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こだわりの旅 モンゴル 8 日間 広がる大草原、満天の星、ゆったりのモンゴルへ  
                                                                                            

近年、にわかに脚光を浴びている 「モンゴル」、こだわりの旅では、観光に、ビジネスに、あらゆるご

旅行の企画手配を、ウラーンバートルのパートナーと一緒に最新の情報で安心の企画手配をいたし

ます。 

ウラーンバートル・サインシャンド・カラコルム・ウラーンバートル 

 

8 日 7 泊 の ツ ア ー プ ロ グ ラ ム   

１日目  首都ウラーンバートル到着、 

専用車にてウランバートル市内のホテルへチンギス ハーン

空港では、お客様の名前のプラカードを持った日本語ガイドが

お客様をお出向かえ致します。専用車 、にてガイドと共にウラ

ンバートル市内ホテルへまだまだ静かなウラーンバートル市

の夜景をご覧いたします。 

ウラーンバートル市内のホテル 泊 
 

 
 

2 日目  ウラーンバートルー東ゴビ県のサインシャンド市 

ホテルにて朝食後、モンゴル鉄道ウランバートル駅へ 

寝台列車で一路、サインシャンド駅へ向けて出発します。車窓

に広がるモンゴルの雄大な大地を列車の旅でお楽しみいただ

きます。深夜、サインシャンド駅へ到着専用車にて郊外のツー

リストキャンプへ移動。 

                草原のツーリストキャンプ ゲル 泊 
 

モンゴル・ウランバートル駅風景 

3 日目  サインシャンドーハマラ寺院―サインシャンド 

ホテルにて朝食後、世界エネルギーセンターの見学、現地の

ラマがご説明を致します。その後、ハマラ寺院や市内の観光を

ご案内しゲルキャンプへ戻り昼食、午後、ザグと言われる木の

森や砂丘、ダンザンジャブラー博物を見物しサインシャンド駅

へ戻ります。夕食後、夜行寝台列車にてウランバートルへ向い

ます。   

寝台列車 泊  
 

4 日目 サインシャンドーウラーンバトル 

朝、ウランバートル駅に到着、ホテルにチェックイン朝食後、ウ

ランバートル市内観光（ボグドハーン宮殿博物館、ザイサント

ルゴイの丘）ここは、第８代活仏のボグドハーンの冬の宮殿跡

であり、今は博物館としてボグドハーンが使っていた日用品や

海外からの贈り物、そしてチベット仏教の曼荼羅や仏像などが

展示されています。午後、モンゴルの民族音楽コンサート見

物。ホーミー、横笛リンベ、ヨーチン、馬頭琴等、様々なモンゴ
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ル民族楽器で、民族音楽を主体にクラシック、唱歌や世界の

名曲も演奏。             

 ウランバートル市内 ホテル 泊 

 

5 日目 ウラーンバトルーブルド 

ホテルにて朝食後、専用車でウランバートルからブルドへ移動

花の種類も豊富なモンゴルらしい草原が広がるブルドが観光

の玄関口となります。途中、遊牧民のゲル（移動式住居）を訪

問します。乗馬体験を２時間ほどお楽しみいただきます。 

                草原のツーリストキャンプ ゲル 泊 

 

 

6 日目 ブルドーカラコルムーブルド 

キャンプにて朝食後、専用車にてカラコルムへ移動 終日、カ

ラコルム遺跡（エルデニゾーや亀石）を見物に御案内を致しま

す。 ブルドへ戻る途中で砂丘の見物ブルドへ到着後、ラクダ

体験 

                草原のツーリストキャンプ ゲル 泊 

 
 

7 日目 ブルドーカラコルムーブルド 

キャンプにて朝食後、専用車でウランバートルへ移動します。

着後、昼食。ウランバートル市内観光へ御案内を致します。ガ

ンダン寺はチベット・モンゴル仏教の総本山として仰がれ、10

の僧院・寺院からなる学問寺であり、現在約 900 人の修行僧

がいる。境内の観音堂 (Migjed Janraisig) には高さ 26.5 メート

ルの開眼観音像が祀られている。ノミン デパート買い物食料

品から外国人旅行者のお土産までひととおりの物がそろって

いる便利なデパート。いちばん上の階は外国人旅行者が多く

集まるモンゴルの民芸品売り場になっていて、民族衣装のデ

ールや馬頭琴、ミニチュアのチンギス・ハーンの置物などがそ

ろっている。夕食は  “ BD’s Mongolian barbeque” レストラ

ン.                 

ウランバートル市内 ホテル 

 
 

 

8 日目 チンギス ハーン国際空港から帰国の途に。 

ホテルにて朝食後、空港へ 着後出国手続きをすませ、モンゴ

ル航空MO-501便 ウランバートル発07:55分にて一路成田空

港へ成田空港到着 13:40 時 

 

 

 

 



 

 
 このプランへのお問合せ・お申込みは 

親切 丁寧 安心 便利、テーラーメイド専門旅行社だから出来る貴方だけのオンリーワンの旅 

こだわりの旅（特許庁登録商標）・株式会社トラベルプラザ 
TEL：０２７－３５３－３９００ FAX：０２７－３８８－８８１５
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

利用ホテル： ウランバートル フラワーホテル （変更になる場合もあります） 

 
 

富士レストラン 

アルタイレストランはモンゴル料理と洋食レストラン。早朝から深夜ま

でリーズナブルでバラエティ豊かなメニュー。ヘルシー素材とボリュー

ムにこだわった、シェフの自信作をお楽しみください。またご宴会、パー

ティー、お祝いなど可能。個室も是非ご利用ください。  
 

ハナ中華料理レストラン 

専門の中国人のシェフによる、100 種の料理を楽しみください。中国料

理は円卓を囲んで大人数様で楽しむもの、という常識を覆しました。お

一人様から気軽に楽しめる一品料理を多数ご用意いたしました。 

 
 

アルタイレストラン 

アルタイレストランはモンゴル料理と洋食レストラン。早朝から深夜ま

でリーズナブルでバラエティ豊かなメニュー。ヘルシー素材とボリュー

ムにこだわった、シェフの自信作をお楽しみ下さい。又ご宴会、パーテ

ィ、お祝いなど可能、個室もあります。 

 

 

＊自分だけの完全オリジナルツアーを作ってほしい！ ・現地ツアー参加前後に違う都市と地を旅し

てみたい！ 具体的にプランが決まっていなくても構いません。「○日間くらい旅したい」、「○○を

見てみたい」、「○○というオペラを見てみたい」、「宿はできれば○○円以下がいい」といったお客

様のご希望をお聞きしながら最適なプランをご提案いたします。  

  航空機の手配も承ります  

  最近では航空会社のマイレージポイントをお持ちのお客様やご自身のインターネットで、航空会社

に直接フライトの予約を入れる方も増えてきています。しかし、それは煩雑だ、その時間が無い、ま

だ個人旅行に慣れていない、フライトの欠航等、もしものトラブルがご心配だ、というお客様のため

に弊社でも手配の代行を承っております。      
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成田  ウランバートル（モンゴル航空直行便、）月水金曜日運行（夏季ほぼ毎日運行しています） 

ＯＭ502 便  成田 14：40 ウランバートル 19：05 

ウランバートル  成田（モンゴル航空直行便、）月水金曜日運行（夏季はほぼ毎日運行しています） 

ＯＭ501 便  ウランバートル 07：55 成田 13：40 

大阪  ウランバートル 

ＯＭ506 便  大阪 13：00 ウランバートル 16：40 2014/07/01～08/29 毎週火曜、金曜 

ウランバートル  大阪 

ＯＭ505 便  ウランバートル 07：00 大阪 12：00 2014/07/01～08/29 毎週火曜、金曜 

運航日は季節により変動がありますのでお問い合わせ下さい。 

 

一番早くモンゴルに到着する為には、モンゴル航空の直行便です。現在は成田空港からの定期便の

ほか、関空からも夏場だけの臨時便が運航しています。 

 注意事項：直行便を予定しているお客様へ・・・！ 

 7 月下旬から 9 月上旬の直行便は、毎年とても混雑いたします。 

特に 7 月下旬から 8 月中旬のピーク時の航空券を予約される場合、2 ヶ月以上前に予約をする事を

お薦めいたします。  

上記以外の出発を希望される場合は、ソウル経由便が毎日運行しています。ソウル経由（インチョン

空港）の場合は原則的に機内待機となりますが、安全セキュリティーのチェック後、再搭乗となること

もあります。大韓航空とモンゴル航空が、ソウル～ウランバートル間の定期便を運行しています。日

本各地の地方空港からソウル（仁川国際空港）経由でウランバートルに行くことも可能です。 

中国国際航空とモンゴル航空をあわせると、北京～ウランバートル間はほぼ毎日運行しています。中

国への入国は 14 日間以内であれば査証が必要なくなりましたので、直行便やソウル経由が取れな

い場合はこのルートも考えられます。但し、時刻の都合により北京で 1 泊する場合もあります。 

現地滞在費用：参考価格です。（国際線航空券は含んでいません 。）料金は US$ 一人当たりの金

額です。但し、ホテルやホテル料金の変更等により事前の通知をせずに変わることが有りますのであ

くまでも参考としてください  

 

スタンダードホテルクラス利用の場合 （現地旅行費用）  

スタンダードホテルクラス利用の場合 日本語ガイド付き （１人当たりの金額） 

1 名参加の場合  USD 1600―       

2 名参加の場合 USD 1350― 

3-4 名参加の場合 USD 1250― 

5-6 名参加の場合 USD 1150― 

7-9 名参加の場合 USD 1100― 

10-15 名参加の場合 USD 1050― 

料金に含まれるもの：

旅程表に於ける全ての交通費用、 ホテルの宿泊費用、りょて表記載の食事、日本語ガイド（通訳訓
練講座上級）  （お一人参加の場合は一人部屋追加料金が必要になる場合もあります。

 

スケジュール
や料金は予告なく変わる場合がございますのでお問い合わせください。国際線航空券別途受けたま
まウィます。　＊催行会社　：　Munkh Khaan Travel ‘’Co.,Ltd　ウランバートル




