
チェンマイ、ランパーン、バンコクを駆け抜ける8日間

夜行列車でタイ縦断！
田舎も都会も味わいタイ！！
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1.ツアー行程

羽田空港発（00:20）

チェンマイ

ドイ・インタノン

ランパーン

バンコク

バンコク発

羽田空港着（06:55）

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

夜行列車で移動



2.コンセプトイメージ

観光地として確立されている・都市型 観光地として確立されていない・地方型

バンコク・プーケット タイ北部（ランパーン）

自然！
大都会



• 観光地化している都市部に観光客が集
中している

• 日本人の来訪先をバンコク・プーケットだ
けではなく多様化させる方向である

• 北部には日本人があまり訪れていない
（利便性に乏しい）

タイ北部
日本人マーケットからみた

タイ

タイ北部を起点とした
ツアーの提唱！！



タイ北部ランパーン

• なぜランパーンか？
→外国人にとってはあまり馴染みのない
土地であり、発展可能性が大いにある

• 都市型観光ではできない自然豊かな体験が
できる

• のんびりとリラックスできるエコツアーが豊
富

自然豊かなタイの田舎町
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夜行列車

ﾁｪﾝﾏｲ

ﾗﾝﾊﾟｰﾝ

ﾊﾞﾝｺｸ

• ランパーンからバンコクに移動する際に
利用

• 自然・非観光地と都会・観光地の両極端
をつなぐツール

• 夜行列車のポイント
安い

意外と快適
景色を楽しめる
夜行列車ならではのワクワク感を演出



3.ツアーターゲット

１．SNSを中心とした
他者との思い出の共有

海外旅行における学生層のターゲッティングで重要なポイント

２．他の人とは違うことを
したい

３．安全性/価格

Twitter、Facebook、Instagramなど
多種多様なSNSを利用する大学生
にとって、友人との思い出をSNSを
通して他者と共有することは重要
な位置を占める

若者はメディアの影響による流行に敏
感である一方で、他人と同じ服や持ち
物はいやだ、というメンタリティを持って
いる。若者の好奇心をくすぐり、差をつ
けるポイントが必要である

グループ旅行参加者全員が旅慣
れしているわけではないので、安
全性の確保が必要不可欠である。

少しでも参加へのハードルを下げ
ることを考慮する

学生のグループ旅行

• トレッキングやドイインタノンの絶景、
ゾウや馬車。夜行列車など、日本
での日常生活では味わうことので
きない要素を盛り込み、SNSに発信
できる素材を提供する

• 友人たちとの達成感も表現できる

• ドイインタノンやランパーンなど、
「人が行ったことのないところへ
行く」ことで若者の好奇心を刺
激する

• タイ語・地理・交通等の海外旅
行の不安を日本語対応のツ
アーを活用することで解消

• 12万円台で催行可能



4.各ツアー行程紹介

①チェンマイ（自由行動）

• ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ
高さ２２ｍ金色の仏塔
寺院からは市街を一望できる

• チェンマイの伝統料理
カオソーイと呼ばれるチェンマイの郷土料
理が欠かせない
チェンマイ名産のコーヒーで一息

• ナイトマーケット
山岳民族の工芸品やタイフードを屋台で味
わう



• ドイインタノン国立公園
ヒマラヤ山脈から続く山並みの外れに位置し、
タイ最高峰のドイ・インタノン

多くの滝が点在しバードウォッチングもすること
ができる

• キング＆クィーンパゴダ
現王ラーマ9世とシリキット王妃のために建てら
れた記念塔

• ワチラターン滝
水量があり迫力がある滝

②ドイインタノンツアー



③ランパーン（自由行動）

• 花馬車
ランパーンでしか乗れない花馬車
ランパーンは、タイで唯一馬車の走る町

• ワット･プラタート・ランパーン・ルアン
タイ北部で最も美しいといわれる寺院がある
タイ国内に現存する最古の木造建築の一つとも言われている

• 象保護センター
タイのエレファントショー名物であるゾウのお絵かき発祥の地
タイ伝統の象使いの育成とゾウの保護を目的とした国立施設



タイホテルアワードにも選ばれた、伝統的かつ温かみのあるホテルを選択
自然と優れた文化的な美しさを誇る、ランパーンリバーロッジにて旅の疲れを癒すことができる

宿泊中は、自転車や馬車で近隣を散策することも可能

ランパーン滞在先 ランパーンのリゾートホテル

ランパーンリバーロッジホテル



清潔感のある室内

ホテル内にマッサージ施設を完備 美しい外観

敷地内は自然豊かで落ち着く雰囲気を演出

ランパーンリバーロッジホテル



④バンコク（自由行動）

タイの首都

王宮や涅槃増などのタイ古来の文化はもちろん、
ニューハーフショーや繁華街など多種多様な文化が
見所

【オプショナルツアー】
①アユタヤ観光バスツアー
夜、ライトアップされた世界遺産アユタヤを巡るツ
アー。タイ料理のディナー付き。

②ニューハーフショー
最後の夜にタイを楽しむならキャバレーショーへ。
美しい元男性たちのパフォーマンスは思い出に残
ること間違いなし。



• 【宿泊先】
• 【チェンマイ】 カオマイランナーリゾート

• http://www.kaomailanna.com/japan_01.php
• 【ランパーン】 ランパンリバーロッジホテル

• http://www.lampangriverlodge.com/#!prettyPhoto
• 【バンコク】 バイヨークスカイホテル

• http://www.baiyokehotel.com/

• 【組み込みツアー】
• ドーイ・インタノン国立公園散策と滝めぐり（3日目）

• http://www.jtb.co.jp/kaigai_opt/srh/prddetail/p200001965?areaCd=ASI&countryCd=TH&cityCd=CNX&af
f=chikyuuopt#plan-‐detail

• 【オプショナルツアー】
・アユタヤ観光バスツアー（バンコク）

・ http://op.arukikata.com/tour/48737/	  
・ニューハーフショー（バンコク）

・http://www.veltra.com/jp/asia/thailand/bangkok/ctg/1845:Thai_Cabaret_Shows/

ツアーに含まれている来訪先のURL



• 【交通費】 ¥87,588
• 航空機（羽田―チェンマイ＆バンコク―羽田） ¥82,300
• チェンマイ・ランパーン往復 ¥200
• 夜行列車 ¥5,088

• 【宿泊費】 ¥23,261
• チェンマイ2泊 ¥11,460
• ランパーン1泊 ¥5,508
• バンコク1泊 ¥6,293

• 【組み込みツアー】¥14,976
• ドイインタノン観光ツアー ¥14,976

合計 ¥125,825（１THB＝４JPYとして計算）

費用概算見積書
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