
 

                           2018/4/1～2018/9/30 

＼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！ 

人気のカンボジアオプショナルツアー 

 

 
 

■予定時刻 

4:00-21:30（所要時間：約 17 時間 30 分） 

■料金 \9,200 

（お子様料金：\6,500） 

今なら 1 名様参加でも同料金！ 

※アンコール遺跡入場料が含まれております。 

 

■概要 

 

 

 

 

 

 

■行程 

 

 

  

朝日観賞付き！クメールの大地の密林奥深く

に、圧倒的な存在感を放ち構えるアンコール遺

跡群を余すことなく観光できる、フルコースの

ツアーです。150 年前に発見されたこの巨大石

造寺院建築は、訪れるものに大きな驚きと感動

を与えること間違いなしです。 

 

①人気 NO.1 『1 日アンコール遺跡観光ツアー』 

04:00～04:30 ご滞在先各ホテル発、朝日に照らされたアンコール観光 

06:00   ホテルに戻り朝食 

09:00   アンコール・トム遺跡、南大門、バイヨン、象のテラスなどを観光 

11:20   タ・プローム寺院を観光 

12:30   市内レストランにて昼食 

13:30   ホテル到着後、休憩 ※道路事情により休憩がない場合もございます 

14:30   アンコール・ワット遺跡を観光(約 90 分) 

17:00   プレループ着(日没時刻により変動)、夕陽鑑賞 

18:30   市内レストランにてアプサラダンスディナーショー 

21:00~21:30 ご滞在先各ホテル到着 

▲アンコール遺跡群 

▲バイヨン寺院の観世音菩薩 
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②人気 NO.2 『ジャングルに眠る遺跡ベンメリア』 

■予定時刻 

7:30-13:30（所要時間：約 6 時間） 

■料金 ￥5,000 

(お子様料金：\3,500) 

(1 名様参加代金：\9,000) 

※昼食付き、ベンメリア入場チケット込み 

＋昼食を 3,500 円でベッカムも訪問した 

Chanty Tree レストランに変更も可能！ 

 

■概要 

 

 

 

 

 

 

③人気 NO.3 『世界遺産プレアヴィヒア＆コーケー＆ベンメリア観光』 

 

■予定時刻 

6:00-22:30（約 16 時間 30 分） 

■料金 \17,800 

(お子様料金：\12,500) 

今なら 1 名様参加でも同料金！ 

※昼食・夕食付き 日本語ガイド付き 遺跡チケット付き 

■概要  

 

 

 

 

 

カンボジアの人気遺跡がぎゅっと詰まった大満足コー

ス。第 2 の世界遺産に選ばれた「プレアヴィヒア」、ラ

ピュタのモデルになった「ベンメリア」、ピラミッド型

の少し変わった遺跡の「コーケー」と全く違う魅力があ

る遺跡を巡るプランとなっております。 

木漏れ日の中にひっそりと眠る遺跡「ベンメリア」。「東

のアンコール・ワット」とも呼ばれるように、アンコー

ルとよく似た構造ですが、こちらの方がより自然に近い

形で残っています。 

ジブリ映画「天空の城ラピュタ」のモデルになったとも

言われており、まるで違う世界に迷い込んだ気分に。 

※道路状況などにより催行できない場合があります。 

▲「天空の城ラピュタ」のモデルにもなったベンメリア 

7:30～08:00  ご滞在先各ホテル発 

09:30   ベンメリア遺跡観光 

12:00   市内レストランへ、昼食 

13:00～13:30 ご滞在先各ホテル着 

06:00～06:30 ご滞在先各ホテル発 

07:30     ベンメリア観光 

08:30     コーケーへ 

09:30     コーケー観光 

12:30     昼食 

14:00    4WDに乗り換えてプレアヴィヒア 

へ 

16:00     市内へ 

20:30    夕食 

22:00~22:30  ご滞在先各ホテル着 

▲有名な乳海攪拌のレリーフ 
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まだまだある！おすすめプラン一覧 

④1日小回り＆大回りコース 

所要時間：約 10 時間 30 分 

    07:30-18:00 

子供料金：\5,000 

1 名様参加代金：\12,800 

日本語ガイド付、 昼食付 

アンコール券含まない 

※専用車でのご案内となりま

す。 

 

 

\7,100 

大回り観光（プリアカン,ニャックポアン,東メボン,プレルー

プ）→昼食→ホテルで休憩→小回り観光（タケウ、プラサッ

トクラバン、バンテアイ・クデイ、スラスラン）→ホテル着 

⑤☆女性にオススメ！ 
僧侶による水かけ厄払い & 願いを叶えてくれるお寺
訪問☆ 

所要時間：約 3 時間 30 分 

    13:00-16:30 

子供料金：\6,400 

1 名様参加代金：\12,800 

日本語ガイド、アフタヌーンティ

付き 

アンコール券含まない 

\7,100 

アンコールトムの隣にある仏教お堂。そこでのお坊さんによ

る占い、水掛けによる厄払いを行います。 

さらに、願いを叶えてくれるお寺「ワットオンチョーム」で

お参りをし、その後アフタヌーンティを楽しんで頂きます！

す！ 

アフタヌーンティを 

 

 

⑥二大巨大遺跡群ベンメリア＆コーケー散策 

所要時間：約 10 時間 

    06:30-16:30 

子供料金：\11,000 

1 名様参加代金：\28,100 

日本語ガイド付、昼食付 

遺跡チケット含む 

 

\15,600 

ホテル発→コーケー観光→昼食→ベンメリア観光→ホテル 

人気のベンメリアと注目のコーケーを 1 日で周れるツア

ー。アンコール定番遺跡の次はここで決まり！ 

⑧バンテアイ・スレイ＆ベンメリア 1日観光 

所要時間：約 8 時間 30 分 

    07:30-16:00 

子供料金：\8,000 

1 名様参加代金：\20,600 

日本語ガイド付、昼食付 

ベンメリアチケット含む 

アンコール券含まない 

 

\11,400 

神秘なベンメリア遺跡と、優美なバンテアイ・スレイの両

方をじっくりとご堪能ください。 

⑦バンテアイ・スレイ半日散策 

所要時間：約 7 時間 

    08:00-15:00 

子供料金：\2,900 

1 名様参加代金：\9,000 

日本語ガイド付、昼食付 

アンコール券含まない 

 

 

\5,000 

アンコール遺跡群で最も美しいとされ

る薔薇色砂岩で作られたバンティアイ

スレイ。規模は小さいものの、精巧で

美しい彫刻が全面に刻まれています。 

⑨バンテアイ・スレイ＆クバールスピアン 

＆ベンメリア 1 日観光 

所要時間：約 10 時間 30 分 

    07:30-18:00 

子供料金：\8,500 

1 名様参加代金：￥21,700 

日本語ガイド付、昼食付 

ベンメリアチケット含む 

アンコール券含まない 

 

\12,100 

大人気遺跡を一度に観光できるツアー。クバールスピアン

でトレッキングを楽しんだ後の水中遺跡は必見です。 

美しい！東洋のモナリザ 
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⑩バンテアイ・スレイ＆プノン・クーレン＆ 

ベンメリア 1日遺跡観光 

所要時間：約 12 時間 

    06:30-18:30 

子供料金：￥9,000 

1 名様参加代金：\23,000 

日本語ガイド付、昼食付 

ベンメリアチケット含む 

アンコール券含まない 

￥12,800 

プノン・クーレンは、クバールスピアンより山道の高低差

がないため、体力に自身のない方へもお勧めです。 

バンテアイスレイ、ベンメリアも付いた大満足の内容！ 

⑫アンコール・ワット朝日鑑賞 

 所要時間：約 2 時間 30 分 

    04:30-07:00 

子供料金：\2,000 

1 名様参加代金：\5,400 

日本語ガイド付 

アンコール券含まない 

 早起きして、朝焼けに照らされたアンコール・ワットを拝

みます！徐々に変化していく空の色は幻想的。ベストショ

ットをカメラに収めましょう。 

※天候により朝日が見られない場合も返金はございません 

 
⑭サンボープレイクック遺跡群 

所要時間：約 9 時間 30 分 

   06:30-16:00 

子供料金：\11,900 

1 名様参加代金：\30,600 

日本語ガイド付、昼食付 

遺跡チケット含む 

専用車でのご案内になります。 

\17,000 

カンボジア随一の観光名所であるアンコール・ワットより

500 年以上も先に、この遺跡群は造られました。すべて焼

きレンガでつくられた遺跡は珍しく、カンボジア第 3 の世

界遺産として今大注目の遺跡です！ 

カンボジア第 3

の世界遺産 

⑪水中に眠る遺跡 クバールスピアン半日散策 

所要時間：約 6 時間 30 分 

    07:30-14:00 

子供料金：\4,000 

1 名様参加代金：￥10,300 

日本語ガイド付、昼食付 

アンコール券含まない 

\5,700 

川底に刻まれた神々の彫刻「クバールスピアン」を見学し

ます。滝壺では現地の人も水浴びをしています。山を登る

ため、履き慣れた歩きやすい靴がお勧めです。 

⑬トンレサップ湖クルーズ＆オールドマーケット 

所要時間：約 6 時間 30 分 

     07:30-14:00 

子供料金：\3,000 

1 名様参加代金：\7,800 

日本語ガイド付、昼食付 

※午後発のツアーも御座います 

￥4,300

東南アジア最大の湖をボートで遊覧。水上生活や漁の様子

など、人々の生活が見学出来ます。その後、オールドマー

ケットで買い物をお楽しみください。 

⑮バンテアイ・チュマール遺跡 

所要時間：約 10 時間 

   06:30-16:30 

子供料金：\10,000 

1 名様参加代金：\30,600 

日本語ガイド付、昼食付 

遺跡チケット含む 

専用車でのご案内になります。 

￥16,700 

アンコール周辺の 5 大遺跡の 1 つ。美しい千手観音

のレリーフなど仏教色の強い遺跡が残っています。

まだ観光客の少ない手付かずの遺跡でぜひ探検気分

を味わってください！ 

コンシェルジ

ュ一押し！ 

\3,000



 

                           2018/4/1～2018/9/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要時間:約 11 時間 30 分 

06:30-18:00 

子供料金：\14,400 

1 名様参加代金：\37,000 

日本語ガイド付、昼食付、 

遺跡チケット含む 

 

 

￥20,600

約 630ｍの山頂にあるプレアヴィヒア。「天空の遺跡」「カ

ンボジアのマチュピチュ」とも呼ばれています。カンボジ

アの辺り一帯を見渡せる丘の上の景色は絶景なので必見！ 

⑲アンコールサーカス『ファー』鑑賞 

所要時間：約 2 時間 

    19:30-21:30 

子供料金：\2,000 

1 名様参加代金：\5,100 

日本語ガイド付 

※送迎なし 

 

￥2,900

シェムリアップで人気上昇中のアンコールサーカス『ファ

ー』。時期によって題目が変わるため、カンボジアリピー

ターの方でも楽しめます。臨場感抜群の会場で、ぜひ新し

い夜の楽しみ方を。 

⑯半日ロリュオス観光 

所要時間：約 5 時間 

    07:30-12:30 

子供料金：\1,700 

1 名様参加代金：\5,100 

日本語ガイド付、 

アンコール券含まない 

 

\2,900

王都がアンコール地域に移る以前に築かれたロリュオス遺

跡群。ピラミッド型寺院バコンや、「聖なる牛」を意味する

アンコール遺跡最古の寺院であるプリア・コーなどを観光し

ます。 

⑰クルクメールでマッサージ＆コスメ作り体験 

所要時間：約 2 時間 

10:30-17:00（営業時間内で

お好きな時間をお選びいただ

けます/火曜定休） 

子供料金：\3,000 

1 名様参加代金：\7,800 

施設スタッフによる 

トゥクトゥク送迎付 

\4,300

2015 年にオープンしたクルクメールで、フットマッサージ

(30 分)とコスメ作りを体験♪手作りコスメは『ハーブ入浴

剤』もしくは『ハーブ石鹸』よりお選びください。 

⑳トゥクトゥク 1日貸切り（8 時間） 

所要時間：約 1 時間 30 分 

子供料金：\4,000 

1 名様参加代金：\10,200 

※追加代金にて、ガイド付きに

変更することも可能です。 

￥5,700

公式ドライバーがハンドルを握る大人気乗り物 ”ト

ゥクトゥク” をチャーターし、好きな時間帯に好き

な遺跡を自由に訪れることができます。車とはまた

違った雰囲気を味わえるもの人気の秘密！ 

㉑半日専用車＆専用ガイド(市内範囲、4 時間) 

 
所要時間：4 時間 

   08:00/13:00 

子供料金：\2,500 

1 名様参加代金：\7,800 

日本語ガイド付 

 

 

￥4,300

専用車・専用ガイドのため、お好きな場所へお好きな時間気

ままに観光をお楽しみいただけます♪ 

※アンコールワットも市内範囲に含まれます。 

※人数により車の大きさは変わります。 

※郊外/8 時間のチャーターもご用意しております 

ご希望の場合はお問い合わせくださいませ。 

 

⑱世界遺産プレアヴィヒア 
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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】 

※上記のオプションは混載車でのお手配になります。 

※専用車をご利用の場合のご料金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。料金変更などが発生した場合は、お申込時にスタッ

フよりご案内させて頂きます。 

 

【集合場所・時間について】 

「送迎なし」等の特記がない場合は、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、遠隔地の遺跡（クバール・スピアン、ベンメリア、コーケー）は、道路状況などにより運行できな

い場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。 

 

【ご料金について】 

※上記のオプションは混載車でのお手配になります。 

※専用車をご希望の場合のご料金はお問い合わせください。 
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※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。 

※アンコール券含まないとの記載のあるツアーにつきましては、別途現地にてアンコール遺跡入場券の購

入が必要となります。 

《料金》アンコール遺跡入場券：１日券３７ドル、３日券６２ドル、４日券７２ドル 

 

その他にも、「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】 


