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旅工房スタッフおすすめのツアーを一部ご紹介！
ツアーを組み合わせて「お得に・効率よく・楽しく」旅しましょう♪

○専用車手配などご希望に合わせてアレンジを承ります。 … .
○記載の無いオプショナルツアーでもお見積りいたします。 ..

○現地緊急連絡先をご用意しているので安心してご参加いただけます

ご質問・ご不明点があれば、お気軽にスタッフまでご相談ください

厳選！オプショナルツアー
～ ハノイ編 ～

（2019/10/1～2020/3/31）
※2019年10月時点



決定版！世界遺産「ハロン湾」クルーズ
復路高速道路利用で今までよりも早めの帰着！船上での昼食付

ハノイに行くなら必ず行きたい「世界遺産ハロン湾」を日帰りで観光する決定版ツアーです。約三千もの奇岩がエメラルドグ
リーンの海面から突き出す姿はまさに幻想的。新鮮なシーフードのランチを楽しみながら、まるで水墨画の世界に迷い込んだ
かのような絶景をお楽しみください。途中に立ち寄るティエンクン洞窟では、色とりどりにライトアップされた鍾乳石がとっ
ても神秘的。帰りは高速道路を利用するのがこのツアーのひと味違うところ。早めにハノイに戻れるのが嬉しいポイントです。

人気NO.1

ツアーコード HANF03

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約10時間

食事 昼食

概要

タイムスケジュール

8:00頃～8:40頃
ホテル発ハロン湾へ
（高速道路利用）

09:50頃～10:20頃 道の駅にてトイレ休憩

11:30頃 ホンガイ市場散策

12:00頃 ロンティエン寺を見学（15分）

12:30頃
船着き場に到着・乗船
ハロン湾クルーズ
船上にて昼食（シーフード）

13:45頃 ティエンクン鍾乳洞見学

15:30頃
下船後、ハノイへ
（高速道路利用）

18:00頃 ホテル着

※行程や写真はあくまでも目安です。※現地事情により内容（時刻や訪問地）が変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※年末年始、GW、お盆、ベトナムのテトのあたるピークシーズンはご宿泊ホテルまでの送迎ではなく、指定ホテルまでの送迎となる場合がございます。
※ハロン湾の天候は変わりやすく、当日に欠航、中止となる場合があります。その場合以下の対応となります。
1.ツアー催行日の変更が可能な方は、翌日に無料振替いたします。
※翌日もクルーズが欠航となる可能性がありますことをお含みおきください。
2.クルーズが欠航となる情報があっても、ハロン湾へ向かい、ハロン市内観光をします。（ロンティエン寺、ホンガイ市場、港からハロン湾の風景を見学）
昼食は、ハロン市内レストランで海鮮料理のランチをお召し上がりいただきます。午後は、ハノイへ戻る途中、陶器のバッチャン村へ案内します。
※天候や状況が好転し、クルーズが運行される場合には予定通りクルーズをお楽しみいただきます。

1、2いずれの場合も、あるいはツアーに参加されない場合でも、一切のご返金はいたしかねますのでご了承ください。

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

おすすめ！

専用車+専任ガイド

にアレンジする場合

9,800円

7,200円

9,800円

上記+13,000円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

ご料金



人気上昇中！世界遺産「チャンアン」クルーズ
＋ベトナム初の王朝が誕生した「古都ホアルー」観光ツアー

“陸のハロン湾” とも呼ばれる世界遺産「チャンアン」は、ハロン湾ほど有名ではありませんが、ハロン湾に負けないくらいオ
ススメの観光地です。ベトナムらしいのどかな田園風景のなかに、ダイナミックな奇岩がニョキニョキと連なる様は、まるで
水墨画のなかに迷い込んだかのような絶景。小舟でゆったり進むので、雰囲気抜群です。そして、ベトナム最初の王朝である
「ホアルー遺跡」もセットで楽しめるのがこのツアーの一押しポイント。歴史的な仏教寺院など見どころが盛りだくさん！

※ベトナムの旧正月にあたる時期から約1ヶ月の間、
チャンアンには多くのベトナム人が訪れ、大変な混雑
が予想されます。そのため、2/5-3/10は、代わりに
ベトナムのもう1つの陸のハロン湾といわれる
「タムコック」へのご案内です。
また、3/11-4/15の週末（金、土、日曜）も同様
タムコックへのご案内です。

※行程や写真はあくまでも目安です。
※現地事情により内容（時刻や訪問地）が変更になる

場合がありますのであらかじめご了承ください。

ツアーコード HANF10

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約10時間

食事 昼食

概要

人気NO.2

タイムスケジュール

8:00頃 ホテル発

10:30頃 古都ホアルー観光

11:30頃 昼食

13:00頃
船着き場着後、
小船で鍾乳洞巡り

15:30頃 下船後、ハノイへ

18:00頃 ホテル着

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

おすすめ！

専用車+専任ガイド

にアレンジする場合

9,800円

7,600円

17,800円

上記+6,500円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

ご料金



人気の観光スポットをコンパクトに巡る！
ハノイ半日市内観光ツアー

ハノイの人気観光スポットを半日でめぐる、効率的なツアーです。有名な観光地はひと通り見ておきたいけど、全てを個人で
めぐるのは意外と大変・・・。そんな時こそオプショナルツアーを活用しましょう。ベトナム建国の父の墓であるホーチミン
廟や、世界遺産タンロン遺跡、一柱寺、文廟、旧市街、市民の憩いの場であるホアンキエム湖など、定番スポットを日本語ガ
イドの解説付きで観光します。ベトナムの定番「フォー」のランチ付き♪ツアーは午前中で終わるため、午後は自由に過ごせ
るのが嬉しいポイントです！

人気NO.3

※毎週月・金曜日ホーチミン廟及び一柱寺には
ご入場いただけません。
その他の曜日は午前中8:00～10:30にご入場いたけ
ます。ホーチミン廟及び一柱寺が見学できない時は
大教会観光（下車）と鎮国寺へのご案内です。

※世界遺産タンロン遺跡は月曜日は入場できません。
タンロン遺跡が見学できない時は玉山祠へのご案内で
す。

※行程や写真はあくまでも目安です。
※現地事情により内容（時刻や訪問地）が変更になる

場合がありますのであらかじめご了承ください。

タイムスケジュール

8:30頃 ホテル発

8:45頃
ホーチミン廟、
一柱寺、文廟、タンロン遺跡
などを見学

10:00頃 車窓よりホアンキエム湖見学

10:40頃 旧市街を散歩

11:00頃 昼食（フォー）

12:00頃 ホテル着

ツアーコード HANH05

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約3時間半

食事 昼食

概要

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

おすすめ！

専用車+専任ガイド

にアレンジする場合

5,400円

3,800円

9,800円

上記+2,500円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

ご料金



世界遺産チャンアンクルーズ＋古都ホアルー
＋世界遺産タンロン遺跡をめぐる！まるっと1日観光ツアー

ハノイの人気観光地をぎゅっと凝縮！1日でまるっと観光できちゃうお得なツアーです！ “陸のハロン湾” とも呼ばれる世界遺
産「チャンアン」では、ベトナムらしいのどかな田園風景とダイナミックな奇岩の数々を、小舟に乗ってゆったりとクルーズ。
美しい景色に心も身体も癒されること間違いなしです。同じく世界遺産の「タンロン遺跡」と、ベトナム最初の王朝である
「ホアルー遺跡」もセットで観光。初めての方にもおすすめの人気どころを抑えた定番ツアーです。

人気の
組み合わせ！

ツアーコード HANF12

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約11時間

食事 昼食

概要

タイムスケジュール

7:00頃 ホテル発

7:30頃 世界遺産タンロン遺跡観光

8:30頃 ニンビンへ

11:00頃 古都ホアルー観光

12:00頃 昼食

13:30頃
船着き場着後
小船でチャンアンクルーズ

15:30頃 下船後、ハノイへ

18:00頃 ホテル着

※行程や写真はあくまでも目安です。
※現地事情により内容（時刻や訪問地）が変更になる

場合がありますのであらかじめご了承ください。

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

おすすめ！

専用車+専任ガイド

にアレンジする場合

12,000円

9,000円

22,000円

上記+3,000円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

ご料金



世界遺産チャンアンクルーズ＋古都ホアルー＋
世界遺産タンロン遺跡＋水上人形劇鑑賞！（昼・夕食付）

ハノイの人気観光地３つに加えて、水上人形劇鑑賞も楽しむ欲張りプランの登場です！日中に観光を楽しんだら、1日の締めく
くりにハノイ発祥の「水上人形劇」を鑑賞します。千年の歴史を持つベトナムの伝統芸能で、豊作を祈る農民たちのストー
リーを、ベトナムの伝統楽器の音色にあわせて、人形たちがコミカルに演じます。ユニークだけどどこか懐かしさを感じる素
敵なショーです。ハノイを1日でぎゅっと楽しみたい方におすすめの当ツアー。昼食と夕食もセットなのが嬉しいポイント♪

欲張り
プラン！

※タンロン遺跡は月曜日は入場できません。
見学できない時は玉山祠へのご案内です。

※行程や写真はあくまでも目安です。
※現地事情により内容（時刻や訪問地）が変更になる

場合がありますのであらかじめご了承ください。

ツアーコード HANPG02

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約13時間

食事 昼食・夕食

概要

タイムスケジュール

7:00頃 ホテル発

7:30頃 世界遺産タンロン遺跡観光

8:30頃 ニンビンへ

11:00頃 古都ホアルー観光

12:00頃 昼食

13:30頃
船着き場着後
小船でチャンアンクルーズ

15:30頃 下船後、ハノイへ

18:30頃 水上人形劇観賞

19:30頃 夕食

20:30頃～20:45頃 ホテル着

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

おすすめ！

専用車+専任ガイド

にアレンジする場合

16,000円

12,000円

29,000円

上記+4,000円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

ご料金



ハノイの夜の過ごし方で迷ったらこれ！
伝統芸能「水上人形劇」鑑賞（ベトナム料理の夕食付き）

ハノイの夜の過ごし方で迷ったら、水上人形劇の鑑賞が定番かつ王道です。千年の歴史を持つベトナムの伝統芸能「水上人形
劇」は、ここハノイが発祥と言われています。豊作を祈る農民たちのストーリーを、ベトナムの伝統楽器の音色にあわせて人
形たちがコミカルに演じます。日本ではなかなか味わうことのできない、ユニークでエキゾチックな体験になるはずです。伝
統的な民族衣装や雅楽にたっぷりと浸ったあとは、美味しいベトナム料理をお楽しみください。

定番の
夜プラン！

ツアーコード HANN01

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約3時間

食事 夕食

概要

タイムスケジュール

18:00頃 ホテル発

18:30頃 水上人形劇鑑賞

19:45頃 夕食（市内レストラン）

21:00頃 ホテル着

※行程や写真はあくまでも目安です。
※現地事情により内容（時刻や訪問地）が変更になる

場合がありますのであらかじめご了承ください。

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

おすすめ！

専用車+専任ガイド

にアレンジする場合

5,000円

3,000円

5,000円

上記+3,000円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

ご料金



専用車＆専任ガイド貸切チャータープラン

お客様だけの専用車＆専任ガイドを貸切りで利用できる完全プライベートプランです。
自分で自由にコースを決められるので、行きたい時に・行きたい場所にいけてとっても便利。

マイペースに
楽しもう！

プラン名 大人料金（１名あたり） 子供料金（１名あたり）

4時間プラン・・・ピックアップ時間は【8:00】もしくは【13:00】からお選びいただけます。

8時間プラン・・・ピックアップ時間は【8:00】もしくは【9:00】からお選びいただけます。

お申し込みの際に、ご希望のピックアップ時間をお申し付けください。

4時間貸し切りプラン（市内範囲まで）

4時間貸し切りプラン（往復100km以内）

8時間貸し切りプラン（市内範囲まで）

8時間貸し切りプラン（往復200km以内）

9,000円

12,000円

ツアーコード

HANH01

HANH02

HANF01

HANF02

12,000円

18,000円

7,000円

9,000円

9,000円

13,000円

＜注意事項＞
※繁忙期はお手配が難しい場合があります。ご希望の際は一度スタッフまでお問い合わせください。
※上記は2名様以上でご利用時の1名様の料金です。お1人様での参加の場合は倍額でご案内いたします。
※お迎え場所（ピックアップ）はお客様のご宿泊ホテルです。
※観光地の入場料等はお客様自身のご負担です。
※交通渋滞等により移動に時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
※日本語ガイドが不足している日にちは英語ガイドとなる場合があります。

日本語ガイドをご希望の際は、担当スタッフまでお問い合わせいただき、ご確認ください。



◆ご料金について
記載料金はお客様へのご案内時点のものです。現地事情・混雑状況・為替レートの変動などにより料金は予告なく変更となる場
合があります。万が一ご予約後に料金が変動した場合でも、料金はお申込時点のものが適用となるため、一度キャンセルして再
予約はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

◆集合場所・集合時間について
集合場所・集合時間などのスケジュールに関しての詳細は、現地にて、現地ガイドからお知らせをいたします。特記がない場合
は、お客様がご滞在されているホテルにガイドがお迎えにまいります。余裕をもって出発時間の5～10分前には、集合場所にお
越しください。

お迎えが来ないなど、現地で問題が発生した場合は、最終日程表に記載の「現地緊急連絡先」へ必ずご連絡ください。ご帰国後
に弊社へご連絡いただいても、ご返金等の対応はいたしかねますのであらかじめご了承ください。連絡無しの遅刻は権利放棄と
させていただきます。返金はありませんのであらかじめご了承ください。

すべてのツアーは交通事情等により内容（時刻や訪問地）が変動する可能性があります。当日の交通事情や混雑状況によってご
滞在先のホテルの発着時間が30分～1時間ほど前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆混乗車と専用車の違いについて
混乗車＝他のお客様と同じ車両に乗り、ご一緒に観光地をめぐります。
専用車＝お客様だけの専用車に乗り、専任ガイドと一緒に観光地をめぐります。団体行動が苦手な方や、
より効率よく観光したい方、ご家族・カップル・友人同士などでプライベート感を楽しみたい方には、特におすすめです。

◆免責事項
天候・災害・現地情勢等によりツアーが催行されなくなった場合、また盗難等による軽犯罪により被害を被られた場合は弊社の
免責事項にあたりますため、ツアー代金のご返金はありません。あらかじめご了承ください。

＜注意事項＞ ※ご利用前に必ずご一読ください※



オプショナルツアーのお申込をご希望される方は、
担当スタッフ もしくは 各店舗へお気軽にお問い合わせくださいませ。
ご質問も大歓迎！現地に詳しいスタッフへご相談ください。

【東京本社】
TEL：03-5956-3016
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 46F

【大阪支店】
TEL：06-7639-6584
大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60 なんばスカイオ14階

【名古屋支店】
TEL：052-259-2230
愛知県名古屋市中区大須3-30-60 大須301ビル6F

【福岡支店】
TEL：092-738-2601
福岡県福岡市中央区天神3-15-17 三天第2ビル1F

【札幌支店】
TEL：011-223-2251
北海道札幌市中央区南三条西5丁目 三条美松ビル5F

◆各店舗の営業時間
【月～金】10:00～18:30 【土・日】11:00～17:00
【祝祭日】休み（札幌支店は日曜・祝日休み）

＜株式会社旅工房 お問い合わせ先＞


