
送迎付夕食プラン（ベトナム名物料理）

ホイアンナイトツアー（夕食付）（専用車）

フーン川ディナークルーズ（専用車）

夕食と世界遺産フエの夜景鑑賞（専用車）

フエ王宮ディナー フルプラン（専用車）

世界一のケーブルカーでバーナーへ（専用車）

ダナン半日市内観光（専用車）

ダナン市内＋ホイアン観光
（ﾀﾝｷｰの家見学、ｼｸﾛ体験乗車付）混載車

チャム島ツアー 半日（専用車）

夕食

昼食

日本語ガイド

日本語ガイド

夕食

日本語ガイド

夕食

日本語ガイド

夕食

日本語ガイド

世界遺産フエ充実観光
【専用車】

古都ホイアン半日市内観光
【専用車】

日本語ガイド

昼食

ホイアンの象徴でもある夜を飾るランタン。伝統工芸ランタンを旅の記念にご自分で作られてみてはいか
がでしょう。ホテルからはシクロで移動します♪　☆3名様以上、お１人様：\14,400！

静かな夜のホイアンを練り歩くツアーです。夕食はホイアン料理または地元の有機野菜を利用したオーガ
ニック料理より1つお選びください。　※2018年4/28-5/6は催行されません。

世界遺産ミーソン遺跡1日観光
（チャンパ文化）　【専用車】

ホイアン料理教室コース（専用車）

日本語ガイド

－

日本語ガイド

日本語ガイド

食事

食事
ガイド
昼食

1名様～¥40,200 毎日

中部最大の商業都市として注目を集める都市ダナンと、昔の町並みが今でも残り世界文化遺産として登
録されたホイアンを見学します。ホイアン名物料理の昼食付。　※2018年4/28-5/6は催行されません。

中部ベトナム最大の商業都市・ダナンをお手軽に観光できる半日コースです。チャム彫刻博物館、ダナン
大聖堂、ダナンハン市場、マーブルマウンテンを訪れます。　※2018年4/28-5/6は催行されません。

旅行の楽しみは何と言っても食事。本コースはご当地料理を含め選べるメニューをご準備しました。各地
市内ホテルお迎え、名物料理の夕食、各地市内ホテルお送り。　※2018年4/28-5/6は催行されません。

チャム島はユネスコにより「生物圏保護区」に認定されており、サンゴ礁や希少生物も確認され、ダイビン
グスポットとしても有名です。（3名様以上、お１人様：\17,100）

2003年に世界遺産に指定されたフォンニャ洞窟を観光します！一般的な鍾乳洞とは異なり、地底湖を探
検するような神秘的な雰囲気を味わえます。

お一人様の料金
催行日 催行時間

予約受付
可能人数

7:30～19:00

宮廷衣装に身を包み、宮廷音楽を聴きながらの宮廷料理をお楽しみいただけます。フーン川での優雅な
ひと時をお過ごし下さい。　☆3名様以上、お１人様：\16,800！

昼食

ガイド

フエの王宮文化を堪能できるディナープランです。宮廷服を着て料理と音楽をお楽しみ下さい。

夕食

食事
ガイド

2名様～

18:00～20:00 2名様～

2名様～

日本語ガイド

夕食

日本語ガイド

昼食

日本語ガイド

予約受付
可能人数

1名様～

1名様～

予約受付
可能人数

催行日 催行時間
2名以上でご参加の場合

S6283

1名様でご参加の場合

フエ発 ツアー
2名以上でご参加の場合 1名様でご参加の場合

世界遺産 フォンニャ終日観光(混載車) 

¥12,700 - 毎日

S7058

¥20,100

¥21,600 - 毎日

S6281

18:00～20:30

¥14,100 - 毎日 18:00～21:30

夜のフエをたっぷり楽しみたい方におすすめのツアーです。宮廷料理の夕食や夜景を眺めながらのカクテ
ルにて充実したナイトライフをどうぞ。お酒が苦手な方はソフトドリンクをご準備いたします。

S6291

¥18,800 - 毎日 13:00～18:30

S8279

S6149

S7063

¥7,100 ¥12,000 毎日 19:30～21:00 1名様～

2名様～

ホイアン市場を散策後、船にて料理教室へ。料理教室ではカービングも体験することが出来ます。
☆3名様以上、お１人様：\12,700！

S7064

¥17,400 ¥25,400 毎日 8:00～12:00 1名様～
ランタン作り体験 半日（専用車）

☆グループ特典！　４名様以上で１ドリンクサービス！　　S6094

¥25,000 ¥47,800 毎日 8:00～14:00 1名様～

お一人様の料金
ホイアン発 ツアー

1名様～

S5965

\3,800 ¥7,200 毎日 18:30～20:30

S1951

\16,000 ￥32,000　 毎日

¥27,600 ¥46,900 毎日 8:00～16:00 1名様～

S7066

全長、高低差がいずれも世界一、ギネスブックにも登録されているケーブルカーにて、標高1482mの高原
にあるバーナーリゾートを訪れます。　☆3名様以上、お１人様：\21,100！

¥5,800 ¥10,700 毎日 8:00～12:00，13:00～17:00

9:00～17:00

ダナン発 ツアー
お一人様の料金

催行日 催行時間
2名以上でご参加の場合 1名様でご参加の場合

料金(1名参加) ¥18,700 料金(1名参加) ¥8,500 料金(1名参加) ¥16,400

料金(2名以上) ¥10,400 料金(2名以上) \4,800 料金(2名以上) ¥10,700

1名様～

時間 8:00～16:00 時間 9:00～12:00，13:00～16:00 時間 9:00～17:00

S5963

催行日 毎日 催行日 毎日 催行日 毎日

商品コード S6279 商品コード S6091 商品コード

予約受付可能人数 1名様～ 予約受付可能人数 1名様～ 予約受付可能人数

昼食

ダナン発フエへの鉄道の旅です。車窓から見るハイヴァン峠越えは絶景です！フエ到着後はフーン川ク
ルーズ、王宮観光など世界遺産フエを満喫できます。 　☆ 3名様以上、お１人様：\16,300！

日本語ガイド
S7691

充実観光！
ホイアンとミーソン遺跡観光（専用車）

¥9,400 ¥15,000 毎日 8:30～16:30 1名様～ 昼食

ホイアンとミーソン2つの世界遺産を観光するコースです。中部に来たらぜひ押さえておきたい観光地ばか
りです。　※2018年4/28-5/6は催行されません。

日本語ガイド
S6093

フエ観光つき列車の旅
（行き列車/帰り専用車）

¥21,800 ¥38,800 毎日 6:30～19:30 1名様～

日本語
ガイド付

昼食付

ベトナム中部で栄えたチャンパ王

国の足跡をじっくり訪ねるツアー。

ダナン市内のチャム彫刻博物館も

巡るのでチャンパ文化への理解が

より一層深まります。昼食付でご

ゆっくりお楽しみください。コース内

容:市内ホテルお迎え、ミーソン遺

跡観光、昼食、ダナン市内観光

(チャム彫刻博物館)、市内ホテル

お送り。※2018年4/28-5/6は催行

されません。

日本語
ガイド付

どこか昔の日本をイメージさせ

る懐かしい街並みを観光する

コースです。コース内容:ホイア

ン市内のホテルお迎え、来遠橋、

貿易陶磁器博物館、福建会館、

フンフンの家、タンキーの家、ク

アンタンの家、他ガイドとご相談

いただきながら散策、ホイアン市

内ホテルお送り。※2018年4/28-

5/6は催行されません。

日本語
ガイド付

昼食付

ベトナム最後の王朝・グエン王朝
が置かれた都の見所をくまなく回
るコースです。コース内容:市内ホ
テルお迎え、グエン王朝宮、ティエ
ンムー寺、フォン川クルーズ、カイ
ディン帝廟、トゥドゥック帝廟、ミン
マン帝廟、ドンバ市場、市内ホテ
ルお送り。昼食は宮廷料理、フエ
家庭料理、フエ名物牛肉麺・ブン
ボーフエの3つよりお選びいただけ
ます。※2018年4/28-5/6は催行さ
れません。

JHCなら

全日空のマイレージが

200円＝1マイル

貯まります♪

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

画像提供：INDOCHINA TOURIST &
TRADE CO., LTD.

ベトナム料理

画像提供：INDOCHINA TOURIST &
TRADE CO., LTD.

宮廷料理

フエ家庭料理

名物・ブンボーフエ

より選択

画像提供：INDOCHINA TOURIST &
TRADE CO., LTD.

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

フエの

おすすめ！
ホイアンの

おすすめ！

ダナンの

おすすめ！

世界
遺産



※4/28～5/6は催行されません

 

※4/28～5/6は催行されません

ご予約・お問い合わせは・・・

T18A004

日本語ガイド【ホイアン】市内貸切4時間以内

C3183/C3461

商品コード 車種料金 （1台）

¥13,400

¥14,900 C3184 /C3181 指定不可

¥6,100 C5222/C5223

日本語ガイド

昼食

¥10,400

日本語ガイド

昼食

日本語ガイド

昼食

食事

ガイド

昼食

日本語ガイド

昼食

日本語ガイド

昼食

日本語ガイド

8:30～17:30

1名様～

1名様～

中部ベトナムの都市を観光しながら移動する便利なプランです。コース内容:ホイアン市内ホテルお迎え、
ミーソン遺跡観光、ダナン市内にて昼食と観光(チャム彫刻博物館、ダナン大聖堂、ハン市場、マーブルマ
ウンテン)、ダナン市内ホテルお送り。

1名様～

1名様～

定員

中部ベトナムの都市を観光しながら移動する便利なプランです。コース内容:フエ市内ホテルお迎え、ダナ
ン市内にて昼食と観光(チャム彫刻博物館、ダナン大聖堂、ハン市場、マーブルマウンテン)、ダナン市内ホ
テルお送り。

¥19,000 毎日 8:30～16:30

S6286

1名様～

中部ベトナムの都市を観光しながら移動する便利なプランです。コース内容:ホイアン市内ホテルお迎え、
フエ市内にて昼食と観光(グエン王朝宮、ティエンムー寺、ドンバ市場)、フエ市内ホテルお送り。昼食は宮
廷料理、フエ家庭料理、フエ名物牛肉麺ブンボーフエの3つより1つお選びいただけます。

【フエ】市内貸切4時間以内

自分のペースでラクラク移動♪
空港送迎／お車貸切

1名様～

S6290

¥11,200 ¥21,300 毎日 8:30～16:30

中部ベトナムの都市を観光しながら移動する便利なプランです。コース内容:フエ市内のホテルお迎え、ダ
ナン市内にて昼食、ホイアン市内観光(来遠橋、貿易陶磁器博物館、福建会館、フンフンの家、タンキーの
家、クアンタンの家、他ガイドとご相談しながら散策)、ホイアン市内のホテルお送り。Ｓ6285

¥10,100
フエ発 中部ベトナム縦断 ダナン着【専用車】

8:00～16:30

¥10,400 ¥18,100 毎日 8:30～16:30

中部ベトナムの都市を観光しながら移動する便利なプランです。コース内容:ダナン市内ホテルお迎え、フ
エ市内にて昼食と観光(グエン王朝宮、ティエンムー寺、ドンバ市場)、フエ市内ホテルお送り。昼食は宮廷
料理、フエ家庭料理、フエ名物牛肉麺ブンボーフエの3つより1つお選びいただけます。

¥19,800 毎日

¥11,100 ¥20,100 毎日

8:30～16:30

S6287

ダナン発　中部ベトナム縦断　ホイアン着【専用車】

 移動しながら観光も♪
都市間移動型のツアー

お一人様の料金

S6289

ダナン発　中部ベトナム縦断　フエ着【専用車】

催行時間

中部ベトナムの都市を観光しながら移動する便利なプランです。コース内容:ダナン市内主要ホテルお迎
え、ミーソン遺跡観光、ホイアン市内にて昼食と観光(来遠橋、貿易陶磁器博物館、福建会館、フンフンの
家・タンキーの家・クアンタンの家、他ガイドとご相談いただきながら散策)、ホイアン市内主要ホテルお送
り。

¥10,800

2名以上でご参加の場合

S6288

催行日
1名様でご参加の場合

¥10,500 ¥17,000 毎日

フエ発 中部ベトナム縦断 ホイアン着【専用車】

ホイアン発 中部ベトナム縦断 フエ着【専用車】

ホイアン発　中部ベトナム縦断　ダナン着【専用車】

日本語ガイド

日本語ガイド

日本語ガイド

ダナン市内ホテル⇔フエ市内ホテル（片道）

フエ市内ホテル⇔ホイアン市内ホテル（片道）

【ダナン】空港⇔ダナン市内ホテル
 （お出迎え／お見送り）

【フエ】空港お出迎え/お見送り

【ダナン】市内貸切4時間以内 C3745

日本語ガイド

日本語ガイド

日本語ガイド

2名指定不可

ガイド

2名

セダン 2名

¥10,400 C1737/C1738 指定不可 6名

ワゴン 10名

予約受付
可能人数

\10,600 C3744 ワゴン 10名

¥10,400 C3746 ワゴン 10名

掲載以外にも多数人気オプショナルツアーをご用意しております。ぜひお問い合わせください！

●料金には税金・サービス料が含まれています。●現地事情、為替変動等により料金が変更に

なる場合がございます。ご予約時に必ずご確認下さい。●変更・取消規定は商品によって異なり

ます。詳しくはお問合せ下さい。●上記商品は旅行素材のみを販売するもので、企画旅行では

ありません。特別補償責任、旅程管理責任、旅程保証責任は負いかねますので予めご了承下

JHCのご利用で全日空のマイレージが貯まる！

↓詳しくはこちらへアクセス↓

http://www2.jhc.jp/contents/default/mile/top_B.htm

世界
遺産

ベトナムの世界遺産8カ所のうち、なんと4カ所がベトナム中部にあります。個人旅行でも安心して中部3都市を周遊していただける商品を

ご用意しました。古都あり、遺跡あり、ビーチあり、名物料理あり！ハノイやホーチミンとは異なるベトナムの魅力を体験してみませんか？

フエの建造物群古都ホイアンミーソン聖域 フォンニャ・ケバン国立公園

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産


