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2021 年     11 月 19 日（金）～20 日（土） or 11 月 20 日（土）～21 日（日） 
チェンマイの北方郊外にあるメーリムにて開催される Sky's Lantern Festival。 

コムロイとは“熱気球を打ち上げる”の意味で、陰暦 12 月の満月の日を中心に開催される仏教のお祭りです。 

今日では、ブッダに感謝の気持ちを捧げ、コムロイを空に放つ行事が一躍有名になりました。 

今やイベントが有名になりすぎて、個人でのチケットは入手困難なほどです。 

是非年に一度の幻想的、且つ感動的な一大イベントを体験してみましょう。 

ご旅程 
日付 時間 日程 食事 

11/19 

（金） 

11/20 

（土） 

07：25～10：15 頃 

08：45～11：35 頃 

午後 

 

15：30～16：30 頃 

17：30～18：00 頃 

 

19：30 

20：00 

20：30 頃 

タイスマイル航空 にてバンコク(スワンナプーム)発 

チェンマイ着 日本語ガイドがお出迎え ホテルへお送り致します 

ホテル着後フリー 

ホテルチェックインは 14：00 頃となります（当日の状況により変動） 

ホテル発 フェスティバル会場へ移動（40 分程度 渋滞状況により変動） 

会場着 【ノーザンスタディセンター】 

ローカル屋台での軽食や伝統舞踊などを鑑賞しながらお楽しみ下さい 

僧侶の読経、瞑想 

コムロイを一斉に夜空に放ちます 感動の光景が拡がります 

イベント終了 ホテルへお送り致します 

≪チェンマイ泊≫ 

－ 

－ 

夕食

(軽食) 

11/20 

（土） 

11/21 

（日） 

 

 

 

午後 

14：50～17：10 頃 

16：15～18：35 頃 

ホテルにてご朝食 

ご出発までフリー ホテルチェックアウトは 12：00 となります 

※各種オプショナルツアーをご用意しております（要事前予約） 

フライトにあわせて空港へお送りします 

タイスマイル航空 にてチェンマイ発 

バンコク(スワンナプーム)着 

朝食 

－ 

－ 

 

ご利用ホテルメリディアン / デラックスルーム チェンマイのトップクラスホテル ナイトバザール至近 

      ドゥワンタワン / デラックスルーム ナイトバザール近くのモダンなホテル 
※1 部屋最大人数は、大人 3 名 または 大人 2 名＋子供 2 名 
※ベッドタイプ(ツイン/ダブル)のリクエスト可。但し、事前の確約はお受け出来ません。ホテルチェックイン時の状況次第となります。 
 
ご旅行代金   空港税 200 バーツは別途徴収となります（大人・子供同一） 

コムロイツアー 
大人（12 歳以上） 

ツイン/ダブル or トリプル 

大人（12 歳以上） 

シングル 
子供（2～11 歳） 

エキストラベッド 

子供（２～11 歳） 

ベッドなし 
幼児（０～１歳） 

ベッドなし 

Meridien ご宿泊 20,900 バーツ 24,900 バーツ 15,900 バーツ 14,900 バーツ 
3,000 バーツ 

Duangtawan ご宿泊 18,200 バーツ 20,200 バーツ 15,200 バーツ 14,200 バーツ 
※タイスマイル航空エコノミー「B」クラスご利用。「B」クラスが満席の場合は航空券代金の差額を申し受けます。 

 

ご旅行条件及び注意事項 ご予約前に必ず一読ください 

 

 

 

 

 

 

 

１．ご旅行代金に含まれるもの：エコノミークラス往復航空券、宿泊代金(朝食込)、現地送迎(日本語ガイド)、イベント入場料&コムロイ(軽食含む)。 

  ※上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されない場合も払い戻しはいたしません。 
２．ご旅行代金に含まれないもの：前項の他は含まれません。(バンコク空港への送迎、空港税、航空機の超過手荷物料金、旅程表以外の飲食、その他個人的な雑費など） 

３．お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、弊社へのキャンセル料として下記を申し受けます。催行中止の場合は取扱い手数料として下記を申し受けます。 

 キャンセル料 （お一人様あた

り 大人・子供同額） 

４．天災地変・戦乱・運送

機関のストライキ・日本又は外国官公署の命令、その他弊社の管理できない事由が生じた場合、旅行日程・内容を変更又は実施を取りやめることがあります。 

５．お客様が次に例示する事由により、損害を被られた場合においては責任を負いかねますのでご了承下さい。 

①天災地変・戦乱・暴動・ストライキ、またはこれらのために生じる旅行の日程変更・中止。②運送・宿泊機関などの事故・火災、またはこれらのために生じる旅行の

日程変更・中止。③日本又は外国官公署の命令・外国の出入国規制・伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行の日程変更・中止④自由行動中の事故。⑤食中

毒。⑥盗難。⑦運送機関の遅延・不通・スケジュールの変更など、またはこれらのために生じる旅行の日程変更・中止。 

 

シンダイ シーロム店 (スリウォン通り サップ交差点角 サイサムットビル 14 階) 
Tel: 0-2026-5000 Fax: 0-2236-6960 Email: silom@shindai.co.th 

～8 月 31 日まで 9 月 1 日～9 月 14 日 9 月 15 日～9 月 30 日 10 月 1 日～  9月1日～催行中止となった際の取扱い手数料 

無料 5,000 バーツ 12,000 バーツ ご旅行代金全額  3,000 バーツ（全額集金後は差額ご返金） 

大人気ツアー 

開催決定 

ご予約はお早めに 
 

*上記ご旅程は、飛行機のスケジュール変更・遅延、道路渋滞等、やむをえない事情により変わることがございますので予めご了承下さい。 

*イベントは主催元の急な事情やコロナウィルスの状況によって中止となる場合が御座います。ツアー催行中止の場合は取扱い手数料を申し受けます。 

*火気を扱うイベントになりますので、十分ご注意の上ご参加ください。火傷や怪我をされた場合、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。 
*イベントは神聖な仏教行事のため、会場内での飲酒やアルコール類、タバコ、火器類危険物等の持ち込み、露出度の高い服装はご遠慮ください。 

*宗教イベントのため、露出度の高い服装(タンクトップ、短パン、ミニスカート、ビーチサンダル)はお控え下さい。 

安心の日本語ガイド付き 



オプショナルツアー（要事前予約・混載）

11 月 20 日午前発半日ツアー 

ツアー名 チェンマイ市内寺院ツアー

料金 大人 1,500 バーツ / 子供 1,000 バーツ（大人 2 名様以上の同伴で適用） 

料金に含まれるもの 日本語ガイド 送迎 入場料 

催行時間 約 2 時間 

内容 ワットプラシン ワットチェディルアン ワットチェンマンなど

ツアー名 ドイステープとメオ族の村ツアー 

料金 大人 1,700 バーツ / 子供 1,200 バーツ（大人 2 名様以上の同伴で適用） 

料金に含まれるもの 日本語ガイド 送迎 入場料 

催行時間 約 3 時間半 

内容 チェンマイの名刹ドイステープ 山岳少数民族メオ族の村

ツアー名 メーサ象キャンプとラン園ツアー

料金 大人 1,600 バーツ / 子供 1,150 バーツ（大人 2 名様以上の同伴で適用） 

料金に含まれるもの 日本語ガイド 送迎 入場料 （象乗り体験とショーは再開しておりません） 

催行時間 約 2 時間半 

内容 メーサ象キャンプ ラン園

ツアー名 洞窟寺院と北タイ雑貨ショッピングツアー 

料金 大人 1,300 バーツ / 子供 950 バーツ（大人 2 名様以上の同伴で適用） 

料金に含まれるもの 日本語ガイド 送迎 入場料 

催行時間 約 2 時間半 

内容 洞窟寺院ワットウモーン おしゃれ雑貨が目白押しバーンカーンワット 

ツアー名 お花畑で写真撮影ツアー 

料金 大人 1,600 バーツ / 子供 1,150 バーツ（大人 2 名様以上の同伴で適用） 

料金に含まれるもの 日本語ガイド 送迎 入場料 

催行時間 約 2 時間半 

内容 メーリム地区のお花畑へご案内 インスタ映え間違いなし

※オプショナルツアー1 名様参加の場合はお問い合わせ下さい

※お子様料金の適用は 2-11 歳までとなります（0-1 歳は無料）

シンダイ シーロム店 (スリウォン通り サップ交差点角 サイサムットビル 14 階)

Tel: 0-2026-5000 Fax: 0-2236-6960 Email: silom@shindai.co.th 

ご予約はこちらから

https://www.shindai.co.th/form-booking/tour-sd_komroy.shtml

	
	Shindai Fes4tival Tour 2021




