
<旅行代金/2泊3日もしくは3泊4日/大人お1人様/2名1室利用時/クアラルンプール⇔ホーチミンの航空券料金は含んでおりません> 

クアラルンプール発着 

出発期限：2018年4月～2018年10月 

発行日：2018年2月25日  

有効期限：2018年10月20日 

 

安心の日本語ガイド付きランドパッケージ 

急速に発展する活気あふれる熱い街！東洋のプチ・パリ 

■最少催行人員：大人1名様 ■添乗員：なし(現地日本語ガイド）  

 （※）歴史博物館は月曜日が休館日のため、代わりに戦争博物館にご案内します。 

Wi-Fi全館無料【全室禁煙】 

サイゴン川のほとりに建ち、ドンコイの入り口に位置するお買い物にも

大変便利なコロニアルスタイルホテルです。ホテルの歴史は古く、

1925年創業でフランス統治時代インドシナ時代までさかのぼります。

白亜の外観やアールデコの香りを漂わせる内装など、重厚な調度

品、窓や天井にちりばめられたステンドグラスは訪れる人をフレンチコ

ロニアルの世界へといざないます。中でもおすすめなのは、最上階に

あるレストラン「セレナーデ」と併設されたバー。夕暮れ時、夕陽に染

まるサイゴン川を見下ろしながら優雅なひとときをお過ごし頂けます  

★★★★★ 

★★★★★ 

ドンコイ地区中心に建つ好立地で、ホーチミンを代表するホテルで

す。整った設備やきめ細かいサービスともにハイレベルで定評があ

り、リピーターも多いです。広めな客室は、上質で洗練されたインテ

リアでまとめられておりゆっくりと寛ぐ事が出来ます。ホテル内スパ、フ

レンチや中華レストランも大変人気があります。  

★★★★★ 

ドンコイエ リア のサイゴ ン川のほ とりに建 つホテル。レ ス

トランやお土産屋 も近く、徒歩 でいろいろなところにい

けるのが魅力です。  

1Fにあるリバーサイドカフェは地元の若者にも人気で、吹き抜

けのアトリウムラウンジは開放感抜群です。 

日本語スタッフもおり安心。  

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

★★★★★ 

2009年にオープンしたホテル。ビジネスと宿泊の複合施設、

クムホアシアナプラザの一角に建つ近代的なデザインの高層

ホテル。郵便局や聖母マリア教会までは徒歩約5分、市内

中心部ドンコイ通りまでは徒歩約10分ほどと立地も便利で

す。 

 

 【観光つきプラン3泊4日】  

日程 まるかじりホーチミン3泊4日 食

事 

1日目 クアラルンプールからホーチミン空港へ 

空港にて現地係員がお待ちしております。  

係員と共にホテルへ（チェックインは15：00頃になります） 

 

2日目 【朝食】ホテル   

★ホーチミン市内観光へ（フォーの昼食つき）     

（統一会堂、歴史博物館（※）、マリア教会、中央郵便局、人

民委員会など） 

【夕食】市内の最高級レストラン「マンダリン」にてベトナム料理 

朝 

昼 

夕 

 

3日目 【朝食】ホテル   

★クチ地下トンネルへご案内致します 

【昼食】名物料理｢エレファントフィッシュ｣ 

★ミトのメトコン川クルーズ観光 
【夕食】ディナークルーズをお楽しみ下さい 

朝 

昼 

夕 

 

4日目 【朝食】ホテル  

出発まで自由行動  (チェックアウトは12：00となります） 

現地係員と共に空港へ   

朝 

 

 【観光つきプラン2泊3日】   

日
程 

まるかじりホーチミン2泊3日 食
事 

1日
目 

クアラルンプールからホーチミン空港へ 

空港にて現地係員がお待ちしております。  

★ホーチミン市内観光へ（フォーの昼食つき）     

（統一会堂、歴史博物館（※）、マリア教会、中央郵便局、人民

委員会など） 

【夕食】市内の最高級レストラン「マンダリン」にてベトナム料理 

 

昼 

夕 

2日
目 

【朝食】ホテル   

★クチ地下トンネルへご案内致します 

【昼食】名物料理｢エレファントフィッシュ｣ 

★ミトのメトコン川クルーズ観光 
【夕食】ディナークルーズをお楽しみ下さい 

朝 

昼 

夕 

3日
目 

【朝食】ホテル  

出発まで自由行動  (チェックアウトは12：00となります） 

現地係員と共に空港へ   

朝 

 



スタンダードクラス（ドンコイエリア指定）一例 ●ボンセン１ホテル ●ボンセン２アネックス ●パレス ●フンセン ●オスカーサイゴン ●アジアン ●リバーサイド  

                          ●アウラク2 ●ロイヤルロータス ●ホワイトロータス ●シルバーランドブティック                                  

スーペリアクラス（ドンコイエリア指定）一例  ●ノーザンホテル ●グランド  ●ロイヤルホテルサイゴン ●アジアンルビー ●アクアリ ●メイホテル ●ニャットハ3  ●サイゴン            

■ツアー料金（お一人様/リンギット)              2歳未満:2泊3日RM250、3泊4日RM270 /1名様につき 

■料金に含まれるもの ： 日程表内の宿泊と食事、現地送迎と観光（観光つきプラン）、日本語ガイド、 

■料金に含まれないもの ： KL空港への送迎、ガイドチップ、ツアー中のお飲物、 
■ビザ：15日以下の滞在は不要 (但し出国時にパスポートの残存6ヶ月以上必要、また、前回のベトナム出国時から30日以上経過していること) 

 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 

<<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。 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。  ※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・送迎は混載です。※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。    

利用ホテル 出発日  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 様 参

加 

スタンダードクラス 

（ドンコイエリア指定）  

4/1-9/30  2泊3日 1,640 1,640 1,640 1,020 3,270 

3泊4日 1,770 1,770 1,770 1,090 3,530 

スーペリアクラス 

（ドンコイエリア指定）  

4/1-9/30  2泊3日 1,770 1,770 1,770 1,090 3,530 

3泊4日 1,940 1,940 1,940 1,170 3,880 

ルネサンスホテル 

（デ ラ ッ ク ス シ テ ィ ー

ビュー）    

4/1-9/ 30 

 

2泊3日 1,990 1,990 1,990 1,290 3,970 

3泊4日 2,250 2,250 2,250 1,330 4,500 

マジェスティック 

（コロニアルシティデラッ

クス）大人3名1室不可 

4/1-9/30  2泊3日 2,080   1,240 4,150 

3泊4日 2,380   1,390 4,760 

シェラトンサイゴンホテル 

（プレミアムデラックスルー

ム） 

 

4/1-9/30 2泊3日 2,470 2,470 2,470 1,440 4,540 

3泊4日 2,990 2,990 2,990 1,700 5,990 

インターコンチネンタル 

（デラックスルーム） 

4/1-9/30  2泊3日 2,470 2,470 2,470 1,440 4,440 

3泊4日 3,040 3,040 3,040 1,720 6,080 

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 




