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＼複数のオプショナルツアーお申込みで割引キャンペーン実施中！／ 

詳細は下記ご覧ください！ 

人気のルアンパバーンオプショナルツアー 

 

 

■予定時刻 

05:00-17:45（所要時間：約 12 時間 45 分） 

■料金 ￥17,200 

(お子様料金：￥12,000) 

(1 名様参加代金：￥30,900) 

■概要 

 

 

 

 

 

 

  

■行程 

  

人気 NO.1 『托鉢とパクウー洞窟とクアンシー滝・モン族の村』 

▲托鉢風景／イメージ 

ルアンパバーンの魅力いっぱいの欲張りプラン！ 

早朝の風物詩ともなっている托鉢を見学した後

は、切り立った崖の洞窟内に、4000体以上の仏像

が安置されているパクウー洞窟を訪れます 。 

さらにクアンシー滝での水遊びや、酒造りの村、

織物の村も訪問まで盛り込んだ大満足の1日です。 

05:00～05:30  ご滞在先各ホテル発 

06:00      托鉢体験、朝市見学 

07:00      ホテルへ戻り朝食 

08:00      ホテル発、 ボートにてサンハイ村へ 

09:20      サンハイ村観光 

10:00      パクウー洞窟へ 

10:30      パクウー洞窟 

11:45      昼食 

12:45      サンコン村へ、サンコン村観光 

14:30      車でクアンシー滝へ 

15:20      クアンシー滝で休憩 

16:30      市内へ戻る途中、モン族の村訪問 

17:15～17:45  ご滞在先各ホテル着 

 

▲クアンシーの滝／イメージ 

▲パクウー洞窟／イメージ 



 

    2018/4/1～2018/9/30 

人気 NO.2 『クアンシー滝と象乗りとモン族の村』 

 

■予定時刻 

08:00-17:00（所要時間：約 9 時間） 

■料金 ￥15,800 

(お子様料金：￥11,000) 

(1 名様参加代金：￥28,300) 

■概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

人気 NO.3 『ルアンパバーン市内観光』 

 

■予定時刻 

08:00-14:00（所要時間：約 6 時間） 

■料金 昼食付き ￥12,200 

(お子様料金：￥8,500) (1 名様参加代金：￥21,900) 

昼食無し ￥10,800 

(お子様料金：￥7,500) (1 名様参加代金：￥19,300) 

■概要  

 

 

 

 

▲ラオスでゾウ乗り体験／イメージ 

クアンシー滝と少数民族の村に、象乗り体験をプラ

スしたオプショナルツアー。豪快に流れ落ちる水が

美しい事で有名なクアンシーの滝で水遊びをした

り、象の背中に乗って自然の中を散歩したりと、郊

外の自然を満喫！！伝統文化が受け継がれている

少数民族のモン族の村では、素朴な生活を感じるこ

とが出来、懐かしい気持ちになれます。好奇心旺盛

なお客様のための、充実したツアーです。 

8:00~08:30   ご滞在先各ホテル発 

09:00      象乗り（約1時間） 

10:20    休憩・象に餌やり 

           その後、車で市内へ 

11:00    途中、パーノン村見学 

11:45    昼食 

13:00    クアンシー滝へ 

15:30    モン族の村観光 

16:30~17:00 ご滞在先各ホテル着 

▲ワットシェーントーン 

 

世界遺産の街ルアンパバーン。ラオスの前身ラーン

サーン王国やフランス植民地時代の面影が濃く残っ

ています。そんな歴史の残るルアンパバーンの、こ

れだけは外せない観光スポットへご案内します。 

08:00～08:30 ご滞在先各ホテル発 

09:00     王宮博物館 

10:30      ワットマイ 

11:00      ワットシェントーン 

11:30      ワットビスン 

12:00      プーシー山でパノラ 

マビュー 

12:30      昼食 

13:30~14:00  ご滞在先各ホテル着 
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ツアー名 料金（お一人様あたり） 概要 

托鉢と市内観光と 

パクウー洞窟 

（昼食付） 

\17,900 

(お子様料金：￥12,500) 

(1名様参加代金：￥32,200) 

所要時間：約11.5時間 

05:30-18:00 

※夕食付は＋￥3,000でご案内が

ございます。 

ルアンババーンの早朝の風物詩

ともなっている托鉢と市内観

光、そしてバクウー洞窟へご案

内します。メコン川沿いの切り

立った崖の洞窟内に、4000 体

以上の仏像が安置されているパ

クウー洞窟はラオスで人気の観

光地です 。主要スポットを巡る

市内観光もたっぷりとお楽しみ

下さい。 

市内観光とパクウー洞窟 

（昼食付） 

\17,200 

(お子様料金：￥12,000) 

(1名様参加代金：￥30,900) 

所要時間：約9時間30分 

08：30－18：00 

2大観光スポット、世界遺産の

街ルアンパバーンとパクウー洞

窟へご案内します。ワットマ

イ・ワットシェントーンはもち

ろん、プーシー丘からの夕日鑑

賞も楽しみます。充実ツアーを

お楽しみ下さい。 

市内観光とクアンシー滝と 

少数民族村 

（昼食付） 

￥14,300 

(お子様料金：￥10,000) 

(1名様参加代金：￥25,800) 

所要時間：約9時間15分 

08：30－17：45 

市内から車で１時間ほどの所に

ある、豪快に流れ落ちる水が美

しい事で有名なクアンシーの

滝！泳ぐこともできるので、眺

めるだけでは物足りない人は、

ぜひ水着を持参して下さい。 

パクウー洞窟・サンコン村と

サンハイ村・クアンシー滝・

モン族の村観光(昼,夕食付) 

\19,300 

(お子様料金：￥13,500) 

(1名様参加代金：￥34,700) 

所要時間：約12時間30分 

8：00－20：30 

織物の村サンコン村では織り子

たちの仕事の様子を見学できま

す。ここで織られた布を使って

のバック、財布などの小物を売

る店もございますので、お土産

探しにはもってこい！酒作りの

村サンハイ村ではラオス焼酎の

製造過程を見学できます。 

旅工房 おすすめプラン一覧 
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象乗りとセー滝 

(昼食付) 

\13,600 

(お子様料金：￥9,500) 

(1名様参加代金：￥24,500) 

所要時間：約 4 時間 30 分 

8：30－13：00 

※毎年12月～6月はセー滝の水量

が少ないため、代わりにクアンシー

滝へご案内いたします。 

象の背中に乗って自然の中を散

歩したり、きれいなグリーンが

かかったセー滝を見学したりと

郊外の自然を満喫！ 

段々畑のような不思議な形のセ

ー滝は、この付近のジャングル

が石灰岩質のため。特に雨季は

一見の価値があります。 

 

象乗りとルアンバパーン 

市内観光(昼食付) 

\16,500 

(お子様料金：￥11,500) 

(1名様参加代金：￥29,600) 

所要時間：約9時間 

08：30－17：30 

ルアンパバーンの主要な観光地

を巡り、大自然のなかで象乗り

もできる充実した一日ツアーで

す。市内観光では、ルアンパバ

ーンで最も美しく最も重要な寺

院ワット・シェントーンなどを

ご案内します。特に象に乗って

自然の中を散歩したり、川を渡

るなんて体験は中々できないの

で、この機会に是非！ 

ルアンパバーン市内観光と 

セー滝（昼食付） 

￥13,600 

(お子様料金：￥9,500) 

(1名様参加代金：￥24,500) 

所要時間：約9時間 

08：00－17：00 

※毎年12月～6月はセー滝の水量

が少ないため、代わりにクアンシー

滝へご案内いたします。 

きれいな滝壺と、段々畑のよう

な不思議な形の滝は、この付近

のジャングルが石灰岩質のた

め。特に雨季のセー滝は一見の

価値があります。市内観光付き

なので、定番の観光地も、穴場

のスポットもどちらも満喫。 

 

パクウー洞窟と 

サンハイ村（昼食付） 

￥14,300 

(お子様料金：￥10,000) 

(1名様参加代金：￥25,800) 

所要時間：約6時間 

8：30－14：30 

メコン川沿いの切り立った崖の

洞窟内に、4000体以上の仏像が

安置されている圧巻のパクオー

洞窟と、ラオ・ラーオというラ

オス名物の蒸留酒を製造するサ

ンハイ村を観光します。  
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～出発前予約限定！オプショナルツアーコンボ割引キャンペーン～ 

オプショナルツアーを 2 つお申し込みいただいた場合・・・・500 円引き！ 

オプショナルツアーを 3 つお申し込みいただいた場合・・・・1000 円引き！ 

1 ツアー増えるごとに、500 円の割引が適用されます。 

対象：ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー各都市のオプショナルツアー（周遊コースも含む） 

是非この機会にオプショナルツアーをご利用下さいませ。 

 

※出発前のご予約に限ります。 

※2018 年 9 月末までの適用となります。 

 

【ご料金について】 

※上記の料金には日本語ガイドと車両の手配が含まれております。 

※上記のオプションは混載車でのお手配になります。 

（混乗で複数名となった場合もご返金はございませんのでご了承ください） 

※専用車をご希望の場合はお問い合わせください。 

※記載料金はお客様へのご案内時点のものとなります。現地事情・混雑状況などにより料金が余儀なく変

更となる恐れがありますので、予めご了承下さい。 

 

【集合場所・時間について】 

特記がない場合は、お客様滞在のホテルにお迎えにまいります。 

混乗ツアーの場合は団体扱いとなりますので、集合時間に遅れないようにお願いいたします。 

連絡無し・１０分遅刻は権利放棄させていただきます。返金はございませんのであらかじめご了承くださ

いますようお願いいたします。 

また、すべてのツアースケジュールは交通事情等により変動する場合がございます。 

混載車の場合、交通事情やその日の予約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

前後する場合がございますので、予めご了承ください。 

 

【免責事項】 

天候・災害によりツアーが催行されなくなっ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ございません。 

また、行程は天候・現地事情等により余儀なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さいま

せ。 

 

その他にも様々なオプションを取り揃えておりますので、「こんなことがしたい」などご希

望がございましたら、お気軽にご相談下さい。 

 

株式会社旅工房 インドシナセクション  TEL：03-5956-3016 

営業時間 ： [月～金]10:00-18:30 [土・日]11:00-17:00 【祝日 休み】 


