タビーズは上質な旅をお届けします

の旅

写真：バガン遺跡に沈む夕日

【織りを訪ねるシリーズ】微笑みの国ミャンマー

■ ■ ■ ■■

仏教の聖地バガン、湖上の民インダー族が暮らす
インレー湖を訪ねる８日間 2019年７月１8日（木）～２5日（木）成田発着

ミャンマーを旅した人にミャンマーのどこが素晴らしいかを聞くと「人がとても親切でやさしい」と口をそろえて答えます。
「微笑みの国」や「癒やしの国」と言われるだけあって素朴で親切な人々と暮らしが残っています。ゆったりとした時が流れる敬
虔な仏教国です。
観光の中心である世界三大仏教遺跡バガンと風光明媚なインレー湖での時間をゆっくりと各２連泊取りました。2010年に20年ぶ
りに総選挙が実施され、民主化が進められています。それによりめまぐるしく変化しています。
湖上の民インダー族が暮らすインレー湖では、蓮が咲く夏に蓮の茎から採る糸で織物を作ります。元々寺院に寄進する目的で作ら
れ始めました。織りを訪ねるシリーズとしてこの蓮糸の製作が見られる時期に合わせました。織物にあまり関心の無かった方でも楽
しめるコース設定をしています。成田からツアープランナーも同行しますので１人でも安心して参加できるツアーです。
滞在地

時間

スケジュール

1
7/18(木)

東京
ヤンゴン

午後
夕刻

■成田発（11:25発予定）、直行便にてヤンゴンへ
ヤンゴン着（16:05着予定）着後専用車にてホテルへ
＜チャトリウム ホテル ロイヤル レイク ヤンゴン（ヤンゴン）泊＞ 朝× 昼：✈ 夕〇

2
7/19(金)

ヤンゴン
バガン

朝
終日

■空路国内線にてバガンへ
■ニュンウー市場見学
■世界三大仏教遺跡「バガン」遺跡群観光 シュエシーゴン・パゴダ、アーナンダ寺院、ダマヤンジー寺院など
■シュエサンドー・パゴダにて夕日鑑賞 ◆ミャンマー宮廷料理の夕食
＜ティリピッサヤ・サンクチュアリー・リゾート（バガン）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

夕刻
3
7/20(土)

サレー
バガン

午前

午後

●ご希望の方には朝日鑑賞にご案内します（実費要）
バガン郊外にあるサレーへ
■総チーク材造りで彫刻が美しいヨーソー僧院など見学
■バガンとバガン周辺の観光 織物がさかんな村ミン・ナン・トゥー村、伝統工芸漆工房見学など
■途中、馬車による遺跡めぐり体験（約１時間程度）
◆伝統人形劇を観ながらの夕食
＜ティリピッサヤ・サンクチュアリー・リゾート（バガン）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

4
7/21(日)

バガン
ヘーホー
インレー
湖

朝
終日

■空路国内線にてヘーホーへ、ヘーホー着後専用車にてニャウンシュエへ
◆ニャウンシュエにてシャン族の家庭を訪問し家庭料理の昼食をいただきます
■専用ボートにてインレー湖観光
ファウンドーウーパゴダ、ガーペー僧院、蓮糸の織物工房など ※蓮糸の工房では糸作りも見学します
＜オーリアム パレスリゾート ＆ スパ インレー （インレー湖）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

5
7/22(月)

インレー
湖

終日

■インレー湖および周辺の遺跡観光 五日市見学、1054の崩れかかった仏塔が並ぶインディン遺跡見学
■浮島での野菜の栽培、葉巻工房、 銀製品の工房などを訪問
＜オーリアム パレスリゾート ＆ スパ インレー （インレー湖）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

6
7/ 23(火)

インレー
湖
ヘーホー
ヤンゴン

午前

専用車にてヘーホーへ
■ヘーホーより国内線にて空路ヤンゴンへ
■ヤンゴン観光 シュエダゴォン・パゴダ、チャウットジー・パゴダ（涅槃像）見学など
＜チャトリウム ホテル ロイヤル レイク ヤンゴン（ヤンゴン）泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇

ヤンゴン

午前

7
7/ 24(水)

午後

午後
8
7/ 25(木)

東京

早朝

■フェリーにてヤンゴン対岸にある下町、ダラ町へ、自転車タクシー「サイカー」にて観光
※雨の場合、サイカー観光は中止になります。■途中パラミ孤児院を訪問
■アウンサンマーケット、買い物など ■夜便にてヤンゴン発（21:45発予定）直行便にて一路日本へ
＜機内泊＞ 朝〇 昼〇 夕〇
■成田空港着（06:50着予定）解散
朝✈

※現地事情によりスケジュールが変更となる場合があります。

表示時間の目安：早朝=4:00～6:00 / 朝=6:.00～8:00 / 午前=8:00～12:00 / 昼=12:00～13:00 / 午後=13:00～16:00 / 夕刻=16:00～18:00 / 夜=18:00～23:00 / 深夜=23:00～4:00

出発地

金額（2名1室）

7/18（木）成田発着

¥318,000

●バガン、インレー湖ゆとりの各２連泊
それぞれの移動は国内線の早朝便になりますので
バガンとインレー湖は各２連泊にしました。
●世界三大仏教遺跡「バガン」とサレー
バガンは11世紀から13世紀の間に栄えた
最初のビルマ統一王朝の都。エーヤワディー
川左岸の広大な土地に5000以上のパゴダ
（仏塔）と寺院が点在していたと言われてい
ます。現在も2000以上の仏塔遺跡が残って
います。のんびりとした暮らしや風景を見る
ことができます。朝日に輝く仏塔や夕日に照らし出された遺跡の
風景は絶景です。
バガン近郊サレーにあるヨーソー僧院は総チーク材造りの高床
式僧院（現在博物館）。ミャンマー一番と言える彫刻が全体に施
されている美しい文化財です。
●湖上の民インダー族が暮らすインレー湖とインディン遺跡
脚で櫂をこぐことで有名なインダー族が暮
らす地域です。浮き草の間の水路を船で移動
すると湖面に浮かぶ浮島の畑やインダー族の
水上の村に出会います。まるで不思議の世界
に迷い込んだようなインディン遺跡とローカ
ル色豊かな五日市も見学します。
●織りと文化を訪ねて
インレー湖では、蓮の茎から作るロータス
クロースが有名です。蓮の茎を２つに割り左
右に引くと蜘蛛の糸のような細い繊維が出て
きます。これを撚りあわせると蓮の糸ができ
ます。
１本の茎からはほんの僅かしか取れない貴
重なものです。この蓮糸作りが見られる蓮が
咲く時期に設定しました。バガンは漆の最大の産地として有名で
す。漆工房の見学や、やはり有名な銀製品の工房なども見学しま
す。また伝統人形劇の観劇も入れています。
●家庭訪問と家庭料理、下町ダラ町と孤児院訪問
ニャウンシュエではシャン族の家庭を訪問し昼
食に家庭料理をいただきます。ヤンゴン川を挟ん
だ向かいにある下町ダラ町ではサイカーに乗って
町の見物と孤児院を訪問します。
●こだわりのミャンマー料理
宮廷料理から庶民的な料理、各地方の料理までミャ
ンマー料理を網羅しました。希望があれば朝のＢ級グ
ルメにもご案内します。

※燃油付加運賃および日本と現地の空港税が別途かかります。
※ミャンマーはこれまでビザが必要でしたが、日本・韓国の方を対象とした観光
ビザ免除の試行が2018年10月から１年間行われており今回はビザ不要です。
※東京以外の発着を希望される方はご相談下さい。

【１人部屋追加代金】（6泊） ￥30,000
【食事】 朝6回・昼6回・夕7回
【最少催行人数】８名 【募集定員】１５名
【利用予定航空会社】全日空
【添乗員】成田より同行します

宿泊

（写真はイメージです）

※参加中の万一のアクシデントに備え、海外旅行傷害保険のご加入をおすすめします。

◆チャトリウム ホテル ロイヤル レイク ヤンゴン（ヤンゴン２泊）
ヤンゴンの中心に位置するガンドージ湖のほ
とりに佇む5つ星ホテル。ヤンゴン最大のシェ
ダゴン・パゴダの素晴らしい眺めも見られます。

◆ティリピッサヤ・サンクチュアリー・リゾート（バガン２連泊）
オールドパガン地区に位置し雄大なイラワジ
河のほとりに面した景色も良いホテルです。庭
園内にコテージタイプの客室が点在しています。

◆オーリアム パレスリゾート ＆ スパ インレー （インレー湖２連泊）
インレー湖に面しコテージが並ぶホテルです。
ホテルからはインレー湖に沈む夕日を見ること
ができお勧めです。

●企画者から ..............................
２０年近く前初めて訪れたバガン、広大な
緑の平原に遺跡群が点在する風景は今でも目
に焼き付いています。遺跡の寺院の上から見
たオレンジ色に染められた夕日の風景は絶景
でした。
ゆっくりと時間が流れていることが実感で
きる国です。バガン、インレー湖とも２連泊
にし、そんな時間を感じられるスケジュールにしました。
男性も女性もロンジーと呼ばれる巻きスカートの民族衣装を着用し、
素朴な笑顔と暮らしが残っている国です。経済化が急速に進んでいま
すので素朴な暮らしが見られるうちに行くことをお勧めします。
（ツアーコーディネーター

旅行条件（要旨）

相葉康之）

お申し込みの際は別途お渡しする旅行条件書をご確認の上お申し込み下さい。

この旅行は、株式会社タビーズ（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。
◆旅行契約の解除 お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより
旅行契約を解除できます。

◆旅行契約の申込と旅行契約成立時点
区

分

申込金（お一人様）

旅行代金が３０万円以上

5万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円以上３０万円未満

3万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円未満

2万円以上旅行代金まで

当社は電話などの通信手段による募集型企画旅行契約の予約の申込を受付けます。この予約の
時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から３日以内に、当社に申
込書と申込金を提出していただきこれを受理した時に成立します。この期間内に提出されない時は、
予約はなかったものとして取り扱います。また、旅行代金残金は旅行開始の前日のから起算してさ
かのぼって２１日に当たる日より前にお支払いいただきます。
◆ご旅行代金に含まれているもの(一部例示) 往復国際航空（航路）運賃、日程表記載の移動車両
の運賃・料金、日程表に記載されている宿泊料金および諸税・サービス料、日程表に記載されてい
る観光の料金、日程表に記載されている食事代および諸税・サービス料、日程表記載の観光の料
金及び伴う場合のガイド料金、団体行動中のチップ、添乗員の同行費用
◆旅行代金に含まれないもの（一部例示） 日本での前後泊時の宿泊費・移動交通費、運送機関が
課す付加運賃料金（燃油サーチャージ）、空港税、空港施設使用料、超過手荷物料金、任意の海
外旅行傷害保険、オプショナルツアー代金、日程表記載の内容以外に行動される場合の諸経費、
個人的性質の費用、傷害・疾病に関する治療費、パスポート取得費用

旅行契約の解約期日

取消料（お一人様）

１）旅行開始日がピーク時の旅行であって旅行
開始日の前日から起算して遡って40日目に
あたる日以降、31日目にあたる日まで

旅行代金の10％(最高5万円迄)
ピーク時とは、4月27日から5月6日まで、7月20
日から8月31日まで及び12月20日から1月７日ま
でをいいます。

２）旅行開始日の前日より起算して遡って、30
日目にあたる日以降3日目にあたる日まで

旅行代金の 20%

３）旅行開始日の前々日から当日

旅行代金の 50％

４）無連絡不参加及び旅行開始後

旅行代金の100％

＊旅行開始日は当日の午前０時となります。
◆特別補償
当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の
上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
◆旅行条件要旨基準日
この旅行条件は2019年 3月 10日を基準としています。旅行代金は2019年 3月 10日現在有効なも
のとして公示されている航空運賃、適用規則に基づいて算出しています。

お問い合わせ・お申込み
【旅行企画・実施】㈱TABi’Z（タビーズ）

観光庁長官登録旅行業第1906号

【取り扱い】

日本旅行業協会(JATA)正会員

ボンド保証会員

株式会社 TABi'Z （タビーズ）
〒108-0014 東京都港区芝 5-13-18 いちご三田ビル９Ｆ
TEL03-6809-5672 , 03-6435-4833 FAX 03-6435-4834

タビーズの旅 予約受付デスク

03-6809-5672

【受付時間】平日10:00～18:00/土・日・祝 休業

FAX 03-6435-4834

info@tabiz.net

HP http://www.tabiz.net/
01_20190507

