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4 日 間 �スケジュール 

フリープラン　l　　　　　　　　満喫プラン 

1 �◆ベトナム航空利用 

★木月曜発圧亘亘萱亘亘］福岡発ケ圧亘亘至喜季夏］ホーチミン着。着後、ホテルへ。 

★火・土曜発［亘亘亘萱亘亘］福岡発ケ（ハノイ乗継）ケ 

歴垂直］ �ホーチミン着。着後、ホテルへ。 
◆チャイナエアライン �利用 
［亘亘］圏福岡発ケ（台北乗継）ケ圧亘璽逗憂］ホーチミン着。着後、ホテルへ。 

囲「ソングー」にてベトナム海鮮料理 
［：蚕］ベンタイン市場横のナイトマーケット散策 

ホーチミン泊□阪口 �ホーチミン泊⊂］巨要田 

2 �匝司自由行動。 �匡遍］ホーチミン市内観光　「 

★ホーチミン 観光プラン お1人5′000円追加 匡璽ホーチミン市内観光 ○統一会堂○中央郵 便局○サイゴン教会 � 

○ペンタイン市場 �匡画シクロ体騒乗車とチョロン地区観光 

匡函ベトナム風お好 　み焼き「パインセ �（中国寺院○天后苦で参拝も体験） 
ショッピングにもご案内 

オ」＆フォーなど �囲フットマッサージでリフレッシュ 
ベトナム料理。 �匠彗お酒落な雰囲気「ホアトウツク」にて 

㌫2名棲以上でお申込み下さい。 �ベトナム料理 

ホーチミン泊画［コ［］ �ホーチミン泊函観m 

3 �匿司自由行動。 �歴亘ミトーで 　メコン河クルーズへ。 � 

タイソン島では手漕ぎポートに 乗り換えて、ニッパ椰子とマン �工譲と一°　■“ 

トナム航空利用の 場合、機中泊とな ★選べるチェックア ト（A／B／C）をこ用意 † �クローブの間の細い水路をクル ーズでお楽しみ頂けます。 　　　メ≡≡望豪速蜜豪気ジ） 

匡画工レフアントフィッシュやフルーツなど。 

囲ニッコーサイゴンホテルにてインター 
ナショナル・ビュッフェ 

ホーチミン泊厘［コロ �ホーチミン泊囲園田 

4 �◆ベトナム航空利用 

★木・日曜日本帰着匡亘要図ホーチミン荒す匡萱垣蚕豆］福岡着。解散。 
★火・土曜日本帰着［璽ホーチミン発ケ（ハノイ乗継）ケ 

匝≡廼蚕豆］福岡着。解散。　　　　　　　　　∃□□ 
◆チャイナエアライン �利用 
匝重責画ホーチミン発す（台北乗継）ケ匡団福岡乱解散。垂函□ 

※5日間はホーチミンでの終日自由行動日（朝食付き）が1日増えます。

日本発義時の �2パターンよりお選び頂けます。 

利輔空会社 �◆ベトナム航空　◆チャイナエアライン 

出発日 �◆ベトナム航空利用　　　　匡巨画木土曜日　匝垂］巳・火曜発 
◆チャイナエアライン利用　　匡巨画毎日出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 

食事 �〈フリープラン〉4日間朝食2回（チャイナエアラインは朝食3回）・昼食0回・夕食0回 く満喫プラン〉4日間朝食2回（チャイナエアラインは朝会3回）・昼食2回・夕食3回 ※5日間はそれぞれ朝食が1回追カロになります。　　　　1■■■l 

最少饉行人員 

添乗員 

おすすめPointl

dJ岬Oi・1申

航空会社が選べます
画商車謹好日訂チャイナエアライン

プランが選べます
リピーターの方には空港～ホテル間の送迎のみの〈フリープラン〉

はじめての方には観光＆食事も充実〈満喫プラン〉

こだわ。Pointl　本場のベトナム料理を堪能J

〈フリープラン〉1名（※2日目の観光プランは2名）〈満喫プラン〉2名

同行しませんが現地係員がお世話します。

※航空機、現地事情によりスケジュール・レストランが変更になる場合があります。
※観光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。
※チャイナエアライン利用の台北での乗り継ぎ、ベトナム航空利用のハノイでの乗り継
ぎはお客様自身でお願いします。

〒三∴∵チ凍
○はまぐりのレモングラス蒸しや　○かつてアへンの精製所だった　〇三トーでは名物エレフアントブイ

酔っ払いエビなど美味♪　　　　場所。化学調味料を使用しないヘ　ッシュやグレートボールのランチ
ルシーなベトナム料理を。

こだわりPoint2たっぷり観光付き

ンをハイライトで観光

○ベトナム屈指の中華街。チョロンと

○プチパリ・ホーチミンを観光。フランス統治時代の建築物・コロ二ア　は大きな市場という意味でピンタン

ルな雰囲気のサイゴン大教会や中央郵便局を見学。さらにベンタイ　市場を指す。渦巻き線香が天丼から

ン市場へも♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吊るされる天后宮などを鳥獣

きだわリPointjベトナムならではの体験もJ

チェックアウトを選ぶ
行動プランに合わせてチェックアウトもお好み次第！

Å基幣霊芝霊訂卜
憲たは

8　詣㌶詔琵
または

檻品禦悪法㊤

ちょこっと優雅にホナ居宅滋狐呆パ＆ディナープラン
自分へのご褒美旅。他のアジアに比べてもお得なスパでリラックス。プラス夕食で、ちょこっと複雑に過ごすプランをご用意。

アラビックローズの香りに包まれた、
スキンケア・サロン「ロサ・ブランカ」で
スパ＆夕食

［≡蜜コ隠れ家スパ「ロサ・ブランカ」で約2時間のトリートメント0
フェイシャルが充実＆安心して受けることができる罠重なサロン。

★エナジーブース＆フェイシャル（約2時間）　＿耳止

了こ
ロサブランカエナジーブースト（60分）で全身の

疲れやコ1」をほぐし、老廃物の排出も促す。フェイ

シャルトリートメント（約60分）は、フェイシャルリ

シュビネーション、フェイスリフトトリートメント、整

贋セラビ‾、フェイシャルブランカより選べますoIE∴JL　イメージ

［二三歪コお洒落なホアトウツタにてベトナム料理

宍く2名様以上で出発の2週間

前までにお申込み下さいわ

く日本申込み邑支払い限定）
／ごて往役送迎ガイド付

ホテルで優雅にスパJインターコンチネンタルで
スパ＆ディナーの優雅なひととき

巳≡亘］インターコンチネンタルホテルの
スパにて約2時間のトリートメント

★リチュアル～ハーモニアス・
バンパーリング（約2時間）

背中、首、肩、頭マッサージ→手足のマッサージで

活力を与え、緊張を【まぐす。優雅なリラックスタイムを。

［望宣コインターコンチネンタルホテルの
rMarket39」にてブッフ工。
7つのオープンキッチンにてオードブ

ル、シーフード、クリル料理、麺類などフ
レンチ、ベトナム、アジア料理をたっぷり
堪能できます。

メコン川クルーズへ

0肥沃なメコンデル
タを体験。さらにニッ

パヤシのジャングルを

手漕ぎポートにゆられ

て、現地人の生活も垣

間見る。南国フルーツ
も試食♪

言；写実はすべてイメージです。

専用車を選ぶ
ご参加のグル鵬プ毎に専用肇をご用意！

〈フリープラン〉空港～ホテル間の送迎のみ

追加代金（お1人鮒3．000円

〈満甥プラン）の全行程

追加代金（お1人棲）5′000円

葺溺肥摘こ封のクルーフのサイズに合わせて、㌫百三が≡わりまれ

三、三2名号芸以上でお申込みください。

早期お申込み事サンぺ－ン

（フラン）ホーチミン陣定

旅行代金より

方000円引き！
※12月20日～1月5日出発は適用除外日

※ビジネスクラス席は対象外です。

※子供・幼児は対象外です。※出発の40日前の時

点でキャンセル持ちの喝合、及び40日前をきって

名前の訂正、変更、出発日、ホテル、日数の変更等

が生じた場合は割引対象外となります。崇早割適

用できる席には数に関りがありますので、対象の

席が満席の場合等は割引適用外となります。

鷹野と已汐一紺は



ベトナム航空利用lコ匡画木土曜発匝画日・火曜発匝画火・木・土曜発（匝画木曜発［亘亘司日曜発は、往酎－チミン直行便利用）

2013年10月 2013年12月 2014年1月

※1月31日は旧正月です。

2014年2月 2014年3月

戎プ頭如き轍料ゞ■・－5百聞 ��8′ヱ■二・・輔舶 ��J澤撃謁阻Ⅷ躍 ��澗旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。應監＿二……簸 �������撥塁′　＿娼獣韮愚 ���なくか諺汐rA 

大人お1人、単位‥円、くフリープラン＞観光なし、基本のチェックアウトAの場合子鎖代金：崎00叩引き、幼児代針航空座齢ベッドを糊しない舶ほのお子削＝20朋0円 ������������1人部屋 追加代金 �満喫プラン 追加代金 �チェックアウト B 追加代金 �子Ⅰツクアウト C 追加代金 �延泊代金 （靴i付き） �三′‾■ l 

ホテル �コースコード �日数 �A　　　　B ��一宣凝艶 �D �E �F �G � � 

スタンダードクラス （部屋指定なし） �VV4SJ8 �4 �78′800 �88′800 �8乳800 �88′800 �92′800 �108．800 �108′800 �139．800 �1帆800 �8′000 �25，000 �2′000 �4．000 �4，000 �∃手蔓 相宿 8．000 

VV5SJ8 �5 �82′800 �90′800 �92．800 �92′800 �98，800 �112′800 �112′800 �143．800 �153′800 �12′000 

ニューワールド （スーペリアルーム） �VV4SJW �4 �87′800 �95′800 �97′800 �97′800 �101′800 �117′800 �117′800 �148月00 �159，800 �18′000 ��4′000 �8′000 �8．000 

VV5SJW �5 �9も800 �103′800 �105′800 �105′800 �119′800 �125′800 �125′800 �154′800 �167′800 �24．000 

ルネッサンス・リバーサイド （デラックスシティービュー） �VV4SJR �4 �88．800 �98′800 �98′800 �98′800 �102′800 �118′800 �118．800 �149，800 �159′800 �20．000 ��5′000 �10．000 �10．000 

VV5SJR �5 �97′800 �105′800 �107′800 �107′800 �111′800 �127′800 �127′800 �158′800 �1帆800 �30′000 

ニッコー・サイゴン （デラックスルーム） �VV4SJN �4 �89′800 �97，800 �99．800 �99′800 �103，800 �119′800 �119′800 �150′800 �180．800 �20′000 ��5．000 �10′000 �10′000 

VV5SJN �5 �98′800 �10°′800 �108．800 �108′800 �112′800 �128′800 �128．800 �159′800 �169．800 �30．000 

ロッテ・レジェンドホテル （デラックスルーム） �VV4SJL �4 �91′800 �99．800 �101′800 �101．800 �105′800 �121′800 �121′800 �152′800 �162′800 �20′000 ��5′000 �10，000 �10′000 

VV5SJL �5 �100′800 �108′800 �110′800 �110′800 �114′800 �130′800 �130′800 �161′800 �171′800 �30′000 

インター コンチネンタル （デラックスルーム） �VV4SJl �4 �98′800 �108′800 �108．800 �108′800 �112′800 �128－800 �128′800 �159′800 �柑9．800 �28．000 ��7．000 �14000 �14．000 

VV5SJl �5 �111．800 �119′800 �121′800 �121′800 �125′800 �141′800 �141′800 �172′800 �182′800 �42′000 

シ工ラトンサイゴン （プレミアデラックスルーム） �VV4SJS �4 �98′800 �108′800 �108′800 �108′800 �112′800 �128′800 �128′800 �159．800 �1°9．800 �30′000 ��7．500 �15．000 �15，000 

VV5SJS �5 �112′800 �120′800 �122′800 �122．800 �126，800 �142′800 �142′800 �173．800 �183′800 �45′000 

パークハイアット （パ」クルーム） �VV4SJP �4 �118′800 �126．800 �128′800 �128．800 �132′800 �148′800 �148，800 �179，800 �189′800 �48．000 ��12′000 �24′000 �24，000 

VV5SJP �5 �142，800 �150′800 �152′800 �152′800再帰00 ��172′800 �172′800 �203．800 �213′800 �72′000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金には空港諸矧ま含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とホーチミンの空港税（大人2．050円、子供1，050円）またはハノイの空港税（大人 1，650円、子供850円）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。※上記旅行代金には燃油サーチャージは含まれています。 
※延泊代金及びチェックアウト8／C追加代金は1部屋を2／3名様でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍顔必要になります。 

チャイナエアライン利用日

2013年10月 2013年12月 2014年1月

※1月31日は旧正月です。

2014年2月 2014年3月

プランホヰチミン咽乳、・て華熱球請謁軍学濾魂蝕由盛 ������鎧1遍行代金に燃油サーチャージは含苦れています。 ����� �、‾‾′て‾‾顔料肖哀しリガ　‾i‾ 

大人お1人／単位：円　くフリープラン〉ホーチミン市内繊光なしの場合子供代金：10，0 ������円引き、幼児代金（2t未満の航空座席＆ベッドを利用しないお子樽）＝25，000円 �����1人部屋 追加代金 �満喫プラン 追加代金 �延泊代金 （朝食付） �∴〕■ ≡】 

ホテル �コースコード �日数 �A �＿β＿ �C �D �E �F �G �H 

スタンダードクラス （部屋指定なし） �V14SJ8 �4 �85′800 �88′800 �70，800 �72′800 �74′800 �78，800 �84′800 �126′800 �12．000 �25′000 �4′000 �5′000 10／14 11／4 12／23 1／2～5 1／13 偲 18，000 

ニューワールド （スーペリアルーム） �V14SJW �4 �78′800 �81′800 �83′800 �85′800 �87′800 �89′800 �97．800 �139′800 �24′000 ��8．000 

ルネッサンスリバーサイド （デラックスシティービュー） �Vl4SJR �4 �79，800 �82．800 �84′800 �88′800 �88′800 �88′800 �98，800 �140′800 �30′000 ��10′000 

ニッコー・サイゴン （デラックスルーム） �V14SJN �4 �80′800 �83′800 �85′800 �87′800 �89，800 �93′800 �99，800 �141．800 �30，000 ��10，000 

ロッテ・レジェンドホテル （デラックスルーム） �V14SJL �4 �83′800 �86′800 �88′800 �90′800 �92′800 �96′800 �102′800 �144．800 �30′000 ��10．000 

インターコンチネンタル （デラックスルーム） �V14SJl �4 �94′800 �97′800 �99′800 �101′800 �103′800 �107．800 �113′800 �155，800 �42′000 ��14′000 

シェラトン・サイコン （プレミアデラックスルーム） �V14SJS �4 �94，800 �97′800 �99．800 �101．800 �103′800 �107，800 �113，800‾ �155，800 �45′000 ��15′000 

パークハイアット （パークルーム） �V14SJP �4 �123，800 �128′800 �128′800 �130′800 �132′800 �138′800 �142′800 �柑4′800 �72′000 ��24′000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金には空港諸矧ま含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とホーチミンの空漕税（大人2．050円、子供1．050円）は日本出発前にお申込み店 にてお支払い下さい。※上記旅行代金には燃油サーチャージは含まれています。 
※延泊代金 �ま1部屋を2／3名様でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要になります。 

13日鷹野と已汐一



既設タル
年、－も

タイ湖　　チュツクパック湖
＝

／

■

ノミ【山ノY一て㌧r

一

二三二三一一一二　言。雪㌶貨姦悪　⑳

文廟●

①＝ホテル㊤＝ショップ⑳＝レストランーカフ

美食ハノイ
お洒落なレストラン
が増えてきたハノ

揚げ喪巻き＆フォー
南北に長いベトナムの北に位遭する
ハノイは、南ホーチミンとは食文化
も異なる。南のホーチミンが生害巻
きなら、北のハノイは揚げ春巻き。実
はフォーもハノイが本場で、ハノイ
の方がすっきり味。ハノイ名物「プン
チャー」も炭火焼きの豚肉が日本人

筆触■　あ占に読蒜詣這貰ニ

ィ。ワインも豊奮な「クリュブ・トロリ工ン
タル」やオペラ座にできた「ナインティー
ンイレブン」などなど。ソフイテル1ノジェ

ハノイクワLズ”一、や、㌍軸磁詣試轡語等ベラ　諾提㌫琵謡完訂

古都ハノイで旧市街散策よ
世界遺産ハロン湾

㈹ノイ旧市街
ベトナムの首都ハノイ。ホーチミンよりのん

びり落ち着いた雰囲気。ホアンキ工ム湖の
まわりや教会通りをゆっくり散歩したり、36

通りと呼ばれる旧市街や市場をのぞいてみ
たり。オススメは旧市街のシルク通り。アオ
サイやワンピースなど、オーダーメイドに挑
戦したり、刺繍で有名な「タン三一・デザイ
ン」、お洒落なバッチやン焼きが揃う「ハノイ・
モーメント」でお買い物。ベトナムの人気ブ
ランド「イパ二マ」の本店もハノイに。

、　　　　　　　川、ノ　ノ・

ソフイテル・レジェンド・メトロポール
ホアンキ工ム湖の乗、オペラ座近くに建つ、白い壁と
緑の鎧戸がシックかつ優雅なコロニアルホテル。優雅
なスパ館もできて、更に快適。

ホテルのPOtNT♪

●お部屋にミネラルウオーター（1E】2本）●フィットネ

スセンター、ジムの利用無料　●客室内でのWlFlaケ
ーブル無料　●ミニバーのお茶とコーヒー無料　●スパ

クレジットバウチャーお1人様US＄25（1部屋2名まで

／200万ドン以上のスパトリ【トメントのみ適用）

‾　　　　　　‾　‾　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　＿＿　　　　＿＿二一‾　‾二l

L∴∴パ圭畑

ヒルトン・ハノイ・オペラ

隣のオペラ座にあわせたコロニアル
調の優雅な外碑がゴージャス。夜の
ライトアップも美しい。

ホテルのPOiNT♪　一事

●ホテルよりベトナムティーのギフト

●ウエルカムドリンククーポン

●チェックアウトを18：0〔）まで無料で

廷艮OK

l正ヨハロン鶉
ハロンとは「龍の降りたところ」と言う意味。その昔、この他を守るために龍
が現れて、吹き出した宝石が数千もの島々になったという伝説が残る。断崖
絶壁が海面から肇え立つ、幻想的な景色は「海の桂林」と称されるほど。この
見事な自然芸術の中をゆったりクルーズで巡ります。

スタンダードクラス（下記のいずれかとなります。ホテルのご希望儲定はお受けできません。）

●ヘリテージ　●ATS　●ゴールデンスプリング　●サニー3　●フラワー

●ギャラクシー　●スタービュー　●サイゴン　●デマイントイド

人気の5ホテルをラインナップ♪価格重視の方にはスタンダードクラスもご用意

膵淋閻鳩僚釧一隅粛右
こ女性に到着日、パラのブーケ害

りお部屋にハート型のチョコ

インターコンチネンタル・ウエストレイク

タイ湖畔に建つホテル。ノUレコニー付きの43と広い客室は
シックで落ち着いた雰囲気。レストランやパーもお洒落。

ホテルのPOlNTJ l

●ドリンククーポンお1人1枚（サンセットバーにてローカルビール、
ソフトドリンク、クラスワインのいずれか1杯）●お部屋にミネラル

ウオーター（毎日2本）●ジム、サウナ、プールの利用無料

●チェックアウトを1800まで無料で延長OK

●ディプロマット・ラウンジにて利用

rml■…、‥▲一、二

40日前までにご予的完了の場合

できるアフタヌーンティークーポン（滞在中1回／1部屋2名まで）

ニッコーリ＼ノイ

ハノイ駅近くの

レズアン通りに

立地。落ち着い
た雰囲気の客
室も快適。

毒元嘉壷右諒正示　逼i敲

モーベンピックリ＼ノイ

パろルーム至客室もチック村立ユ芯指湖

ホテル。朝食のレストランも

お洒落。スパもあり。

・－‾‾∵∴‖・プ＿：∴∵∴
ブル無料　●チェックアウトを18、00まで無料で延長Olく

※シャワーのみのお部屋になる場合があります。

●ホテル施設・覆泊サービス特典の内零などについては賓亡になる坤合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6月10日現在のものです。　●ホテルのPOmTは〈ブラン〉ハノイコースが対魚です。

0上記ホテルの各超スポーツアクティビティ▼スパなどは惰靭淀供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。㊦讃藁紙の“ご栗内とご注環”闇を必ずお読み下さい。 ．一ご：・・ぎごて∫て1レ二14



壬≡≡≡覇田ニ■：旧二二　　　　　　三・・二‥‥．．
く温　徴機　〈プラン〉ハノイ4・5日間　藍泡藷

沌
4 日 間 �5 日 間 �スケジュール 

フリープラン �満喫プラン 

1 �1 �火・土曜発 

ロ：亘萱萱重亘］福岡発ケ圧萱三亘萱亘憂］ハノイ着。 

日・木曜発※フリープランのみ 
ロ亘萱萱亘亘］福岡発ケ（ホーチミン乗継）ケ圏ハノイ着。 

着後、ホテルへ。 �着後、ホテルへ。 

［：蚕］ハメイ釧云流芸静水上人形劇にもご案内。 

匠塾「ポルテ・タンナム」にてベトナム料理 

ハノイ泊□画□ �ハノイ泊□囲皿 

2 �2 �匿司自由行動。 ハノイ泊画□□ �匝司■逆界道産ハロン湾劉レ血謀へ。 

断崖絶壁が海面から彗え立つ、幻想的な景色 
は海の桂林と称されるほど。この見事な自然芸 

術の中をゆったりクルーズ。クルーズ途中に 
「天雪洞」と呼ばれる○鍾乳洞を見学します。 

匡璽船上にてシーフード。 
匡覿フレンチヴィラのレストラン「オウラック・ 

ハウス」にてハノイ名物ブンチャーや 

揚げ春巻きなど。　　　ハノイ泊画観取 

3 �匿司自由行動。 �匿司自由行動。 
ハノイ泊薗□□ �ハノイ泊囲□□ 

3 �4 �匿司自由行功。 選べるチェックアウト （A′C） 耳空港へ。 機中泊垂□□ �匡司ハノイ市内観光とショッピングへ 

○ホーチミン廟〇一柱寺○文廟 

○ホアンキエム湖○玉山詞を見学します。 

匡画約150年前の寺院を改装したレストラン 
「カイス・ブラザーズ」にてブッフ工。 

匡園旧市街散策 シク田にも体牒乗車。 ★ロータスティーまたは ドゥ・ロリエンタル」にて ベトナム料理 

選べるチェックアウト（A周一■■■■ 

［二重］空港へ 

機中泊画園田 

4 �5 �火・土曜着 

匝三三三亘≡］：亘亘亘］ハノイ発ケ［亘≡三萱亘蚕豆］福岡着。解散。 

日・木曜着※フリープランのみ 
［蚕豆憂］ハノイ発ケ（ホーチミン彙継）ケ 

圃福岡着。解散。　　　　　　　　　　　　　匪□□ 

日本発着時の利用航空会社 �ベトナム航空 

出発日 �〈フリープラン〉［亘亘直］木・土曜発匝亘匝］日・火曜発 
〈満喫プラン〉［垂直】土曜発［亘亘配火曜発 

利用予定ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 

食　事 �〈フリープラン〉4日間朝食2回・昼食0回・夕食0回　　※5日間コースは朝食が 
〈満喫プラン〉4日間朝食2回・昼食2回・夕食3回　　1回追加になります。 

最少催行人員 �〈フリープラン〉1名〈満喫プラン〉2名　憐乗剣同行しませんわ闇地係員がお世話します。 

※航空機、現地率偶によりスケジュールが変更になる場合があります。
※観光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。
※ホーチミンでの乗り継ぎはお客様白身で行って頂きます。

ぉすすめPointl　プランが選べます
リピーターの方には空港～ホテル間の送迎のみの〈フリープラン〉

はじめての方には観光＆食事も充実〈満喫プラン〉

こだわりPointl　本場のベトナム料理を堪能

lO∴＿＿

しぎ竺た言
、・‾　73・

妻喪主嘉竃
こだわ岬oint2たっぷり観光付き
ハノイをハイライトで観光　　r⊥つ、ノキ1

こだわ岬⑬旨郁男ベトナムならではの体験も∫
0ハノイの

伝統芸能・
水上人形劇

◎シクロに

体験乗車

ちょこっと廟寺‾‾
スパ＆アフタ湧聖沙矛瀦撃プラン

O「クリュ
ブ・ドゥ・ロ

リエンタ
ル」にて
ベトナム

料理。

－またはベト

ナムコーヒー
で休憩

；三‡写発はすべてイメ…ジです。

自分へのご褒美旅。ハノイの中心に1901年オープンした由緒正しさソフイテル
レジェントメトロポールホテルでゆったり過ごす優雅なひとときを。

ソフイテル。レジェンド・メトロポールで
優雅にスパ＆ハイティー

歴圏ソフイテル・レジェンド・メトロポールホテル内の2009年オープンした「ル・スJⅢこて
約2．5時牌のトリートメンl㌔その後、ゆったりアフタヌーンティー＆チョコレートブップ三
で優雅なひとときを。

★ボディ＆ソウル（約25時間）

○スチーム・シャワー

○デトックス・ボディラップ

○トランキリティ・メディテー

ション・マッサージ

早期お申込みキャンペーン　※12月20日～，月5日出発は、適用除外日

（フラン〉ハノイコース隈定

讐苦金石000円引き！

※ビジネスクラス席は対象外です。

※子供■幼児は対象外です。※出発の40日前の時
点でキャンセル待ちの場合、及び40日前をきって
名前の訂正、変更、出発日、ホテル、日数の変更等
が生じた場合は割引対象外となります。猥早割適
用できる席には数に限りがありますので、対象の
帝が満席の場合等ほ乳引適用外となります。

〈プラン〉ハノイ4・5日間　～ベトナム航空利用～　旅行代金表l旅行代会に燃油サーチャージは含まれています。l ������������������ 

大人お1人／単位：円、＜フリープラン＞基本のチェックアウトAの場合子供代金：10．000円弓 �������き、幼児代金（航空座臥ベッドを利用しない2歳未満のお子け）＝20．000円 �����1人部屋 追加代金 �満喫プラン 追加代金 �チェックアウト［ 追加代金 �延泊代金 （朝食付き） � � � 

ホテル �コースコード �日叡 �A �B �C �D �E �F �G � � ����� �≡」l � 

スタンダードクラス （部屋指定なし） �VV4HJB �4 �81′800 �88，800 �90′800 �90．800 �94′800 �110．800 �110′800 �141′800 �151′800 �10′000 �32，000 �5′000 �5′000 �‘ �1 1 1 帰 ．0 �≠重 工 00 

VV5HJB �5 �85′800 �92′800 �94．800 �94′800 �98′800 �114′800 �114′800 �145′800 �155′800 �15′000 

ヒルトン・オペラリ＼ノイ （デラックスルーム） �VV4HJN �4 �92′800 �99′800 �101′800 �101，800 �105′800 �121′800 �121′800 �152，800 �182′800 �20．000 ��10′000 �10′000 

VV5HJN �5 �101．800 �108′800 �110′800 �110′800 �114′800 �130′800 �130′800 �181′800 �171．800 �30′000 

ニッコーリ＼ノイ （デラックスルーム） �VV4HJH �4 �92′800 �99′800 �101′800 �101′800 �105′800 �121′800 �121′800 �152′800 �1°2．800 �20，m ��10．000 �10，000 

VV5HJH �5 �101′800 �108，800 �110′800 �110′800 �114′800 �130′800 �130′800 �181′800 �171′800 �30．000 

モーベンピック・ハノイ （スーペリアルーム） �VV4HJ納 �4 �93．800 �100′800 �102，800 �102′800 �106′800 �122．800 �122′800 �153′800 �183′800 �20′000 ��10′000 �10．000 

VVSHJM �5 �102′800 �109′800 �111′800 �111′800 �115′800 �131′800 �131′800 �1d2′800 �172′800 �30′000 

（デラックスハノイビュー） �VV4HJl �4 �95′800 �102′800 �104′800 �104′800 �108′800 �124′800 �124′800 �155′800 �165′800 �24′000 ��12′000 �12′000 
VV5HJ】 �5 �106′800 �113′800 �115，800 �115′800 �119．800 �135，800 �135′800 �18°，800 �178．800 �38，000 

ソフイテル・レジェンド メトロボール （プレミアルーム） �VV4HJS �4 �113．800 �129，800 �122′800 �122′800 �135，800 �142′800 �148′800 �182′800 �193′800 �40．000 ��20′000 �20．000 

VVSHJS �5 �133′800 �149′800 �142′800 �142′800 �155′800 �182′800 �188′800 �202′800 �213．800 �叫000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金には空港諸税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とホーチミンの空港税（大人2．050円、子供1．050円）またはハノイの空港税（ 1650円子供850円は日本出発一にお申込み店に、1★　●上ニーノ‾、‾倣ご　　　　　　　　　　　　つ �����������������大人 口代 lL ������cl。　　　己　　了　　」 �� 

金は1部屋を2／3名様でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合はイ ��������額必要になります。 

15≡』勿虔汐一；完禁荒諾㌫筑漂翳安芸≡；諸芸忘纂諾豊嘉詣宇詔左㌶㍍；三言左宗主豊、言芸㌫欝芸諾誓砦芸芸訪お読み下さい。



遜国回⑳ 並＼山，mLlm・＼i■li－1ぐ～

ハノイ＆ホーチミン6日間

6 日 間 �スケジュール 

フリープラン �満喫プラン 

1 �圧萱璽重訂福岡　ケ（直行便にて）　ロ亘亘萱亘萱］ハノイ着。直後、ホテルへ。 

ハノイ泊□啄□ �［：亘］ハノイの伝統芸能0水上人形劇にもご案内。 園「ポルテ・タンナム」にてベトナム料理ハノイ泊□隠功 

2 �匪亘自由行動。 ハノイ泊厘□□ �匪司世界遺産ハロン湾クルーズへ。 断崖絶壁が海面から聾え立つ、 幻想的な景色は海の桂林と称さ れるほど。この見事な自然芸術の 中をゆったりクルーズ。クルーズ 途中に「天宮澗」と呼ばれる○鍾 乳洞を見学します �イメ†∽ 

匡夏日股上にてシーフード。 �　LI 1∴－、むし 　・＼1－ 

囲フレンチ・ヴィラのレストラン 「オウラック・ハウス」にて 　ハノイ名物ブンチャーや �岨 

揚げ呑巻きなど。　　　　　ハノイ泊囲園田 

3 �匡塾ハノイ市内観光0　　　　　　　　　　テ　　　　J 

0ホーチミン鳥0 �一種等0文鳥○ホアン手工ム湖0玉山司を見学します。 �…■■■し　た 

匿画約150年前の寺院を改装したお洒落なレスト �� 

ラン「カイス・ブラザーズ」にてブッフ工。 匡璽ハノイ発ケ圏憂］ホーチミン着。着後、ホテルへ。 ��＿ユニ；・志池芸硝脱 

［夏型「ソングー」にてベトナム海鮮料理 

ホーチミン泊 �［亘］ベンタイン市場横のナイトマーケットを散策 

奥観□ �ホーチミン泊園耐用 

4 �匪司自由行動。 ホーチミン泊 �匝萱］ミトーでメコン河クルーズへ。　　　‘’卿等彗 

タイソン島では手漕ぎポートに 乗り換えてジャングル川下りを �・宗享函感LY 

お楽しみ頂けます。 直画工レフアントウイツシュや �1：‾、濃こし て・′義慧∵ミr 　釘 

フルーツなど。 

直需票驚讐霞べ卜，ム　．′ニ艶笑毒嘉） 

画□□ �料理。　　　　　　　　　ホーチミン泊圏園田 

5 �匪司自由行動。 1　　　　　　　　選べるチェックアウト（A／C） 

且空海へ。　　　　　　　　　　　　　　　　　機中泊厘□□ 

6 �［垂重要司ホーチミン発ケ（直行便にて）画福岡着。解乱　図ロロ 
★写突提供．日本アセアンセンター

日本発着時の利用航空会社 �ベトナム航空　　厄発日日亘亘直火土曜発 

旅行代金表をご覧下さい。 

食　事 �〈フリープラン〉匝亘画朝食4回・昼食1回・夕食0回 
く満喫プラン〉　匪画朝食4回・昼食3回・夕食4回 

最少催行人員 �各コース毎に2名　極乗員佃行しません力現地係員がお世話します。 

2コース共通の

ご案内ご注意

※航空機、現地事情によりスケジュール・レストランが変更になる場合があります。
※観光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。

ベトナム艦鯛用圃木土曜莞匡萱画巳・火曜発［璽麺］火木土曜発
2013年10月　　　　　　　2013年11月 2013年12月

逗匿田⑳　　　　　　　　　感短V鮒amA腑es

ベトナム世界通産周遊6日間　熟慮
～ハロン湾、ハノイ、三一ソン、ホイアン～

6 鼻 �スケジュール 

1 �圧亘萱萱重要］福岡発ケ（直行便にて）匹璽至璽］ハノイ着。着後、ハロン湾へ（約3時間） 
圏　ご宿泊ホテルにて　　　　　　　　　　　　　ハロン湾泊□囲窃 

2 �匪司世界遺産ハロン湾到レースへ（約3．5時間）。 断崖絶壁が海面から肇え立つ、幻想的な景色は 海の桂林と称されるほど。この見事な自然芸術 の中をゆったりクルーズ。クルーズ途中に「天 �㌢甑－1 　一譲 　二も 
宮洞」と呼ばれる○鍾乳洞を見学します。　　　　　　　　磯⑬ 

直垂船上にてシーフード。観光後、ハノイへ（約3時間） �鉢1品■－」j調 

［：亘］ハノイの伝統芸能。水上人形劇にもご案内。　　　岩　は　　苛 

園　フレンチ・ヴィラのレストラン �・鼠 

「オウラック・ハウス」にてベトナム料理0　　　　ハノイ泊固園田 

3 �医司ハノイ市内観光　　　　　　　　　　　　　　　要 

○ホーチミン席、〇一柱寺、○文嵐○ホアン手工ム湖、○玉山軋　F 

匡画150年前の寺院を改装したお洒落なレストラン 「カイス・ブラザーズ」にてブッフェ　　　　アP皇・…小 

冨呈讐‡露頭タナン着0タ，ンまたはホ．ア琵琶謂 

4 �匪司世界道産ミ岬リン這跡と世界遺産ホイアン観光。、、‾ 

チャンパ王国の遺跡三一ソン遺跡と、ホイアンでは � 

シクロ＆徒歩にて日本人が架けたとされる○来還 � 

構、○ホイアン歴史博物館、○タンキーの家を観光。 �￥ 

匡垂ユホワイトローズ、カオラウなどのホイアン料理　　　・り 

匡璽ダナン発ケ［至匪垂蚕］ホーチミン着。　　　　一・1薫鮎i‾■ 

園「ソングー」にてベトナム海鮮料理　　　　　ホーチミン泊囲観相 

5 � 芸葉薬療感 　　「顎巫冠雪 
匝釘お酒落な雰囲気の「ホアトウツク」にてベトナム料理。 

l　　　　　　　　選へるチェックアウト（A／C） 

［：亘］空港へ。　　　　　　　　　　　　　　　　機中泊厘観田 

6 �圃ホーチミン発現直行便にて）画福岡着。解散。囲□□ 

日本発着時の刺将航空会社 �ベトナム航空　　　　　　l出発日　順画火七曜発 

利用ホテル �タナンまたはホイアン ��ハノイ �ホーチミン �ハロン湾 

A � �スタンダード クラス �スタンダード クラス �◆ブルースカイ ◆ハロン1 ◆ハロンペイ 

B � � �ニッコー � 

食　事 �画朝食4匡卜昼食4回・夕食5回l最少催行人員12名 

添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します。 

※1月31日は旧正月です。

ハノイ＆ホーチミン6日間　旅行代金表　l旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。l 

大人お1人／単位：円くフリープラン＞基本のチェックアウトAの場合　　子供代去：10，000円引き、幼児代金（航空産帝＆ペットを利用しない2鐘未満のお子様）＝20，000円 ��������������������1人部屋 追加代金 ��満喫プラン 追加代金 ��チHクアウトC 遠地代金 ��l 

ホテル（ハノイ／ホーチミン） �コースコード �日数 �A � �8 �C・ ��D ��E ��F ��G ��H・ �� 

スタンダードクラス／スタンダードクラス �VV‘〔Gl �6 �123．800 �140．800 ��142′800 ��128．800 ��129．800 ��143′800 ��145．800 ��176′800 ��188′800 ��18．∝氾 ��32′（H〉 ��4000 ��1／甜4 8′000 

ニッコーハノイ／ニッコーサイコン �VVる〔62 �6 �145′800 �1°2′800 ��184′800 ��150．800 ��151′800 ��1°5′800 ��187′800 ��198－800 ��208′800 ��40．000 ����10′M 

ヒルトンハノイ／シ工ラトンサイコン �VV‘（63 �6 �153，800 �170，800 ��172′800 ��158′800 ��159，800 ��173′800 ��175′800 ��208′800 ��218′800 ��50′000 ����15′000 

ベトナム世界遺産周遊6日間 �司　旅行代金表】旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。l 

大人お1人／単位：円基本のチェックアウトAの場合　　　　　　　　　子供代金：10．000円引き、幼児代金（航空座席＆ベッドを利用しない2慮未満のお子様）＝20，000円 ���������������������1人部屋 追加代金 ��チェックアウトC 追加代金 ��【二　‾－　■ 

ホテル（ハロン／ハノイ／ホーチミン） �コースコード �日数 �A ��B ��C ��D ��E ��F ��G �� �� ������≡l �� 

スタンダードクラス �VVdVFl �6 �1°3．800 ��180．800 ��182′800 ��168，800 ��189′800 ��183，800 ��185′800 ��218′ �00 �226′800 ��14000 ��4．000 �� �／2、1／4 ／5撞缶 ．000 

ノポテルハロン／ニッコーリ＼ノイ／ニッコーサイコン �VV‘VF2 �6 �189．800 ��20°，800 ��209′800 ��194，800 ��195′800 ��209′800 ��211′800 ��242′ �00 �252′800 ��38000 ��10，000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金には空港諸税 ����ま含みません。福岡空港施設使用 �����料（大人945円、子供47 �����2円）とホーチミンの空漕 ����税（大人2，050円、子供1．050円）は日本出 　　．77 発前にお申込み店にてお支払い下さい。※上記旅行代金には燃油サーチャーソは含まれています。数廷泊代金及びチェックノウトB／C追加代金は1部屋を 2／3名様でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要になります。 

●ホテル施偉・宿泊サービス・特典の内革などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6即0日現在のものです○
○上記ホテル及びクルーズ船の各種スポーツアクティビティ・スパなどは情報提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●裏表紙の山ご案内とご注意”用を必ずお読み下さい。 戎汐と已汐一賀16



スーペリアクラス（下記のいずれかとなります。ホテルのご希望偏在はお受けできません。）

●シティ・アンコール　●ゴルディアナ　●アンコールリてラダイスホテル　●アンコー

ルホテル　●ケマラアンコール　●アンコールホーム　●ロイヤル・エンパイア

シェムリヂツヲのホテル
スタイリッシュな極上リゾート

ル・メリディアン・アンコール
ス一・ペリアルーム

アンコールワットから一番近いホテル。お洒落な雰囲気の客室、レストラン、プールなど

快適なバカンスが過ごせます。

ホテルのPO蔓NT♪2泊以上ご徴白のi言合羊

●ウエルカム・ドリンク＆冷たいおしぼりでお出迎え　●ウェル

カムウルーツ　●スパ15％OFF　●お部屋にプチ・スイーツ

ご用棄（毎日）●お部屋にミネラルウ才一ター（毎日4本）

天涯付きベッドが素敵

グランドソラックス・アンコづレ／ルス・リゾート＆スパ
デラックスルーム

天蓋付きのベッドなどゆったりした42の広

さを誇る客室はきっと女性好み。スパや
プ】ルなどリゾート感たっぷり。

ホテルのPO‡NT♪　2泊以上こ宿泊の韻合ゝ

●ウェルカム・ドリンク＆冷たいおしぼりでお出迎
え●お部犀にフルーツ（毎日）●カンボジア・ピ
スカーフプレゼント　●ミネラルウオーター（1

部屋2本／毎日）●市内中心地へのシャトルバス
の利用無料（19：00～23．00／毎時）●フィッ

トネス＆サウナ＆スチーム、ジム、ジャクジー、
プールの利用無料●ホテル館内インターネット

接続無料　●フットリフレクソロジー25分（滞

在中1回）●スパ20％OFF（アラカルトのみ）

40日前までにご予約

完了の場合

（2迫以上と宿泊の喝合）

●お部屋をプレミアデラックス
ルームへ無料アップグレード

※プレミアデラックスルームの方臥滞在中

クラブラウンジをご利用できます。

ス緒もレストランも充実の快適ホテル

ソカ・アンコール・リゾート
デラックスシティービュー

和食レストランやアイリッシュ・パブ、19室もあるスパなど施設も充実。客室も清潔で落

ち着いた雰囲気。

ホテルのPOINT♪2泊以上ご宿泊の場合

●ウェルカムドリンク＆冷たいおしぼりでお出迎え
●ウェルカムフルーツ　●WiFl利用無料
●お部屋にミネラルウオーター（毎日2本）
●ジム、サウナ、プールの利用無料
●スパ20％OFF（アラカルトのみ）

濡ち着いた雰囲気のシックなホテル

プリンス・ドゥ・アン］－ル・ホテル＆スパ
スーペリアルーム

カンボジアらしい落ち着いた雰囲気。シャワーブー

スが別なのもうれしい。オールドマーケットそば。

ホテル綻岬のN甘♪2泊以上こ宿泊の王宴会J

●ウェルカムドリンクと冷たいおしぼりでお出迎え
●ウェルカムフルーツフレート＆レター　●ジム＆
サウナ＆ジャグジー、プール利用無料　●スパ
20％OFF　●カンボジア・スカーフプレゼント
●ホテル内飲食20％OFF（除外メニューあり）
●お部屋にミネラルウオーター2本

亡フ示
2013年2月オープン

サエムシ工ムリアップ
デラックスルーム

2013年オープンのカ
ジュアルリゾートホテ

ル。客室はシンプルで
落ち着いた雰囲気。

ホテルのPO日NT♪
●ウエルカムドリンクと冷たいおしぼりでお出迎え
●ウェルカムフルーツプレート　●プール、ジム、ス
チーム、サウナの利用無料　●館内でのインター
ネット接続無料　●スパでのマッサージ30％OFF

35日前までにご予約完了の場合

●お都度をデラックスプールビューへ無料アップグレード


