
<旅行代金/1泊2日もしくは2泊3日/大人お1人様/2名1室利用時/クアラルンプール⇔シェムリアップ間の航空券は別途かかります> 

クアラルンプール発着 

出発期限：2018年4月～2018年9月 

発行日：2018年3月11日  

有効期限：2018年9月30日 

ツアーコード：AK2NT, AK1NT 

エアアジア利用 食事・観光・送迎つき！ 

H.I.S.カンボジア支店が24時間日本語サポート 

詳細はウェブサイトでご確認いただけます       http://www.histravel.com.my  

■航空券はツアー代金に含まれておりません ■最少催行人員：1名 ■添乗員：なし（現地日本語ガイド） 

H.I.S.オリジナル特典 

①遺跡観光をさらに快適に！ 

   遺跡カイテキ化セット 
※ミネラルウォーター＆おしぼり、ペットボトル 

ホルダー、遺跡パスフォルダー＆ネックストラップ 

②天然ハーブの虫除けスプレー 
③アンコールクッキーに隣接する                

カフェ「プカプカ」のマンゴースムージー 
④日差し対策バッチリ！観光時に手作りの 

日傘レンタル＆突然の雨でも安心！観光時に雨傘を常備 
 

11ヘクタールの広大な敷地を誇るホテル。明る

く開放感のあるロビーや、大きな変形プールと

滝のある庭園は日本人に人気。リゾート気分

を楽しめます。客室が42平米と広いのも魅力

的。日本人スタッフもおり安心。 

市街地とアンコールワットの中間に位置するの

で、遺跡観光にも便利な立地。モダンなイン

テリアで統一されたデラックスホテル。設備の

整った部屋や館内は快適な滞在を約束して

くれる。リゾート内は大きなプールが目を引く。

日本人スタッフもおり安心。 

★★★★★ 

★★★★★ 

シェムリアップの街の中心に位置する。ホテルからの

徒歩圏内には、言わずと知れたパブストリート、工

芸品店、オールドマーケットが立ち並び、観光名

所のアンコールワットやゴルフ場まで車で10分、空

港まで車で15分という好立地にあります。 

★★★★★ 

シェムリアップの街中を南北に通る大通りシヴォタ

通り沿いにあり、アンコールワットまで車で約10分。

オールドマーケットやパブストリートも徒歩圏内とい

う観光の拠点として好立地なホテル。室内はウッ

ディに統一されて落ち着いた雰囲気。 

★★★★ 

日

程 
エアアジア利用 スケジュール 1泊2日 

食

事 

1  

日

目 

AK542： クアラルンプール →シェムリアップ 06：45-07：50 

昼  

夕 

アンコールトム遺跡観光<南大門、バイヨン、プラサットスープラ、象のテラス、ライ王のテラス>  

タプロム遺跡観光 

市内レストランにてランチ（カンボジア名物アモック、カボチャプリン含む） 

午後：アンコールワット、第三回廊へご案内(12歳未満の方は登れません） 

夕刻：アンコールワットより夕日観賞 

夕食：市内レストランにてカンボジア料理のブッフェ  

 ＊アプサラダンスショー鑑賞付き                   <<シェムリアップ泊>> 

2 

日

目 

 

朝 

ホテルにて朝食ビュッフェ （チェックアウトは12：00となります） 

希望のフライトに合わせて空港へ 

 

AK 543 : シェムリアップ→クアラルンプール 08：35-11：40 

AK 541 : シェムリアップ→クアラルンプール 14：55-18：10 

 
日 

エアアジア利用 スケジュール 2泊3日 
食

事 程 

1  

日

目 

AK542 ： クアラルンプール →シェムリアップ 06：50-07：50 

昼  

夕 

アンコールトム遺跡観光<南大門、バイヨン、プラサットスープラ、象のテラス、ライ王のテラス>、

タプロム遺跡観光 

市内レストランにてランチ（カンボジア名物アモック、カボチャプリン含む） 

午後：アンコールワット、第三回廊へご案内(12歳未満の方は登れません） 

夕刻：アンコールワットより夕日観賞 

夕食：市内レストランにてカンボジア料理のブッフェ  

 ＊アプサラダンスショー鑑賞付き                   <<シェムリアップ泊>> 

2 

日

目 

早朝：アンコールワットにて朝日鑑賞 

朝   

昼

夕 

朝食：ホテルにてビュッフェ 

午前：バンテアイスレイ遺跡と周辺遺跡観光＜バンテアイサムレ遺跡、農村見学＞ 

昼食：市内レストランにてタイ料理  

午後：ロリュアス遺跡群とオールドマーケット 夕食：スバエク鑑賞つき夕食  

                                      <<シェムリアップ泊>> 

3 

日

目 

  

朝 

朝食：ホテルにてブッフェ (チェックアウトは12：00となります） 

希望のフライトに合わせて空港へ 

AK 543 :シェムリアップ→クアラルンプール 08：35-11：40    

AK 541 :シェムリアップ→クアラルンプール 14：55-18：10   
  
   

 

注）当日のレストランは都合により変わる場合もございます 

いいとこどり 



■ ツアー料金（お1人様/マレーシアリンギット建て) ■ 2歳未満 ： RM 50  (座席・ベッド・食事なし) 

この他たくさんのホテルをご用意しています！是非お問い合わせくださいませ      yoyaku@his-world.com  

 

ホテル 

（カテゴリー） 

 

出発日 

1泊2日間 【AK-1NT-N】 2泊3日間 【AK-2NT-N】 

大人2名 

1室 利用 

大人 

エキスト 

ベッド利用 

子供 

エキストラ 

ベッド利用 

子供 

ベッド なし 

大人1名 

参加 

大人2名 

1室 利用 

大人 

エキストラ 

ベッド利用 

子供 

エキストラ 

ベッド利用 

子供 

ベッド なし 

大人1名 

参加 

スタンダード  

（部屋指定なし）  

4/1-9/30 990 990 550 200 1,470 1,270 1,270 740 270 2,130 

スーペリア  

（部屋指定なし）  

4/1-9/30 1,090 1,090 560 200 1,570 1,350 1,350 750 270 2,190 

デラックス 

（部屋指定なし）  

4/1-9/30 1,190 1,190 790 580 1,670 1,450 1,450 790 270 2,320 

プリンス・ダンコール 

（スーペリア）  

4/1-9/30 1,200 1,200 600 200 1,750 1,650 1,650 830 270 3,130 

ソカ アンコール  

（デラックスシティー

ビュー）   

4/1-9/30 

 

1,440 1,440 720 200 2,190 2,090 2,090 1,050 270 3,430 

ソカライ アンコール 

リゾート アンド ス

パ 

（デラックスガーデン

ビュー ）  

4/1-9/30 1,160 1,160 580 200 1,650 1,550 1,550 780 270 2,360 

★アンコールパレス  

（デラックス）  

4/1-9/30 1,260 1,260 630 200 1,810 1,730 1,730 870 270 2,700 

★ルメリディアン  

（スーペリア）  

4/1-9/30 

 

1,350 1,350 680 200 2,030 2,000 2,000 970 270 3,130 

利用ホテル一覧 
■スタンダードクラス■・シティリバーホテル ・ホテルコジナアンコール ・アンコールホームホテル ・マジェスティック ・モノリーチアンコールホテル ・プラムバイヨンホテル ・ロイヤルクラウンホテル ・サリナホテル  
 ・タ・プロム  ・パッサジオ・ブティックホテル  ・アンコールサヤナ  ・オリエントダンコール ・コープレイ ・キングフィッシャーアンコール のいずれかになります。 
■スーペリアクラス■・オールソン アンコールホテル ・カーサアンコールホテル ・シティアンコールホテル ・ゴルディアナアンコール ・アンコールホリデイホテル ・ケマラアンコール ・キングダムオブアンコールホテル  
 ・アンコールランド ・ロータスブランリゾート ・リビエラアンコールホテル ・ロイヤル  エンパイア ホテル ・ソマデビ アンコール ホテル ・メモリー・ドゥ・アンコール ・ステュングシェムリアップのいずれかになります。 
■デラックスクラス■  ・アンコールセンチュリー ・アプサナアンコールホテル ・ボレイアンコールホテル ・エンプレス  アンコール  ホテル ・アンコール  エラ  ホテル ・アンコールハワードホテル  
・アンコールミラクルアンドスパ ・パシフィック ホテル ・プリンス ダンコール ホテル＆スパ ・ロイヤル アンコール リゾート ・タラアンコールホテル のいずれかになります。 
  



<<ご注意>> 必ずお読み下さい。 

※掲載されている写真は全てイメージです。実際のホテルや観光地と異なる場合がございます。※タイ国外をご旅行される場合、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上あるか、ご確認下さい。また、タイ

※公用パスポートをお持ちの方は、出入国の条件が異なる場合がございますので、ご注意下さい。※安全情報：外務省の安全情報 http;//www.pubanzen.mofa.go.jp/をご参照の上、渡航先の安全対

策に心掛けて下さい。※航空会社のスケジュール変更や現地事情により、やむを得ず旅程が変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。※ツアーによってはマイレージが加算されません。※ツ

アー・送迎は混乗です。※航空機・客室に関するリクエストの確約は致しかねます。（例：座席/眺望/ダブルベッド/禁煙室等の指定）※ホテルによってはお部屋にバスタブが付いていない場合がございます。

※ホテルのチェックインの際、クレジットカードや現金でのデポジットを請求される場合がございます。※ホテルによっては予告無く改修工事を行うことがあり、改修中でも通常通り営業することがございますの

で、予めご了承下さい。 ※お部屋のエキストラベッドとして、室内のデイベッドを使用する場合や、マットレスが搬入される場合があります。※12歳以上の方は大人料金適用、2歳以上12歳未満の方は子

供料金適用となりますが、ホテルにより子供ベッドなし料金が適用とならない場合がございますので、予めご了承下さい。※通常、ホテルのチェックイン時間は14時～15時以降、チェックアウトは10時～12時

（正午）となりますが、連休中などのピークシーズンは、ホテルの都合により上記の通りとならない場合がございますので、予めご了承下さい。  ※オプショナルツアーは2名様以上でお申し込みいただいた場合

の1名様料金です。1名様でご参加の場合は、倍額となります。 ※ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい。 

<免責事項> : 本社および旅行手配代行者は次に事例する事由により被害を被られた場合は責任を負いかねます。*天災地変 戦乱 暴動 ストライキ又はこれらのために生じる旅行の日程の変更・中止 *官公

署の命令・外国の入国規制・伝染病による隔離又はこれらに生ずる旅行の日程変更、中止 *運送期間の不通・遅延・スケジュール変更・又はこれらに生ずる旅行の日程変更・中止  *運輸・宿泊期間の事故、

火災又はこれらのために生ずる旅行の日程変更・中止 *自由行動中の事故  *食中毒  *盗難、紛失 

☆グループがお得！６名様以上参加の場合は観光、送迎を専用車へ無料でアレンジ可！（専用車の空き状況によって手配できない場合がございますので、予めご了承ください。)   

■2歳未満のお子様がご参加される場合、ツアーはプライベートとなります。プライベートアレンジ代金：大人お一人様あたり 追加RM 250 （子供/幼児不要）   

■ビザ：必要（空港取得可） 必要書類：証明写真1枚（4cm×6cm）、ビザ申請書（機内又は空港にて配布）、ビザ料金30USD（空港取得） *降機からビザ取得までに両替所や写真を撮る場所はありません。 

■暑い中、徒歩での観光となります。遺跡を登ったりしますので、動きやすい服装でご参加ください。 
■第三回廊は12歳未満の方は登れません。入場まで1時間以上お待ちいただく場合もございます。ミニスカート、ノースリーブ等の露出の多い服装の方は入場出来ません。雨天時の入場は出来ません。   

■第三回廊は仏教の日には入場出来ません。 。 4/8.14.22.29 , 5/7.14.22.29 , 6/6.12.20..27 ,7/5 ,12. 20. .27 , 8/4.11.19.26 ,9/3.9.17.24  ,10/2.9.17.24 , 11/1.7.15.22.30 ,12/7.15.22.30 

http://www.histravel.com.my 

エイチ・アイ・エス・ブキットビンタン支店 

Lot  2.6,  Level  2,  Ansa,  Kuala  Lumpur, 
101, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur  

Tel: 03-2148-8000 

Email yoyaku@his-world.com 

営業時間： 平日  10:00～19:00 

土・日   11:00～19:00 
祝日：休 

この他たくさんのホテルをご用意しています！是非お問い合わせくださいませ      yoyaku@his-world.com  

最も神聖な場所！第三回廊も訪問！ 

カンボジアのジャングルから19世紀に発見

された遺跡。建造された目的は未だ謎と

されており、その美しさから多くの観光客を

魅了している。「第3回廊」はその昔王様

と神が対話した場所と言われ、天国をイ

メージして造られた場所。 

アンコール時代の荘厳なる王都！ 

12世紀にはおよそ10万人の人々が暮らして

いたというアンコール王朝の都。中心に位置

するピラミッド型のバイヨン寺院には、「カンボ

ジアの微笑」と賞される50を超える菩薩観音

四面仏像が配されており、神秘的な雰囲気

を作り出している。 

木々の侵食を受ける神秘的な遺跡！ 

12世紀末に建立された寺院。天から降って

きたような巨大なガジュマルの木が遺跡を侵

食しており、アンコール遺跡群の中でも特に

崩壊が危惧されている寺院。侵食する木々

を避けてつき進む観光はまるで冒険気分。 

日本国籍の方はカンボジア入国にビザが必要となります。 

ご申請にあたりご出発前に、カンボジア大使館又はオンラ

インでお申請いただくか、カンボジア到着後、当日シェム

リアップ空港での取得も可能です。30USD/1名様につき 

 


