
<旅行代金/2泊3日/大人お1人様/2名1室利用時/航空券代金別>  

*ヤンゴンパガン間の航空券料金は含まれます。KL⇔ヤンゴン間は含まれません。 

クアラルンプール発着 

出発期限：2017年10月～2018年3月 

発行日：2017年10月22日 

有効期限：2018年3月31日 

ツアーコード：BGN-S4V2 ,BGN-S3V2 

■最少催行人員：大人1名様   
■添乗員：なし（現地日本語ガイド）  
■入国に際し、ビザが必要になります（事前取得） 
*2014年9月よりオンラインでの査証申請が可能になりました。（USD 50必要） 
■危険情報 現在ミャンマー全土に「十分注意してください」が発令されています。ご旅行前に外務
省の海外安全ホームページをご確認ください 
■ミャンマーの寺院は裸足での見学となりますので予めご了承下さい。 

（※）ボジョーマーケットは月曜日と祝日は休みの為、ショッピングセンターまたは大型スーパーへご案内しま
す。 

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

 H.I.S.ヤンゴン支店ががっちりサポート！ 

日程 2泊3日（ツアーコード：BGN-S3） 食事 

1  
日 
目 

 

昼 
夕 

【マレーシア航空】MH740  クアラルンプール発09:05→ヤンゴン着10:15 

日本語ガイドと共に、ヤンゴン市内観光へご案内 

ボジョーマーケット（入場）、独立記念塔（下車）、シュエダゴンパゴダ（入場） 

夕食はミャンマー料理をお楽しみください。 

<ヤンゴン泊>               

２ 
日 
目 

早朝、空路、国内線にてバガンへ 

朝 
昼 
夕 

到着後、終日バガン遺跡観光へご案内 

ニャンウー市場（下車）、シュエジーゴンパゴダ（入場）、アーナンダー寺院（入場） 

昼食はエーヤワディー川沿いのレストランにて、ミャンマー料理をご用意 

漆工房（下車）、タビニュー寺院（入場）、マヌーハ寺院（入場）、パゴダの上
から夕日観賞（雨天中止） 

夕食は伝統芸能のあやつり人形劇を見ながらお楽しみ下さい。 

<バガン泊>                                    

３ 
日 
目 

朝食後、空路、国内線にてヤンゴンへ 

朝 
昼 

ヤンゴン到着後、昼食にご案内します。 

フライトに合わせて空港へ 

【マレーシア航空】MH743  ヤンゴン発16:00→クアラルンプール着20：20 

 

日程 3泊4日（ツアーコード：BGN-S4） 食事 

1  
日 
目 

 

昼 
夕 

【マレーシア航空】MH740  クアラルンプール発09:05→ヤンゴン着10:15 

日本語ガイドと共に、ヤンゴン市内観光へご案内 

ボジョーマーケット（入場）、独立記念塔（下車）、シュエダゴンパゴダ（入場） 

夕食はミャンマー料理をお楽しみください。 

<ヤンゴン泊>               

２  
日 
目 

早朝、空路、国内線にてバガンへ 

朝 
昼 
夕 

到着後、終日バガン遺跡観光へご案内 

ニャンウー市場（下車）、シュエジーゴンパゴダ（入場）、アーナンダー寺院（入場） 

昼食はエーヤワディー川沿いのレストランにて、ミャンマー料理をご用意 

漆工房（下車）、タビニュー寺院（入場）、マヌーハ寺院（入場）、パゴダの上から夕
日鑑賞（雨天中止） 
夕食は伝統芸能のあやつり人形劇を見ながらお楽しみ下さい。 

<バガン泊>                                    

３  
日 
目 

朝 
昼 
夕 

 

朝食後、ポッパ山・バガン郊外観光  

ポッパ山のタウン・カラッ（入場）、バガン郊外の村（下車）  

昼食はポッパ山を見ながらの食事 

夕方、空路、国内線にてヤンゴンへ 

夕食は鍋料理または中華料理をご用意 

<ヤンゴン泊>                                    

４  
日 
目 

ホテルに朝食、出発まで自由行動 

朝 出発に合わせて日本語ガイドとともに空港へ 

【マレーシア航空】MH743  ヤンゴン発16:00→クアラルンプール着20：20 



「戦いの終わり」という意味の名前を持つ

都市ヤンゴン。行きかう人々は民族衣装

「ロンジー」を身に着けており、どことなく異

国情緒溢れる雰囲気が感じ取れます。

イギリス文化と共存したエキゾチックな街

をお楽しみください。 

<<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。 ※旅行代金にはクアラルンプール⇔ヤンゴン間の航空券代金は含まれておりません。 ※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、マレーシアのビザ(滞在資格)をお持ちでない方は、第三国行きの航空券が必要です。(例：クアラルンプール→日本)  ※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。 ※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 

■ツアー料金（お1人様/リンギット建て)  幼児一律  RM  440  

  

利用ホテル 出発日 

2泊3日間 【BGN-S3】 3泊4日間 【BGN-S4】 

大人2名1室 
利用 

大人エキス 
トラベッド 

子供エキス 
トラベッド 

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 

子供エキス 
トラベッド 

子供ベッド 
なし 

大人1名 
参加 

スタンダードクラス 
（部屋指定なし） 

10/1-12/21  
1/2-3/31 

3,990 3,990 3,790 1,680 5,790 4,490 4,490 4,190 1,900 6,590 

12/22-1/1 4,190 4,190 3,990 1,680 5,990 4,690 4,690 4,490 1,900 6,890 

スーペリアクラス 
（部屋指定なし） 

10/1-12/21  
1/2-3/31 

4,190 4,190 3,990 1,680 6,090 4,700 4,700 4,490 1,900 7,190 

12/22-1/1 4,590 4,590 4,390 1,680 6,490 5,190 5,190 4,890 1,900 7,590 

10/1-12/21  
1/2-3/31 

4,490 4,490 4,200 1,680 6,690 5,190 5,190 4,890 1,900 8,090 
   デラックスクラス 

   （部屋指定なし）  
12/22-1/1 4,990 4,990 4,790 1,680 7,290 5,690 5,690 5,490 1,900 8,590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アーナンダー寺院  

アーナンダー寺院  

ホテルリスト 
【スタンダードクラス】ヤンゴン-セントラル、パノラマ、タマダ、ユザナ、インターナ

ショナル バガン-アトーカ、クムダラ、フローラルブリーズ、スカイパレス、バガンプ

リンセス 【スーペリアクラス】ヤンゴン-ベストウエスタングリーンヒル、サミット

パークビュー、ミカサ、チェリーヒル、ホテルセブンマイルズ バガン-タジンガーデ

ン、バガンタンデ、アレンダマル、シュエイープイン、バウガテイディ 【デラックスク

ラス】ヤンゴン-スーレシャングリラ、チャトリウム、パークロイヤル、カンドージパレ

ス、セドナ バガン-ミャンマートレジャーリゾート、アメージングバガンリゾート、バ

ガンロッジホテル、バガンホテルリバービュー、 又は同等クラスホテル 

※ミャンマーのホテルはバスタブが付いていないホテルが多くございます。 

              旅行契約の取り消し日 

         （旅行開始の前日から起算）  
         取消料（お一人様につき）  

4０日前以降～31日以前 旅行代金の40％ 

30日前以降～21日以前                 旅行代金の60％ 

20日前以降       旅行代金の100％ 

http://www.histravel.com.my 

エイチ・アイ・エス・ブキットビンタン支店 

Lot2.6,Level2,Ansa,KualaLumpur, 
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 


