デリー＆アグラ＆ジャイプール 3泊 5日
日程

スケジュール ◎ = 入場、■ = 下車 ▽ = 車窓

食

☆うれしいツアーポイント☆

((OD 205 クアラルンプール発 17：55→デリー着21：05)) MH も可能
1日目

到着後、日本語ガイドがホテルへご案内します。

＜デリー泊＞

なし

・名物料理を含む8回の食事付き！

朝食後、ジャイプールへ向けて出発 (所要時間 / 約 6時間)
到着後、『ジャイプール観光』

2日目

・到着後からご出発まで日本語スルーガイド付き！

◎世界遺産 ジャンタル・マンタル (入場) ◎シティ・パレス (入場) ■風の宮
殿 (外観) ◎ランチ (ラジャスタン地方のカレー) ◎宝石工場
～夜 : アンベール城で開催されているライトアップショーアレンジも可能です。
(追加代金 : RM150 / 1名 1名様の場合は ＲＭ250 )
夜：ホテル内レストランにて夕食をお楽しみ下さい

朝
昼
夕

＜ジャイプル泊＞

タージマハルで記念撮影はいかがですか？

朝食後、◎世界遺産アンベール城 へご案内 (象乗り体験)
～ (注) アンベール城の観光は前日に行い、象乗りのみ3日目にご案内する
場合もございます～

3日目

・7つの世界遺産を満喫！

その後、アグラへ（陸路/約5時間） 途中、◎世界遺産 ファテープルシクリ観
光 (入場) ◎ランチ (インドビュッフェ)

朝
昼
夕

アグラ到着後、◎世界遺産 タージマハル + レンタル衣装屋 ◎大理石工場
夜：ホテル内レストランにて夕食をお楽しみ下さい

インドの伝統衣装であるサリーとバン
ジャピードレス。せっかくなので衣装
を着てタージマハルで写真はいかが
でしょうか？
※現地申し込み。お一人様US$15
程

< アグラ泊>
朝食後、◎世界遺産 アグラ城 へご案内
その後、デリーへ向けて出発 (所要時間 / 約 4.5時間)

4日目

到着後、『デリー観光』◎世界遺産フマユーン廟(入場) ◎世界遺産クトゥ
ブ・ミナール(入場) ■世界遺産レッドフォート (外観) ◎ランチ (タンドリーチ
キン)◎紅茶屋 (3種類の試飲付) ▼インド門・大統領官邸 (車窓)
～ (注) レッドフォートは2日目にご案内する場合もございます～ (注) フライト
が23時以降の場合は、"カーンマーケット" or "コンノートプレイス"立ち寄り
(30-45分)その後、デリー空港へ御案内
（OD208

●世界遺産タージマハル
朝
昼

デリー発20：20→クアラルンプール着04：20（翌日着））

注意 ※タージマハルは金曜日お休みです※アンベール城での象のりが不催
行の際は、車での御案内となります。

膨大な大理石を使い1631年から
22年の歳月をかけて作られた、ム
ガール帝国の第5代皇帝シャー
ジャハーンが、最愛の妻に捧げた
霊廟。国の財政が傾くほど莫大な
費用で建てられ、ムガール建築の
集大成とも言われています。

【デリー＆アグラ＆ジャイプール 3泊5日 】 ツアー料金 宿泊+観光+食事 /1名様あたりの料金になります

ホテル

出発日

スーペリア★★★ ホテル指 1/15-1/31
定不可
2/1-3/31
デラックス★★★★ ホテル指 1/15-1/31
定不可
2/1-3/31
HILTON GARDEN INN(デリー）
HILTON JAIPUR（ジャイプル）
DBLTREE HILTON（アグラ）

<スーペリアクラス利用予定ホテル>
<デラックスクラス利用予定ホテル>

大人2名1室利 大人子供エ 子供ベッドな 大人1名参
用
キストラベッド
し
加
1,830
1,830
1,250
3,070
1,870
1,870
1,280
3,150
2,170
2,170
1,520
3,950
2,210
2,210
1,550
3,740

1/15-1/31

2,480

2,480

1,990

4,470

2/1-3/31

2,540

2,540

2,050

4,670

デリー：コンノート、グランドサルタージ、オークランド、シティパーク、プレミア イン 他、同等クラス
アグラ：ハワードプラザ、アマル、ヤムナービュー、タージリゾート、クリスタルイン 他、同等クラス
デリー：メトロポリタン、ヒルトン・ガーデンイン、タージパレス、ラディソン、ル・メリディアン 他、同等クラス

■到着日のホテルでの夕食アレンジ代金
【スーペリアクラス 利用】 RM75 /1名様
【デラックスクラス 利用】 RM100/1名様
【ヒルトン 利用】 RM 125/1名様 追加で手配可能
■料金に含まれるもの ： ホテル3泊、日程表内の観光と食事、現地の送迎、日本語ガイド
■料金に含まれないもの ： クアラルンプール空港への送迎、航空券、ツアー中のお飲み物、ガイドチップ、ビザ代
■長時間の移動となるため、幼児の参加はご遠慮いただいております。
■ビザについて：空港で到着時取得、もしくは事前にインターネットよりご自身で取得ください。事前に取得頂くことをおススメします。

ザ メトロポリタン （デリー）
元ニッコーホテルならではのきめ細かい
サービスが自慢のデラックスホテル。日本
人シェフが作る本格的な日本食レストラ
ン「ＳＡＫＵＲＡ」もあります。

ジャイピーパレス （アグラ）
ホスピタリティーにとても定評のある高級
ホテルです。25エーカーの緑あふれる敷
地に赤砂岩と大理石で建てられた美し
いホテルです。

ヒルトン ガーデン イン（デリー）
サウスデリーのスタイリッシュなショッピング＆エ
ンターテイメントセンター、セレクトシティモー
ル、DLFプレイスモールに隣接していて、ニュー
デリー国際空港から約30分です

●世界遺産クトゥブ・ミナールと複合建築群

●世界遺産フマユーン廟
広大な庭園に囲まれた赤砂
岩と大理石のコントラストが美
しい、ムガール帝国第2代皇
帝フマユーンの霊廟。タージマ
ハルのモデルともなっています。

インド最古のイスラム遺
跡 群。イン ドで最 も高
い塔72.5ｍのミナレット
のほか、ヒンドゥー教の
寺院を破壊して作られ
た、イ ス ラ ム 寺 院 跡 も
見逃せません。

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
http://www.histravel.com.my

営業時間： 平日 10:00～19:00
土・日 11:00～19:00

祝日：休

ダブルツリー バイ ヒルトン（アグラ）
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・アグラは市街
の中心に位置しており、周辺にはショッピ
ング街やレストランが点在しております。

●インド門
第 一 次 世 界 大戦 の
戦 死 者 を 弔 う た め、
1929年に建てられた
門。パリの凱旋門をモ
チーフとしています。毎
年、共和国記念日の
1 月 26 日 に 軍 事 パ
レードが行われます。

