荷物はスタッフにお預けください。 
②携帯式充電器をお持ちいただくと便利です。 
③出ない際はずっと出しっぱなしにしてみてください。徐々に水からお湯になっ 
 ていきます。しかし、ブータンのホテルは1日で温めているお湯の量が毎日決 
 まっているため、お早めにご入浴くださいませ。 

2 ドプチュ・リゾート（プナカ） 

最近プナカに作られた築浅のホテルです。綺麗
でデザインもお洒落なため4ッ星程度ホテルに
引き上げられる可能性もあるそうです。 

宿泊にあたっての注意点 

①トイレがつまる可能性があります。 
②自然のなかにあるので虫が出現するかもしれません。 

注意点へのおすすめ対策手段 

①トイレットペーパーは必ずくずかごに捨ててください。もし流してしまうと 
 ほぼ100％詰まってしまいます。 
②虫が苦手な方は虫よけ用品をご持参ください。 

設備 

エアコン ○ 電話 ○ 

テレビ ○ Wi-Fi △ 

ポット ○ バスタブ ○ 

ドライヤー ○ 歯ブラシ × 

スリッパ × 
アメニティ
グッズ 

○ 

3 ウダワラ・リゾート（パロ） 

設備 

エアコン ○ 電話 ○ 

テレビ ○ Wi-Fi △ 

ポット ○ バスタブ ○ 

ドライヤー ○ 歯ブラシ × 

スリッパ × 
アメニティ
グッズ 

○ 

パロ市内とタクツァン僧院の中間地点に位置す
るホテルです。館内は綺麗で広いのですが、そ
の分冬場は少し寒いです。スタッフのまだ慣れ
てない接客も純朴さを感じて和みました。 

宿泊にあたっての注意点 

①お湯が出ない可能性が高いです。 
②客室が温まるまで少し時間かかります。 

注意点へのおすすめ対策手段 

①22時以降はボイラーが止まってしまう場合が 
 あるため、入浴はその前をお勧めします。 
 また、チョモラリ同様水をずっと出し続ける 
 とお湯になってくる場合もあるのでお試しく 
 ださい。 
②弊社では電気毛布の貸し出しも行っているた 
 め、ご希望の際はお申し付けください。 

https://drive.google.com/folderview?id=0BxfQ7xnQYT9kanBiRk
w2dFdHeTg&usp=sharing 

視察ホテルの画像一覧はこちらから▼ 

※Internet Explorerからご覧くださいませ。 



× 私たち相性が良いんです♪ 

Airlines 乗り継ぎを制する者は、ブータンを制す！？ 
―少し注意しなければいけない飛行機移動について― 

日本からブータンへは、まだ直行便の飛行機が就航していません。 
そのため、旅行代理店はバンコクを経由したルートで基本的にはツアーを組ん
でいます。よく利用されている航空会社としては日本航空、全日空、タイ国際
航空などになります。日系の航空会社は快適で安心、なおかつ機内食も口に合
うため人気も高いのですが、ブータンの旅行に関して言えば断然タイ国際航空
がお勧めです！ 

タイ国際航空をお勧めする理由 
 

日本からブータンへ飛行機で移動する際、日本～バンコクとバンコク～パロま
ではそれぞれ別の航空会社を利用するため、キャリーバッグなどの大きな荷物
はスルーにならずに、一度バンコクにて荷物を取りバンコクにて入国手続きを
してから搭乗する航空会社のカウンターにてチェックインする必要があります。
つまり、行きのフライトだけで2度チェックインしなければいけないので、手
続きが少し多いのです。 
 
しかし、一つだけバッゲージスルーができる方法が…。 
それは、日本～バンコク間をタイ国際航空、バンコク～パロ間をブータン国営
の航空会社ドゥルク航空で予約すること！タイ国際航空のチェックインカウン
ターにてバッゲージスルーをお願いすれば、そのままパロまで荷物を運んでも
らえます。ブータンへの飛行機はあまり座席が多くないため、ドゥルク航空か
ブータン・エアラインかはお選びいただけませんが、タイ国際航空にてご予約
いただいた場合は極力ドゥルク航空にてリクエスト承ります。

※ 

 

※ツェチュなど世界中からツーリストが集まる時期は、ご案内できない可能性が高いこと予めご了承をお願いいたします。 

バンコクでの乗り継ぎの流れ 
―タイ国際航空利用の場合― 

1 

2 

3 

4 

バンコクに到着したら、この
ような看板を目にすることが
できます。TRANSFER 
COUNTERを目印にすすんで
ください。 

長～い歩く歩道を渡ると、右
図のような看板を目にします。
ブータン行きの際は WEST 
GATE になりますので、看板
の指示に従いましょう。 

5 

進んでいくと、沢山の人が出
入りしている左図の看板があ
りますが、ここから出ずに
真っ直ぐ進んでください。 
 

※タイ国際航空以外の場合は、こ
ちらから出て荷物をピックアップ
し、税関を出て、到着フロアから4
階の出発フロアにあがり、チェッ
クインをお願いします。 

TRANSFER  の入り口からセ
キュリティチェックを受け、
その後3階へ上がります。 

ドゥルク航空またはブータ
ン・エアラインのチェックイ
ンカウンターにて①パスポー
ト ②E チケット控え ③ブータ
ン査証書面 ④日本からスルー
にしている荷物のタグ控えを
提示し、バンコク～パロ間の
搭乗券を受け取ってください。 

パロ行きの２大航空会社 

ドゥルク航空 
（Drukair） 

ブータン・ 
エアライン

（Bhutan Airline） 

国営の航空会社。ドゥルク
またはドゥクと発音され、
ゾンカ語で「雷龍」を意味
しています。客席は94席
と多いです。パロに向かう
際のチェックインカウン
ターにて、窓際の席をリク
エストすれば、ヒマラヤを
見れるかもしれません…。 

ブータンで初となる民間
航空会社。2011年にタ
シ・エアーの名前で国内
線を就航し、2013年から
コルカタ経由でパロとバ
ンコク間を毎日運航し始
めました。ピッチが少し
広くゆったりと座ること
ができます。 



N 


