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厳選！オプショナルツアー

～ シェムリアップ編 ～
（2019/10/1～2020/3/31）

※2020/1月時点

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



天空の城ラピュタのモデルとも言われる場所へ！
「密林遺跡ベンメリア」 半日観光ツアー

※20/3/31出発までの方限定！通常よりも4,000円安い今がチャンス！この機会にぜひご参加ください※
有名なジブリ映画「天空の城ラピュタ」のモデルと噂される、シェムリアップで二番目に人気の遺跡です。アンコールワット
と類似点が多く「東のアンコール」と呼ばれます。ガジュマルの木に浸食された遺跡は、現在も修復されることなく深い森の
中にひっそりと眠り続けています。苔むした石像や崩れかけのレリーフなど、大人ながら冒険心がくすぐられます。昼食はガ
イドブックにも良く載っている「Chanrey Tree」レストランのセットメニュー。上品なクメール料理をお楽しみください。
※2020年1月より別途アンコールチケット（37ドル）が必要です。ご参加いただく場合は現地にて、ご自身でお支払いくださ
い。

人気No.2

特別価格！！

タイムスケジュール

8:00頃 ホテル出発

9:30頃 ベンメリア遺跡観光

11:30頃 昼食（Chanrey Tree）

12:30頃 ホテル到着

※2020年1月より別途アンコールチケット（37ドル）が
必要です。ご参加いただく場合は現地にて、ご自身でお
支払いください。
※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。

ご料金

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

5,500円

4,000円

9,500円

上記+4,000円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

送迎 あり（混乗車）

所要時間

食事

約4.5時間

昼食

概要

ツアーコード PRO-REPH08-2

言語 日本語ガイド



密林遺跡ベンメリア + トンレサップ湖クルーズ（夕陽鑑賞）
+ ボディマッサージ60分付き！ 1日観光ツアー

※20/3/31出発までの方限定！通常よりも4,000円安い今がチャンス！この機会にぜひご参加ください※
人気のベンメリア遺跡にプラスして、東南アジア最大の湖トンレサップ湖クルーズと60分のボディマッサージが付いたお得な
ツアーです。朝は8時前後とゆとりのあるスタート。日が昇って暑くなる前にベンメリア遺跡を観光します。その後、昼食はク
メール料理を堪能。昼食後は暑くなる時間帯なので、民芸品店もしくは免税店内にご案内して自由時間。各自の目的が終わっ
たら全員をガイドがお迎えに行き、トンレサップ湖で夕日鑑賞。最後は1日の疲れを癒すためボディスパへご案内いたします。
※2020年1月より別途アンコールチケット（37ドル）が必要です。ご参加いただく場合は現地にて、ご自身でお支払いくださ
い。

スタッフ一押し

特別価格！！

タイムスケジュール

8:00頃 ホテル出発

9:00～10:30頃 ベンメリア遺跡

12:00～13:00頃

昼食(Chanrey Tree)
自由時間（免税店やアンコー
ルミュージアムにご案内いた
します）※別途入場料10usd
かかります

13:15頃
ボディマッサージ（60 分）
オールドマーケット観光

15:45頃
トンレサップ湖クルーズ
夕日鑑賞

19:00頃 ホテル到着

※2020年1月より別途アンコールチケット（37ドル）が
必要です。ご参加いただく場合は現地にて、ご自身でお
支払いください。
※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。

ご料金

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

9,900円

7,000円

18,000円

上記+8,000円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

送迎 あり（混乗車）

所要時間

食事

約11時間

昼食

概要

ツアーコード PRO-REPF38

言語 日本語ガイド



世界遺産アンコールワット 充実の 1日観光ツアー
感動の朝日・夕陽鑑賞＋アプサラダンスディナーショー付

今も世界中を魅了するアンコールワット遺跡群を、ぎゅっと凝縮した定番かつ王道のツアーです。刻まれたレリーフが語る壮
大な歴史のストーリーを、ガイドの解説とともにお楽しみください。広すぎてまわりきれない遺跡群をしっかり網羅できるの
もツアーならではのポイント。よりプライベートに楽しみたい方は「専用車+専任ガイド」のアレンジがお勧めです。夕食は
伝統的なアプサラダンスをディナーと共にご堪能ください。
※アンコールチケット（1日券:37USD）は含まれておりません。現地にてご自身でお支払いください。
※2020年1月より、バイヨン寺院のある第3回廊が修復工事で立ち入り禁止となります。第2回廊までのご案内となります。

人気NO.1

※12/24、31は夕食が付きません。ご希望の場合は別途
追加代金でご案内いたします。また、その期間は料金
が通常とは異なります。詳細はスタッフまでご確認
ください。

※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

4:00～5:00頃 ホテルにお迎え

5:00頃 アンコールワットで朝日鑑賞

7:00頃 ホテルで朝食

8:30頃
アンコールトム、南大門、
タ・プロームなど見学

12:00頃 アンコールクッキーへ立ち寄り

12:30頃 昼食

13:30頃
休憩（当日の状況に応じて案内場
所をアレンジいたします。）

15:00頃 アンコールワット到着

17:30頃 夕日鑑賞

19:00頃 夕食（アプサラディナーショー）

21:00頃 ホテル到着

ツアーコード REPF13

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約16時間

食事 昼食・夕食

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

6,000円

4,500円

6,000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



人気三大遺跡をめぐる決定版！「天空寺院プレアヴィヒア +
密林遺跡ベンメリア + 幻の王都コーケー」 1日観光ツアー

郊外の人気TOP3遺跡を一気にめぐる、効率的なお得なツアーです。世界遺産のプレアヴィヒアの山頂からの絶景の景色、「天
空の城ラピュタ」のモデルになったともいわれているベンメリア、コーケーのピラミッド型の寺院を1日で観光！シェムリアッ
プの遺跡を満足するまで堪能することができます。
日本では見ることのできない遺跡に様々な発見があり好奇心をくすぐられることでしょう。
※2020年1月より別途アンコールチケット（37ドル）が必要です。ご参加いただく場合は現地にて、ご自身でお支払いくださ
い。

人気NO.3

ツアーコード REPF22

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約15.5時間

食事 昼食・夕食

概要

タイムスケジュール

6:30頃 シェムリアップ出発

8:25頃 ベンメリア遺跡

10:40頃
コーケー遺跡群
（プレサットリンガ）観光

11:40頃 昼食 （ローカルレストラン）

12:35頃
コーケー遺跡群
（プレサットプラム）観光

14:40頃 プレアビヒア

19:30頃 夕食（クメール料理）

20:30頃 ホテルへ

※12/24、31は夕食が付きません。ご希望の場合は別途
追加代金でご案内いたします。また、その期間は料金
が通常とは異なります。詳細はスタッフまでご確認
ください。

※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

16,500円

12,000円

16,500円

上記+5,000円

(1名様参加の場合ツ

アー代金の倍額)

ご料金



東南アジア最大の湖「トンレサップ湖」クルーズ＆
オールドマーケット散策ツアー

遺跡以外のツアーをお探しの方におすすめ！人気のトンレサップ湖クルーズと、現地民の生活に触れられるオールドマーケッ
ト散策がセットになったプランです。トンレサップ湖は「収縮する湖」とも呼ばれ、乾季は琵琶湖の3倍、雨季は10倍にも変
化します。海のように果てしなく続くそのスケールに仰天です。あわせて水上生活村の見学もお楽しみいただけます。オール
ドマーケットでは自由にショッピングなどをお楽しみください。値切り交渉も旅の醍醐味、勇気を出して挑戦してみましょう。

遺跡以外なら
これがお勧め！

タイムスケジュール

14:00頃 ホテル出発

14:30頃 オールドマーケット散策

15:30頃 トンレサップ湖クルーズ

18:00頃 レストラン

19:00頃 ホテル到着

ツアーコード REPH10

言語 日本語ガイド

送迎 あり（混乗車）

所要時間 約5時間

食事 夕食

概要

※12/24、31は夕食が付きません。ご希望の場合は別途
追加代金でご案内いたします。また、その期間は料金
が通常とは異なります。詳細はスタッフまでご確認
ください。

※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

4,000円

9,000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



2017年に世界遺産に登録された、注目度NO.1の遺跡！
「サンボー・プレイ・クック」 1日観光ツアー

「アンコールワット」「プレアヴィヒア」に次いで、カンボジアで3つ目の世界遺産として登録された「サンボー・プレイ・
クック」。アンコール王朝がはじまる約300年前、7世紀頃の王都の跡地で「空飛ぶ宮殿」と呼ばれる彫刻と八角形の祠堂が特
徴です。カンボジアの他の遺跡とは一線を画すレンガ造りの遺跡など、ここにしかない独自の建築様式や、まだまだ謎の多い
ユニークな彫刻群に、アンコールの源流を感じます。これから観光客が増える前に、最新の世界遺産を先取りしましょう！

注目の最新
世界遺産

タイムスケジュール

7:00頃 ホテルにお迎え

10:30頃 プラサットチュレイ観光

11:15頃 プラサットタオ観光

12:00頃 プラサットイェイポアン観光

13:00頃 昼食

14:30頃~14:45頃 スピアン・スプラトス見学

14:45頃 シェムリアップへ

17:00頃 ホテル着

※当ツアーは専用車、専用ガイドです。（ピーク期を除
く）
※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。

送迎 あり（専用車）

所要時間

食事

約8時間

昼食

概要

ツアーコード REPF08

言語
英語もしくは

日本語ガイド

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

16,000円

12,000円

29,000円

ご料金



カップルやご夫婦におすすめ！
ゴンドラに乗ってアンコールトムの城郭から夕日鑑賞

夕日鑑賞をロマンティックに楽しみたい方におすすめのツアーです。アンコールワットなどのツアーに組み込まれている夕日
鑑賞は観光客が殺到して混雑しがちですが、このツアーでは観光客にまだあまり知られていない穴場スポットをご案内。アン
コールを囲むお堀をゴンドラ（手漕ぎボート）に乗って移動して、プラサットチュルン（アンコールトムの城郭）から夕日鑑
賞をお楽しみいただきます。
※アンコールチケット（1日券:37USD）は含まれておりません。現地にてご自身でお支払いください。

穴場ツアー

※当ツアーは専用車、専用ガイドです。
（年末年始、お盆、GWなど繁忙期はお手配が難しい場
合がございます）
※行程や写真はあくまでも目安です。
※天候により夕日をご覧いただけない場合がありますの
であらかじめご了承ください。

※現地事情により内容（時刻や訪問地）が変更となる
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

16:30頃 ホテル出発

17:30頃 ボート乗り場到着

夕日鑑賞（約30分~40分）

18:30頃 ボート下車

19:00頃 ホテル到着

送迎 あり（専用車）

所要時間

食事

約3時間

なし

概要

ツアーコード REPH51

言語
英語もしくは

日本語ガイド

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

5,000円

4,000円

9,000円

ご料金



日本人経営の隠れ家スパ 「クルクメール」
SPA90分＆コスメ作り体験ツアー

オールドマーケットからトゥクトゥクで約5分。市内からちょっとだけ離れた静かな場所にある隠れ家スパです。日本人トレー
ナーが開発指導したトリートメント、心温まるサービス、カンボジアの豊かな自然を感じられる素朴なお庭が自慢。
まずは自分専用のハーブ入浴剤を作ります。その後は、ハーブオイルのアロママッサージ。スパを受ける部屋は別棟になり自
分だけの空間を味わう事ができます。遺跡観光で疲れた身体を、たっぷりリラックスしてあげましょう。

女子旅に
おすすめ！

タイムスケジュール

10:00頃 ホテルにお迎え（トゥクトゥク）

10:30頃 ハーブ入浴剤作り

11:00頃 ハーブオイルのアロママッサージ

12:45頃 ホテル到着（トゥクトゥク）

ツアーコード REPH53

言語 ガイドなし

送迎
あり（トゥクトゥク

による往復送迎）

所要時間 約3時間

食事 なし

概要

※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

10,000円

7,000円

18,000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



定番以外の遺跡を攻めたい方はこちら！
「バンテアイスレイ」＆「ロリュオス遺跡群」1日観光ツアー

「アンコールワットやベンメリアなどの人気遺跡にはもう行った！」といった方には特におすすめ。人気遺跡の陰に隠れがち
ですが、実はみどころたっぷりの二大郊外遺跡をめぐるツアーです。「東洋のモナリザ」と言われるバンテアイスレイでは、
目を見張るほど美しいレリーフや繊細な壁画がたくさん。ロリュオス遺跡群は、アンコールワットより300年も前に建てられ
た王朝跡で、歴史的価値の高い貴重な遺跡を見られます。
※アンコールチケット（1日券:37USD）は含まれておりません。現地にてご自身でお支払いください。

リピーターに
おすすめ！

タイムスケジュール

8:00頃 ホテル出発

9:15頃 ロリュオス遺跡群を観光

12:30頃 昼食

13:30頃 バンテアスレイを観光

15:30頃 バンテアスレイ出発

16:00頃 ホテル到着

※当ツアーは専用車、専用ガイドです。（年末年始、お
盆、GWなど繁忙期はお手配が難しい場合がございま
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。

送迎 あり（専用車）

所要時間

食事

約8.5時間

昼食

概要

ツアーコード REPF01

言語
英語もしくは

日本語ガイド

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

8,000円

6,000円

15,000円

ご料金



サイクリングでカンボジアの新たな一面を発見！
田舎道チャリンコツアー

カンボジアの町中を自転車で巡る当プラン。ここでしか見ることのできない町並みを自転車に乗りながら観光。日本ではあま
り見ないような木造の橋や砂利道、現地の民家を通り抜け進んでいきます。現地在住の日本人の案内人、もしくは日本語ガイ
ドが付き添うため、安心してお楽しみいただけます。普段とは違う角度からシェムリアップを観光する特別ツアーです。

旅工房スタッフ
おすすめ

タイムスケジュール

8:00頃 ホテル出発・自転車レンタル

8:30頃~ 出発

田舎道などをサイクリング
（途中休憩あり）

12:00頃 自転車返却

12:30頃 ホテル到着

※多少の雨天でも基本決行いたします。
直前での大雨の場合はホテルへご連絡いたします。

※動きやすい服、運動靴でご参加ください。
※熱中症対策は御自分で管理お願い致します。
※必ず海外旅行保険の加入をお願いいたします。
※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。

ご料金

大人

子供（11歳以下）

1名様参加の場合

6,000円

4,500円

11,000円 送迎 あり（混乗車）

所要時間

食事

約4.5時間

なし

概要

ツアーコード REPH57

言語 日本語ガイド



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）

5,000円

8,000円

ツアーコード

REPH01

REPH02

REPF17

REPF18

8,000円

15,000円

4,000円

6,000円

6,000円

11,000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。
※年末年始、GW、お盆などの繁忙期は専用車&専用ガイドのお手配が難しい場合がございます。

◆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＞


