
掲載の代金には航空券代金・
燃油サーチャージ・空港利用料・
各国諸税は含まれておりません。 

●大人２・3名１室ご利用時／お１人様あたりの現地空港発着のランドパッケージ（ホテル・送迎・観光のセット商品）。　
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ルアンパバーン3日間

USD～

街ごと世界遺産ラオスの古都！

ルアンパバーン3日間

街ごと世界遺産ラオスの古都！

ルアンパバーン空港集合
空港到着後、ホテルへご案内します。その後、レストランヘ
（順序逆の場合あり）
夕食はルアンパバーンの郷土料理をお楽しみください。

◆ルアンパバーンの風物詩『托鉢見学』と『朝市散策』
ホテルへ戻り朝食
◆『メコン川クルーズ』へご案内
 4,000体以上の仏像が納められている『パクウー洞窟』へ。
  途中、地酒”ラオラーオ”製造の村『バーンサンハイ』に立ち寄り
◆クルーズ船上にて景色を眺めながら『ラオス料理』の昼食
フライトに合わせて係員が空港までお送りします。
ルアンパバーン空港で解散

ルアンパバーン市内観光へご案内します。
◆世界遺産ルアンパバーンのシンボル『ワット・シェントーン』
◆絢爛豪華なルアンパバーンの繁栄を偲ばせる『王宮博物館』
◆黄金のレリーフが見事な『ワット・マイ』
◆ラオスの伝統歴史を感じられる『伝統工芸センター』
◆ルアンパバーンのメインマーケット『タラート・ポーシー』
◆ルアンパバーンの街全体が見渡せる『プーシーの丘』
昼食はルアンパバーン名物『カオソーイ』とラオス名物『カオチーパテー』を
お楽しみください。
◆流れ落ちる水の美しい『クワンシーの滝』と少数民族『モン族の村』
◆モン族の手工芸品などの露店で賑わう『ナイトマーケット』
夕食はルアンパバーンの郷土料理をお楽しみください。

夕食【ルアンパバーン宿泊】

１

朝食・昼食・夕食【ルアンパバーン宿泊】

朝食・昼食

２

3

決定版プラン ツアーコード： LPQ2N3D-PM

ルアンパバーンの見どころを巡る決定版
ルアンパバーンの街のシンボル

少数民族の村

ワット・シェントーン

モン族

ラオス最大

息を呑む絶景

プーシーの丘

アジア三大河川

パクウー洞窟

ラオスの名物料理をご用意

ルアンパバーン料理 ラオス料理 ラオス料理

メコン川クルーズとパクウー洞窟

全6回の
食事付

ナイトマーケット

★うれしい特典　※ベッドありのお客様対象
・HISルアンパバーン特製扇子をプレゼント！
・虫除けスプレーをプレゼント



HIS(Philippines) Travel Corp　セレンドラ店
+63-2-8822-4496 

 serendra@his-manila.com
https://his.com.ph/

2F Serendra - Shopping Arcade Serendra, BGC, Taguig
[月-金]10:00 - 19:00   [土曜]10:00 - 15:00   [日曜・祝日] 定休日 
/hismnl

スーペリアクラスホテル デラックスクラスホテル
・メゾン ダラブア   ・ザ サンクチュアリーホテル   ・サラプラバン   ・インディゴ ハウス ホテル

・ルアンパバーン レジデンス   ・カフェ・ドゥ・ラオス（旧：チャンイン）

又はその他(同レベルのホテル）

・ヴィラ マリー    ・ビラ ドゥー リビエール   ・ヴィラ サンティ ホテル

・メコン リバービュー ホテル   ・メゾン スワンナプーム ホテル   ・サトリ ハウス

又はその他(同レベルのホテル）

諸条件
◆最少催行人数：１名（但し１人部屋追加代金が別途必要。相部屋不可）
◆食事： 【満喫プラン】朝2昼2夕2
　※但し、フライト時間によって最終日の朝食がご利用いただけない場合がございます。
◆お子様代金：２歳以上11歳未満で大人２名様と同室同伴のベッド・ホテルでのお子様に適用。
　但しホテルによっては11歳未満でもベッドが必要となる場合がございます。　
◆ホテルクラスは、ロケーション（眺め、立地）、設備、サービス、宿泊代金など、あらゆる角度から
　総合的に考慮し、弊社独自の特級で区分されています。必ずしもオフィシャルガイドや市販の
　ガイドブック等と一致するとは限りません。　
◆往復の送迎や観光は他社のパッケージツアーとの混乗となる場合がございます。
◆ランドパックのご集合場所（旅行開始）は、ルアンパバーン空港の到着ロビーとなり解散場所
　(旅行終了)はルアンパバーン空港の航空会社チェックインカウンターとなります。
◆航空券をお求めの際はお問い合わせください。
◆お客様自身で手配された航空機のスケジュール変更や遅延により指定された集合場所・時間に
　集合できなくなった場合には、お客様ご自身で利用ホテルまでお越しいただく場合もございます。

旅行契約の取消日
（旅行開始日前日から起算）

取消料

40日～25日前

24日前～空港集合日または
無連絡不参加 

旅行代金の50％

旅行代金の100％

単位：USD

アヴァニプラス

シンプル&エレガンスをコンセプトに謳っ
たホテル。

アマンの創設者であるゼッカ氏が
手掛ける新たなホテルプロジェクト
の第一段。

お部屋の広さ：35m2

ラグジュアリー ビクトリアシェントンパレス
ワット・シェントーンのすぐ近くに立地し、
主要観光地は全て徒歩圏内。朝食はメ
コン川を望むレストランにてお楽しみ頂け
ます。ホテル前の通りでは朝の托鉢の様子
を見学することも可能です。

全26室を有するデラックスホテル

お部屋の広さ：28m2

デラックス

ルアンパバーン 3日間　ツアー代金表

スーペリア

デラックス

【世界遺産エリア】
スーペリアクラス
(お部屋指定なし)

【世界遺産エリア】
デラックスクラス
(お部屋指定なし)

【世界遺産エリア】
3ナガス

(デラックス)

ラグジュアリー

ホテル
クラス

ルアンパバーンホテル名
(お部屋タイプ) チェックイン日

大人代金 子供代金

旅行代金

2019/10/01 - 2019/12/20
2020/1/6 - 2020/3/31

一人参加
代金

ベッドあり
朝食あり

ベッドなし
朝食あり

1人部屋追加代金
(大人1名様/2泊)

延泊代金
2・3名様1室利用時

お1人様代金
(大人・子供同額)

2019/12/21 - 2020/1/5

2019/10/01 - 2019/12/20
2020/1/6 - 2020/3/31

2019/12/21 - 2020/1/5

2019/10/01 - 2019/12/20
2020/1/6 - 2020/3/31

2019/12/21 - 2020/1/5

2019/10/01 - 2019/12/20
2020/1/6 - 2020/3/31

2019/12/21 - 2020/1/5

2019/12/21 - 2020/1/5

2019/10/1 - 2019/12/20
2020/1/6 - 2020/3/31

【世界遺産エリア】
ビクトリアシェントン

(パレスルーム)

【世界遺産エリア】
アヴァニ＋

（デラックスプール）

565 970 445 350 190 95

695 1225 545 420 145

675 1175 525 410 145

815 1445 635 485 275

745 1315 580 445 190

875 1575 690 525 305

745 1315 580 445 165

885 1595 690 525 240

280

280

550

375

610

330

470

お見積り対応

お見積り対応

ガラディナーは未定となります。ホテル側で開催が決定した場合は、強制となるため、追加チャージがかかる可能性がございます。

・日系唯一の安心サポート！　ルアンパバーンにお客様向け店舗あり。
日本語対応可能
・日本語ガイドへの評判が高い　（日本語が分かりやすい、説明が丁寧等のアンケート多数）
・見積もりや細かなご要望にお応えします
・ルアンパバーンのホテルは世界遺産エリア確約 

オススメポイント ホテル 特典

早めの予約(100日前まで予約)特典として無料で
デラックスプールビューへアップグレード

早めの予約(100日前まで予約)特典として無料で
ビクトリアスイート（DBLのみ）へアップグレード

アヴァニ＋

ビクトリアシェントン

※掲載の代金は、大人2名１室ご利用時／お１人様あたりのランドパッケージ（ホテル・送迎・観光のセット商品）。　　　
※掲載の代金には航空券代金・燃油サーチャージ・空港利用料・各国諸税は含まれておりません


