
ミャンマー企画商材モデルコース　

バガン～マンダレー間をエーヤワディー川のんびりクルーズで移動

神秘の国 ミャンマー周遊（ヤンゴン・バガン・マンダレー）４泊６日

仏教の信仰が厚く親日的で治安が良く（油断は禁物ですが）、複雑な歴史と自然が織りなす魅力的な国。

現在は東南アジア最後のフロンティアとして脚光を浴び、外国資本の流入で都市部を中心に開発途上にありますが、地方に行くとまだ残る

ノスタルジックな生活や風景とそこに住む人々に魅了されます。次の訪問国にお薦めする国です。

バガン遺跡やインレー湖、ゴールデンロックが世界的に人気観光地ですのでハイシーズンのご計画はお早目に。

10月～4月・・・乾季　雨量は少ないですが霧雨が降る場合も。3月～5月はもっとも暑い時期。

5月～9月・・・雨季　

◆ミャンマー・ヤンゴンへのアプローチ
成田からANA直行便毎日運航

日本主要各地からタイ国際航空でバンコク乗継（毎日出発可能）、またはベトナム航空でハノイ乗継(成田、関西は毎日出発可能）や大韓航空利用もあり

◇バガン～マンダレー間のリバークルーズ
命の源ともいえる母なる大河を船旅します。
ゆったりとした流れの為、船酔いの心配はほとんどございません。
お食事は含まれますがお飲物は別料金となります。船内はサンデッキ、トイレ付です。

ミャンマー

ミャンマーの気候



ミャンマー　バガン
ミャンマーに行くなら絶対外せない遺跡の町。

ヤンゴンからは国内線でたったの１時間。（ヤンゴン発は早朝もしくは夕刻になります）

適期： １１月～４月の乾季シーズン （ベストは１１月～２月）　※当地は年間を通して比較的雨量の少ない地域です。

ミャンマーが誇る世界3大仏教遺跡　バガン遺跡

３６０度見渡す限りの圧巻の遺跡群。

１１世紀から３世紀にわたりビルマ族の王朝として繁栄した旧都。
大小様々3,000 とも言われる仏塔群。１日たっぷり時間を掛けて主要な僧院、パゴダ、仏塔を巡ります。

最後の夕日観賞は一生忘れることが出来ない感極まる光景。



ミャンマー マンダレー
ヤンゴンに次ぐミャンマー第２の都市でイギリスに併合されるまで独立を保った最後の王都。
周辺にはインワ・サガイン・アマラプラ・ミングォン・メイミョー（ピンウールイン）などの旧都・避暑地もあります。
シュエナンドー僧院、マハムニパコダ、クトードーパコダ、マンダレーヒル（日本人慰霊碑）は必見。
静寂の中に佇む木造建築が美しいシュエインピン僧院も人気があります。



●成田発着ANA利用の場合　＜日本から往路最速8時間でヤンゴンへ。復路も最速6時間で成田へ＞

神秘の国 ミャンマー周遊（ヤンゴン・バガン・マンダレー）４泊６日　

※フライトスケジュールは発着地におよび航空便により変わります。 ※クルーズプログラムの内容は事前の予告なく変更になる場合もあります。
※現地日本語ガイドがヤンゴン到着～出発までスルーでご案内します。　※料理は変更になる場合があります。
　

朝：機内食

昼：船上（軽食）
夕：レストラン

朝：ホテル

その後、空港へご案内

ヤンゴン

バガン

マンダレー

ヤンゴン

機中泊

宿泊地

空港へご案内
(22:10頃)ANA814便にて帰国の途へ
早朝(06:45頃)：日本ご到着

夕：レストラン

イラワジ川畔またはシュエサンドーパゴダから夕日観賞

（ブーパヤーパコダ、シュエサンドーパコダ、ダマヤンヂー寺院、スラマニ寺院、シュエジーゴ
ンパコダ、チャンスイッター窟院、ティーローミンロー寺院、タラバー門）

（アーナンダー寺院、シュエグージー寺院、タビィニュ寺院、ゴードーパリン寺院、ニャンウー
マーケット）

昼：レストラン

昼：機内食
夕：レストラン

都市

ヤンゴン
バガン

バガン
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マンダレー

ヤンゴン

スケジュール

午前(11:45頃)：ANA直行便にてヤンゴンへ
午後(17:15頃)：ミンガラドン空港にてお出迎え、ヤンゴン市内へご送迎
夜：市内レストランにてミャンマー料理のご夕食

早朝：ホテルロビーにガイドがお迎えに参ります
空港へご案内
Q国内線にてバガン（ﾆｬﾝｳー）へ　（所要約1時間）

昼：市内レストランにて西洋料理の昼食
午後：引き続きバガン遺跡観光

食事日

朝：-

朝：ホテル

1

成田
ヤンゴン

6

5

成田

夜：市内レストランにて伝統芸能のあやつり人形劇鑑賞とミャンマー料理
早朝：船着場へご案内
★イラワジ川クルーズ
時間：06:00～17：00まで約11時間のんびりと移動します。
　　　見どころも途中あり。立ち寄りも2か所ほど予定しています。
　　  朝・昼食は船内にてサービス（お飲物の販売もしております）
マンダレー着後、ホテルへご案内
夜：市内レストランにて鍋料理の夕食
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4
マンダレー
ヤンゴン

午前：マンダレー市内観光
（旧王宮、マハムニパゴダ、シュエナンドー僧院、クトードーパゴダ、
昼：市内レストランにてミャンマー料理にて昼食
午後：マンダレー郊外の観光(世界最大級の木造橋ウーペイン橋、サガインのイン

Q国内線にてヤンゴンへ（直行または経由便）
ヤンゴン着後、ホテルへご案内
夜：市内レストランにてミャンマー民俗舞踊のディナーショー（ビュッフェ）

午前：ヤンゴン市内観光

朝：船上（軽食）

昼：市内レストランにて飲茶料理または西洋料理の昼食
午後： 市内観光（ボージョーマーケット、ダウンタウン、日本人墓地）
夜：市内レストランにて中華料理または日本料理の夕食

夕：レストラン
（シュエダゴンパゴダ、チャウタッジー寝釈迦仏）
**ホテルは12：00までのチェックアウトとなります**

朝：ホテル
昼：レストラン
夕：レストラン

昼：レストラン

午前：バガン遺跡観光



●日本各地発着TG利用の場合 ＜月・水曜発限定＞

神秘の国 ミャンマー周遊（ヤンゴン・マンダレー・バガン）４泊６日

夜：市内レストランにて伝統芸能のあやつり人形劇鑑賞とミャンマー料理

※フライトスケジュールは発着地におよび航空便により変わります。 ※クルーズプログラムの内容は事前の予告なく変更になる場合もあります。

※現地日本語ガイドがヤンゴン到着～出発までスルーでご案内します。　※料理は変更になる場合があります。

※バガン遺跡の観光は時間の都合上、上記記載箇所全てをご案内することが出来ない場合があります。

6
バンコク
日本各地

早朝～朝：日本ご到着 朝：機内食

昼：市内レストランにてミャンマー料理にて昼食

午前：バガン遺跡観光
（アーナンダー寺院、シュエグージー寺院、タビィニュ寺院、ゴードーパリン寺
院、ブーパヤーパコダ、シュエサンドーパコダ、ダマヤンヂー寺院、スラマニ寺
院、シュエジーゴンパコダ、ニャンウーマーケット）

夕：レストラン

5

ヤンゴン
バンコク

午前：ヤンゴン市内観光 朝：ホテル

機中泊

（シュエダゴンパゴダ、チャウタッジー寝釈迦仏） 昼：レストラン

ヤンゴン

（旧王宮、マハムニパゴダ、シュエナンドー僧院、クトードーパゴダ、

昼：レストラン

昼：市内レストランにて西洋料理の昼食
その後、空港へご案内
Q国内線にてヤンゴンへ（直行または経由便）
ヤンゴン着後、ホテルへご案内
夜：市内レストランにてミャンマー民俗舞踊のディナーショー（ビュッフェ）

　　  朝・昼食は船内にてサービス（お飲物の販売もしております）
バガン着後、ホテルへご案内

夜：市内レストランにて鍋料理の夕食
夕刻：マンダレーヒルから夕日観賞

TG306にてバンコクへ。乗継、帰国の途へ
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バガン
ヤンゴン
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マンダレー
T
T
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バガン

**ホテルは12：00までのチェックアウトとなります** 夕：レストラン
昼：市内レストランにて飲茶料理または西洋料理の昼食
午後： 市内観光（ボージョーマーケット、ダウンタウン、日本人墓地）
夜：市内レストランにて中華料理または日本料理の夕食
空港へご案内

早朝：船着場へご案内 朝：船上（軽食）

朝：ホテル

朝：ホテルロビーにガイドがお迎えに参ります 朝：ホテル

マンダレー

空港へご案内 昼：レストラン
Q ＴＧにてミャンマー第２の都市マンダレーへ　（所要約２時間） 夕：レストラン

午後：マンダレー市内観光

マンダレー着後、市内へご案内

バガン

★イラワジ川クルーズ 昼：船上（軽食）
時間：06:00～17：00まで約11時間のんびりと移動します。 夕：レストラン
　　　見どころも途中あり。立ち寄りも2か所ほど予定しています。

日 都市 スケジュール 食事 宿泊地

1

日本各地
バンコク

午前：TG直行便にてバンコクへ 朝：-

バンコク午後：スワンナプーム空港にてお出迎え、バンコク市内へご送迎 昼：機内食
夜：市内レストランにてタイ料理のご夕食 夕：レストラン

2

バンコク
マンダレー



●日本各地発着TG利用通常パターンの場合 

神秘の国 ミャンマー周遊（ヤンゴン・バガン・マンダレー）４泊６日　

※フライトスケジュールは発着地におよび航空便により変わります。 ※クルーズプログラムの内容は事前の予告なく変更になる場合もあります。
※現地日本語ガイドがヤンゴン到着～出発までスルーでご案内します。　※料理は変更になる場合があります。

♪ミャンマー旅行の企画・内容などのご相談、具体的な地上費用のお見積りなどは。。。

株式会社サイトラベルサービス　各支店担当営業まで

日 都市 スケジュール 食事 宿泊地

1

日本各地
ヤンゴン

午前：TGにてバンコクへ 朝：-

ヤンゴン
午後(18:50着)：乗継TG305にてヤンゴンへ。 昼：機内食
ミンガラドン空港にてお出迎え、ヤンゴン市内へご送迎 夕：レストラン

夜：市内レストランにてミャンマー料理のご夕食

2

ヤンゴン
バガン

早朝：ホテルロビーにガイドがお迎えに参ります 朝：ホテル

バガン

空港へご案内 昼：レストラン
Q国内線にてバガン（ﾆｬﾝｳー）へ　（所要約1時間） 夕：レストラン

（アーナンダー寺院、シュエグージー寺院、タビィニュ寺院、ゴードーパリン寺院、ニャンウー
マーケット）

昼：市内レストランにて西洋料理の昼食
午後：引き続きバガン遺跡観光
（ブーパヤーパコダ、シュエサンドーパコダ、ダマヤンヂー寺院、スラマニ寺院、シュエジーゴ
ンパコダ、チャンスイッター窟院、ティーローミンロー寺院、タラバー門）

イラワジ川畔またはシュエサンドーパゴダから夕日観賞
夜：市内レストランにて伝統芸能のあやつり人形劇鑑賞とミャンマー料理

3

バガン
T
T
T

マンダレー

早朝：船着場へご案内 朝：船上（軽食）

マンダレー

★イラワジ川クルーズ 昼：船上（軽食）
時間：06:00～17：00まで約11時間のんびりと移動します。 夕：レストラン
　　　見どころも途中あり。立ち寄りも2か所ほど予定しています。
　　  朝・昼食は船内にてサービス（お飲物の販売もしております）
マンダレー着後、ホテルへご案内
夜：市内レストランにて鍋料理の夕食

4

マンダレー
ヤンゴン

午前：マンダレー市内観光 朝：ホテル

ヤンゴン

（旧王宮、マハムニパゴダ、シュエナンドー僧院、クトードーパゴダ、 昼：レストラン
昼：市内レストランにてミャンマー料理にて昼食 夕：レストラン
午後：マンダレー郊外の観光(世界最大級の木造橋ウーペイン橋、サガインのイン
その後、空港へご案内
Q国内線にてヤンゴンへ（直行または経由便）
ヤンゴン着後、ホテルへご案内
夜：市内レストランにてミャンマー民俗舞踊のディナーショー（ビュッフェ）

6 バンコク
日本各地

早朝(06:45頃)：日本ご到着 朝：機内食

午前：バガン遺跡観光

乗継、TGにて帰国の途へ

5

ヤンゴン
バンコク

午前：ヤンゴン市内観光 朝：ホテル

機中泊

（シュエダゴンパゴダ、チャウタッジー寝釈迦仏） 昼：レストラン
昼：市内レストランにて飲茶料理または西洋料理の昼食 夕：*****
午後： 市内観光（ボージョーマーケット、ダウンタウン、日本人墓地）
空港へご案内
夜(19:50発) ：TG306にてバンコクへ


