
クラス ホテル名 備考 Webサイト

スタンダード Starry Angkor http://www.starryangkorhotel.com/

スーペリア Apsara Angkor Resort & Conference マラソンエキスポ会場ホテルです https://www.apsaraangkorhotel.com/

Sofitel Phokeethra Golf and Spa Resort 3宿泊宿泊で1泊無料 http://www.sofitel.com

Rafflles Grand Hotel d'Angkor https://www.raffles.com/siem-reap/

送迎内容 ご旅行代金（1台あたり） 備考

セダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定員2名 ¥4,700

バン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定員5名 ¥6,300

ミニバス　 定員10名 ¥7,800

セダン　　 定員2名 ¥4,700

バン　　　 定員5名 ¥6,300

ミニバス　 定員10名 ¥7,800

セダン　　 定員2名 ¥13,000

バン　　　 定員5名 ¥19,000

ミニバス　 定員10名 ¥31,500

セダン　　 定員2名 ¥12,500

バン　　　 定員5名 ¥18,700

ミニバス　 定員10名 ¥37,500

セダン　　 定員2名 ¥23,400

バン　　　 定員5名 ¥35,000

ミニバス　 定員10名 ¥70,500

アンコールエンパイアフル＆ハーフマラソン　個人旅行　（料金適用期間 : 2018年7月20日～2018年8月25日ご滞在）

ツイン または シングル1泊1室あたり（朝食付き）

¥5,500

¥7,800

¥25,000
デラックス

片道当たりの料金です

送迎　（専用車　＆　日本語ガイドでご案内）

シェムリアップ市内4時間チャーター　※1　※2　※3

シェムリアップ市内8時間チャーター　※1　※2　※3

車種

¥29,000

シェムリアップ空港⇔ご宿泊ホテル　(片道)

シェムリアップ

ホテル

専用車

ご宿泊ホテル⇔マラソン大会スタート/ゴール地点 (往復)

ご宿泊ホテル⇔エキスポ会場　（往復）



セダン　　 定員2名 ¥9,400

バン　　　 定員5名 ¥14,000

ミニバス　 定員10名 ¥28,000

セダン　　 定員2名 ¥9,400

バン　　　 定員5名 ¥14,000

ミニバス　 定員10名 ¥28,000

セダン　　 定員2名 ¥46,800

バン　　　 定員5名 ¥70,200

ランチ代/入場料実費 (2018.1月現在 お一人 $10)別途必要です ミニバス　 定員10名 ¥140,400

セダン　　 定員2名 ¥3,900 お食事代金 (お一人様あたり）

バン　　　 定員5名 ¥5,460 チャンレイツリー(ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ料理) 2,300円

ミニバス　 定員10名 ¥11,700 POR CUISENE(洋食) 2,600円

別途ディナー代が必要です 竹園(日本食) 2,600円

※1 : アンコール遺跡共通入場券は別途必要です。 1日券 = US$ 37 , 3日券 = US$ 62 , 1週間券 = US$72 を別途現地にてお買い求めください。

※2：シェムリアップ郊外（バンテアスレイ・ロリュオス遺跡等）訪問ご希望の場合は別途追加代金が必要です。郊外追加費用を加算させていただきます。ご不明な際はお問合せください。

※3：08：30～18：30の内でご希望のお時間をご指定いたけます。

※4：単独でのお申込はできません。4時間または8時間チャーターと合わせてお申込ください。

備考

片道あたりの料金です

昼食・入場料込み

※1 : お迎えに上がるホテルはApsara Angkor Resort & Conference ➡ Starry hotel ➡ Sofitel Angkor ➡ 会場スタート地点となり、帰路は逆回りとなります。

※2 : アンコール遺跡共通入場券は別途必要です。 1日券 = US$ 37 , 3日券 = US$ 62 , 1週間券 = US$72 を別途現地にてお買い求めください。

プレアヴィヘア日帰り観光 (終日)

混載

(他のお客様

とご一緒にご

案内）

シェムリアップ空港⇔ご宿泊ホテル (片道）

アンコールワット朝日観光　※1

アンコールワット朝日観光 ※2

アンコールワット観光 (半日/午後) ※2

アンコールトム＆タプロム (半日/午前)　※2

バンテアスレイ観光 （半日/午後)　※2

ご旅行代金（お一人様）

¥1,600

¥5,500

専用車

送迎 (混載車（他のお客様とご一緒）　＆　日本語ガイドでご案内)

プレアヴィヘア終日観光（終日)

夕食送迎（往復）

送迎内容

ご宿泊ホテル⇔マラソン大会スタート/ゴール地点（往復）※1

郊外料金追加（ロリュオス遺跡、バンテアスレイ訪問時は

郊外追加代金が必要です）　※2　※4

¥6,300

¥6,300

¥18,000

¥2,500

¥3,200



クラス ホテル名 備考 Webサイト

スタンダード Pacific hotel https://www.pacifichotel.asia/

スーリア Phnom Penh Era hotel http://www.phnompenhera.com/

Rafflles Le Royal https://www.raffles.com/phnom-penh/

Sofitel Phnom Penh Phokeethra http://www.sofitel.com

送迎内容 ご旅行代金（1台あたり） 備考

プノンペン空港⇔ご宿泊ホテル　(片道) セダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定員2名 ¥11,000 片道当たりの料金です

プノンペン市内 4時間チャーター ※1　※2 セダン　　 定員2名 ¥13,000

プノンペン市内 8時間チャーター ※1　※2 セダン 定員2名 ¥23,500

※1：プノンペン郊外訪問ご希望の場合は別途追加代金が必要です。郊外追加費用を加算させていただきます。ご不明な際はお問合せください。また入場料等は現地にてご自身でお支払いください。

※2：08：30～18：30の内でご希望のお時間をご指定いたけます。

専用車

デラックス
¥37,500

送迎 (専用車　＆　日本語ガイドでご案内)

車種

プノンペン

ホテル

ツイン または シングル1泊1室あたり（朝食付き）

¥5,500

¥9,000

¥29,000



クラス ホテル名 備考 Webサイト

スタンダード White Beach http://www.hotelwhitebeach.com/

スーペリア Golden sand hotel http://www.goldensandhotel.com.kh/

デラックス Sokkha Beach Resort http://www.sokhahotels.com/sihanoukville/

送迎内容 ご旅行代金（1台あたり） 備考

シアヌークビル空港⇔ご宿泊ホテル　(片道) セダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定員2名 ¥6,300 片道当たりの料金です

シアヌークビル市内 4時間チャーター ※2　※3 セダン　　 定員2名 ¥7,800

シアヌークビル市内 8時間チャーター ※2　※3 セダン 定員2名 ¥15,600

※1：ご希望の箇所にお連れいたしますが、観光のご案内はできません。

※2：シアヌークビル郊外訪問ご希望の場合は別途追加代金が必要です。郊外追加費用を加算させていただきます。ご不明な際はお問合せください。また入場料等は現地にてご自身でお支払いください。

※3：08：30～18：30の内でご希望のお時間をご指定いたけます。

＜フライトスケジュール　2018 SUMMER＞　2018年1月25日現在

〇シェムリアップ　～　プノンペン

K6 108 (1525-1625)

K6 116 (1810-1855)

K6 118 (2115-2205)

〇シェムリアップ　～シアヌークビル

K6 131 (1015-1120)

専用車

¥27,500

送迎 (専用車　(ガイドは付きません）にてご案内　※1)

車種

シアヌークビル

ホテル

ツイン または シングル1泊1室あたり（朝食付き）

¥7,000

¥9,500

¥17,000

¥19,000

区間

シェムリアップ　-　プノンペン　（片道)

シェムリアップ　-　シアヌークビル（片道）

〇プノンペン　～　シェムリアップ

K6 105 (1005-1100)

K6 109 (1355-1450)

K6 117 (1830-1915)

〇シアヌークビル　～　シェムリアップ

K6130 (1205-1310)

カンボジア国内線　（K6 アンコール航空）

大人お1人あたりの運賃　（税金を含みます）



＜ご予約＞

・別紙に必要事項をご記入の上E-mail または Faxにて送付をお願いいたします。

・ご予約後手配完了いたしましたら弊社よりご案内書類をお送りさせていただきます。

・お支払いはサービスご利用の1か月前までにお願いいたします。

<キャンセル条件＞

・ホテル/送迎に関しましてはご利用の30日前までは無料にてキャンセル可能です。30日前以降のキャンセルに関しましては払戻はできません。

・カンボジア国内線手配に関しましてはご予約後、座席確保となりましたら1週間以内に発券となります。発券後のキャンセルに関しましては取消料 10,000円（お一人様）なります。

その他、ご不明な点ございましたらお気軽にお問合せください。

株式会社　オーバーシーズネットワーク (東京都知事登録旅行業 3-7381) (営業時間）

マラソンデスク  平日 09:30 ～ 18:00

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7　ハイウェービル7階

Tel : 03-6455-0230  / Fax : 03-6455-0239 / E-mail : info@overseas-network.jp

ご予約のご案内

お問合せ　/　送付先                                                                                           


