
ベトナムの首都・古都ハノイへ、世界遺産・絶景ハロン湾を行く優雅な船旅。
イベントでは無理だと思われていたまるまる1日ずっと一緒のクルーズが実現！
「海の桂林」と称される世界遺産ハロン湾の神秘的風景は迫力満点。船上はまさに
ホテル。夕日と朝日を世界遺産の真ん中で体験。湾内の遺産や水上の村を訪ねた
り、べトナム料理やシーフードディナーを楽しんだり、夕日も朝日も世界遺産に抱
かれて一緒にすごす船旅なのです。2 ショットタイムやグループタイムはぜーん
ぶ海の上のホテルで実施予定です。記念写真もたくさんとりましょう。そのぐらい
ゆったり一緒にくつろげるのです。
オプショナルツアーも 2 つ準備しています。4 泊 5 日コースなら両方参加しても
フリータイムが取れる日程。3泊 4日は、オプショナルツアーに参加すると、ほぼ
ずっとクロダと一緒という感じのスケジュールになります。実施するイベント内
容は両方とも同じ。

　　　　
　　　　Check Point���今回のステイ先の「Sofitel Plaza Ha Noi　ソフィテルプラザハノイ」
は、オールドタウンからタクシーで 5分。タイ湖畔に建つ五つ星リゾート。旅の疲れを癒すの
にはぴったりです。町の活気と静まる湖畔。両方を楽しめるように選びました。

Check Point���オプショナルツアーは、２つ。ベトナム北部の伝統芸能・水上人形劇を
みてベトナム料理に舌鼓をうつツアーと、とってもかわいらしいバッチャン焼き陶器の村を
訪ねるツアー。市内よりお安く本物のバッチャン焼きをゲットできるチャンス。自分用にもお
土産にも素敵★

Check Point���今回の目玉はハロン湾宿泊クルーズ。乗船から下船まで 23 時間。ホテ
ルのような船といっても最大でも 30室程の客船なので、全部一緒に体験する 1日なのです。

Check Point���短い冬の時期となる 2 月は涼しくて乾季で過ごしやすいシーズン。東
京の５月や 11 月上旬ぐらいとのこと。日中は過ごしやすく夜は冷え込む日も。船上でもデッ
キに出て星空も見上げたい！ 日本からもっていったコートやパーカーを出せるようにして
おきましょう！足場が悪いところもあるようなので歩きやすい靴も！

Check Point���朝羽田を発って昼過ぎにハノイ着。帰りは午後に現地発夜羽田着。今ツ
アーの立役者はこのエアースケジュールかもしれません。それにバレンタインデーをたっぷ
り一緒にすごせるツアーは、実は初めて！ちょっと特別な気分ですね☆

Event-1　一緒に観光
Event-2　グループご飯
Event-3　夕日・星空・朝日を一緒に

Event-4　2ショットタイム
Event-5　記念撮影
                ★Optional tours

※非会員の方には＋5000 円にて会員権 1年を進呈します。

2/13　 出発▶2/16　 帰国 
　　　　F66 会員価格　218,000 円

2/12　 出発▶2/16　 帰国 
　　　　F66 会員価格　228,000 円

3泊
 4日

4泊
 5日

（月）

（月）

（金）

（木）

締切：2014年 12月24日（水）
お申し込み詳細は、裏面をご確認ください。

WEBでも受付中�http://www.kk-kanko.com/kuroda2015/
旅行企画募集�フォーサイト tel.03-5283-2102
協力�黒田倫弘オフィシャルファンクラブ”FANTOM66”

Thrill VacancesHanoi Vietnam
KURODA MICHIHIROThrill VacancesHanoi Vietnam
KURODA MICHIHIRO

自然の奇跡とフレンチレトロタウン満喫の美味しい欲張りツアー
世界遺産ハロン湾をクロダと一緒にお泊まりバレンタインクルーズ
Thrill Vacanecs HaNoi Vietnam!

自然の奇跡とフレンチレトロタウン満喫の美味しい欲張りツアー
世界遺産ハロン湾をクロダと一緒にお泊まりバレンタインクルーズ
Thrill Vacanecs HaNoi Vietnam!
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(䖵印をつけて下さい) ※但しご希望に添えない場合がございます。
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