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Hanoi city - half day / full day
ハノイ市 ‒ 半日市内観光
半
/ 一日市内観光

Hanoi by night
ハノイ・ナイトツアー

The traditional handicraft village - half day / full day
伝統工芸村の観光 ‒ 一日観光 / 半日観光

The Ancient Pagoda - half day
古寺 ‒ 半日観光

Handicraft village and Ancient Pagoda - full day
工芸村と古寺 ‒ 一日観光

Ha Long Bay (The World Natural Heritage site) – one day
Ha Long 湾 (世界自然遺産) ‒ 一日観光

Ha Long Bay - Overnight on Junk - 2 days/1 night
Ha Long 湾 ‒ ジャンク船で一泊 ‒ 2 泊 /1 日

Mai Chau hill tribe - one day
Mai Chau 村 ‒ 一日観光

Tam Coc – Hoa Lu (Halong Bay on land) - one day
Tam Coc ‒ Hoa Lu (陸のハロン湾) ‒ 一日観光

Van Long - Hoa Lu – one day
Van Long - Hoa Lu ‒ 一日観光

Sapa hill tribe discovery – 5days/4nights
Sapaの少数民族の探検 ‒ 5泊 / 4日

Golf tour - Leisure & sport
ゴルフツアー ‒ Leisure & sport

Hanoi city - half day

Hanoi city - full day

ハノイ市 ‒半日市内観光

ハノイ市 ‒ 一日市内観光

Tour duration: Approx 4 hours
Departure:
8:30am daily
(Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Private

Tour duration: Approx 7 hours
Departure:
8:30am daily
(Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Private

Highlights:
Temple of Literature.
Ho Chi Minh’ s complex (his mausoleum is closed on Mon,
Fri & all afternoon).
Walking and shopping in the Old Quarter of Hanoi.

Highlights:
Temple of Literature.
Ho Chi Minh’ s complex
(his mausoleum is closed on Mon, Fri & all afternoon).
Vietnam Museum of Ethnology (or Fine Art museum,
Army museum etc…).
Lunch with traditional Pho.
Cyclo ride around the Old Quarter of Hanoi (around 1 hour).
Walking and shopping.

Tour includes: Transportation, tour guide, entrance fee, a
bottle of water/pax, traveler’s insurance.
所要時間:
約４時間.
出発時間:
朝8:30 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
見学先:

- 文廟
- ホーチミン廟 (月、金曜日は休館)、
ホーチミンの家、
一柱寺
- ハノイ旧市街での散策とショッピング

Tour includes: Transportation, tour guide, entrance fee,
cyclo ride, lunch with Pho, a bottle of water/pax, traveler’s insurance.
所要時間:
約７時間
出発時間:
朝8:30 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
見学先:

- 文廟.
- ホーチミン廟
（月、金曜日は休館）
、
ホーチミンの家、一柱寺
- ベトナム民族博物館
（或いは美術博物館、軍事歴史博物館…)
- 昼食：ハノイ名物フォー（Pho）.
- シクロに乗って、
ハノイ旧市街を見学（約１時間）、
散策とショッピング。

備考:

ツアー代金には交通費、
ツアーガイド料、
入場料、保険料、
ミネラルウオーター
（お一人様/１本）
が含まれます。

備考：
ツアー代金には、
交通費、
ツアーガイド
料、入場、保険料、
ミネラルウォーター
（お一人様/１
本）
が含まれます。

Hanoi by night
ハノイ・ナイトツアー
Tour duration: Approx 3.5 hours.
Departure:
Around 5pm-8:30pm daily (Departure time
can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Private
Highlight:
Walking around Hoan Kiem Lake and Old Quarter (1 hour) o
r enjoying water puppet show.
Traditional dinner
Taking photos of Ho Chi Minh Mausoleum, Ba Dinh Square...
Shopping (if the guest requests)
Tour includes: Transportation, entrance fee, dinner, tour
guide, a bottle of water/pax, traveler’s insurance.

所要時間:
約 3.5時間.
出発時間:
17:30-20:30 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
観光内容:
- Hoan Kiem湖と旧市街での散策（約１時間）或いは水上人形劇の観賞
- 夕食
- ホーチミン廟とBa Dinh広場での撮影
- ショッピング(ご希望により手配可能)
備考:
ツアー代金には、
交通費、入場券、
ツアーガイド料、夕食、保険料、
ミ
ネラルウォーター（お一人様/１本）
が含まれます。

The traditional handicraft village - half day

The traditional handicraft villages - full day

伝統工芸村の観光‒ 半日観光

伝統工芸村の観光 ‒ 一日観光

Tour duration: Approx 3.5 hours
Departure:
8:00am daily (Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Private
Highlights:

Bat Trang ceramics: Learning the skillful handmade products and shopping.

Tour duration: Approx 8 hours
Departure:
8:00am daily (Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Private
Highlights:

Tour includes: Transportation, tour guide, a bottle of water/pax, traveler’s insurance.
所要時間:
約 3.5 時間
出発時間:
朝8.00 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
見学先::

Tour includes: Transportation, tour guide, entrance fee, local lunch,
a bottle of water/pax, traveler’s insurance.

陶磁器のバチャン村（Bat Trang）: 陶磁器の製造見学とショッピング

備考:
ツアー代金には、交通費、
ツアーガイド料、入場料、保険料、
ミネラルウォーター（お一人様/１本）
が含まれます。

所要時間:
約８時間
出発時間:
朝8:00 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
見学先:

The Ancient Pagoda - half day
古寺 ‒ 半日観光

Tour duration: Approx 3.5 hours
Departure:
8:00am daily
(Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Private
Opt 1:

Thay Pagoda: consisted of 3 sections to dedicate to Buddha.
Tay Phuong Pagoda: 80 famous statues from 18th century.

Opt 2:

But Thap pagoda: Known as Vietnam’s ﬁrst Buddhist center.
Dau pagoda: in the centre of the prominent historical and cultural sites

Tour includes: Transportation, tour guide, entrance fee, a bottle of water/pax, traveler’s insurance.
Note:

Pagoda full day trip is available on the guest’s request.

所要時間:
約3.5 時間
出発時間:
朝8:00 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
Opt 1:

Opt 2:

Bat Trang ceramics & porcelain making village.
Dong Ho folk painting village
Van Phuc silk making village.

- Thay寺: 仏様を祭る古寺.
- Tay Phuong寺: 18世紀に作られた有名な
80個の仏像があります。
- But Thap寺: ベトナム初代の仏教中心地.
- Dau時: 文化、
歴史のシンボルとなっています。

備考:
ツアー代金には、交通費、
ツアーガイド料、
入場料、
保険 料、
ミネラルウォーター（お一人様/１本）
が含まれます。
お客様の要望により、
古寺の一日観光も可能.

- 陶磁器のバチャン村（Bat Trang）
- 版画のドンホー村
（Dong Ho）
- シルクのヴァンフック村（Van Phuc）

備考:
ツアー代金に交通費、
ツアーガイド料、
入場料、
保険料、
ミネラルウォーター（一人様/１本）が含まれています.
す.

Ha Long Bay (The World Natural Heritage site) – one day

Ha Long Bay - Overnight on Junk - 2 days/1 night

Ha Long 湾 (世界自然遺産) ‒ 一日観光

Ha Long 湾 ‒ ジャンク船で一泊 ‒1泊 2日

Tour duration: Approx 10 hours
Departure:
8:00am daily (Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Sharing traditional wooden junk, private car & tour guide.
Highlights:

The most beautiful cave known as Heavenly Palace.
Around 3 hours leisurely cruise.
Fresh seafood lunch on board.

Tour includes: Transportation, boat, seafood lunch, tour guide, entrance
fee, a bottle of water/pax, traveler’s insurance.
所要時間:
約10時間
出発時間:
朝8:00 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: ジャンク船：乗り合い/車とガイドはプライベート.
観光内容:

- 鍾乳洞（天宮洞）
を見学.
- 約３時間のハロン湾クルーズ.
- 船内での新鮮な海鮮料理.

備考:
ツアー代金には、交通費、船の代金、昼食費、
ツアーガイド料、
入場料、保険
料、
ミネラルウォーター（お一人様/１本）
が含まれます。

Tour duration: 2 days.
Departure:
8:00am daily (Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Sharing traditional wooden junk, private car & tour guide.
Highlights:

A luxury junk with comfortable shared twin room.
The mystical scenery of Ha long Bay: Surprise cave.
Swimming in emerald water and admire the sunset (if the weather permits).
Fresh seafood meals on board.

Tour includes: Transportation, overnight on junk, 3 seafood meals plus breakfast, tour guide,
entrance fee, a bottle of water/pax/day, traveler’s insurance.
Note:

2days/1night trip to Ha Long Bay with boat cruise
Overnight at hotel is available on request.

所要時間:
1泊2日
出発時間:
朝8:00 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: ジャンク船：乗り合い/車とガイド：プライベート.
観光内容:

-

高級なジャンク船と船内ツイン部屋宿泊
ハロン湾クルーズ：SUNG SOT鍾乳洞の見学
海水浴と夕日の観賞 (天候によります)
船内での海鮮料理

備考:
ツアー代金には、交通費、船内宿泊費、海鮮料理（３回）、船内朝食、
ツアーガ
イド料、
入場料、保険料、
ミネラルウォーター（お一人様/１本）
が含まれます。

HHandicraft village & Ancient Pagoda - full day
工芸村と古寺 ‒ 一日観光
工

To duration: Approx 7 hours
Tour
D
Departure:
8:00am daily (Departure time can be ﬂexible on your request)
To type:
Tour
Private
H
Highlights:

Bat Trang ceramics village
Dong Ho folk-painting village and But Thap pagoda.

Tour includes: Transportation, tour guide, entrance fee, local lunch,
a bottle of water/pax, traveler’s insurance.

ご希望により、
船内泊からホテル泊への変更も可能です。

所要時間： 約７時間
出発時間:
朝8:00 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
観光内容:

- 陶磁器のバチャン村
（Bat Trang）
- 版画のドンホー村
（Dong Ho）
と ブットタップ寺（But Thap）

備考：
ツアー代金には、交通費、
ツアーガイド料、
入場料、昼食代、保険料、
ミネラル
ウォーター（お一人様/１本）が含まれています。

Mai Chau hill tribe - one day
Mai Chau 村 ‒ 一日観光

Tour duration: Approx 9 hours
Departure:
7:30am daily (Departure time can be ﬂexible on your
ur request)
Tour type:
Private
Highlights:

Leisure at Hoa Binh enroute.
Thai, Muong, Dzao and Mong villages.
Minority lunch. Enjoy Thai’s folk songs and dances
(if available and guest requests).

Tour includes: Transportation, entrance fee, tour guide, local lunch
a bottle of water/pax, traveler’s insurance.
所要時間:
約９時間
出発時間:
朝7:30 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル：プライベート
り）
スケジュール: - マイチャウ村(Mai Chau)への移動（途中トイレ休憩あり）
- Thai, Muong, Dzao, Mong族の村での見学
- 昼食。Thai族の歌と踊りの観賞
（お客様の要望による）
備考:
ツアー代金には、交通費、
ツアーガイド料、
入場料、保 険料、
ミネラルウォー
ター（お一人様/１本）
が含まれます。

Tam Coc – Hoa Lu (Halong Bay on land) - one day
Tam Coc ‒ Hoa Lu (陸のハロン湾) ‒ 一日観光

Tour duration: Approx 9 hours.
Departure:
8:30am daily (Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Private
Highlights: Take a small boat along the village stream and three throughcaves surrounded by vibrant green rice ﬁelds.
Local lunch
Discover Hoa Lu, the ancient capital of Viet Nam
Tour includes: Transportation, boat trip, entrance fee, local lunch,
tour guide, a bottle of water/pax, traveler’s insurance.

Van Long - Hoa Lu – one day
Van Long - Hoa Lu ‒ 一日観光

所要時間:
約9時間
出発時間:
朝8:30 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
観光内容:

Tour duration: Approx 9 hours.
Departure:
8:30am daily (Departure time can be ﬂexible on your request)
Tour type:
Private
Highlight:

Ride a buﬀalo cart around 25 minutes.
Take a bamboo boat cruising at Van Long River (around 1 hour)
Local lunch
Discover Hoa Lu, the ancient capital of Vietnam

Tour includes: Transportation, boat trip, entrance fee, local lunch,
tour guide, a bottle of water/pax, traveler’s insurance.
所要時間:
約9時間
出発時間:
朝8:30 (出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
観光内容:

-

水牛車を約25分程お楽しみ下さい。
Van Long 河を竹船でクルーズ (約１時間)
昼食
ベトナムの古都 Hoa Luを見学

備考：
ツアー代金には、交通費、
ツアーガイド料、
船代、入場券、保険料、
ミネラルウ
ォーター（お一人様/１本）が含まれます。

- 河クルーズ
（三つの鍾乳洞）
.
- 昼食
- ベトナムの古都Hoa Luを見学

備考:
ツアー代金には、交通費、入場料、船の運賃、
ツアーガイ
ド、昼食、保険料、
ミネラルウォーター（お一人様/１本）が含まれます。

Sapa hill tribe discovery – 5days/4nights

Golf tour - Leisure & sport

Sapa の少数民族の探検 ‒ 4泊 5日

ゴルフツアー - Leisure & Sport

Tour duration: 5 days/4nights.
Departure:
8pm daily (Departure time can be changed by train’ schedule)
Tour type:
Private tour, sharing cabin on train

Departure:
Tour type:

Daily (but subject to availability)
Private

Highlights:

1. King‘s Island golf (36 holes)
2. Hanoi Golf Club
3. Tam Dao golf and Resort
4. Chi Linh Star golf
5. Phoenix Golf Resort
6. Dam Vic Golf
7. Van Tri Golf Club

Day 1 :

Pick up at hotel and depart to Lao Cai City.
Overnight on train

Day 2 :

Arrive at Laocai city, transfer to Sapa town by bus.
Check-in hotel, leisure.
Visit Hamrong mountain. Overnight in hotel

Day 3:

Lao Chai –Ta Van villages (H’mong & Dzay ethnic).
Ta Phin village & Red Dzao ethnic. O/N in hotel

Day 4:

Walking tour to Cat Cat‘s valley. Shopping
Back to Lao Cai city. Overnight on train

Day 5:

Arrive in Hanoi city – Back to hotel
el

Note:

Tour‘s schedule and price can be changed
hanged
depending on guest‘s request.

The golf course provides guests with excellent, world-class facilities attended to and serviced by a
highly motivated professional staﬀ.
Tour price & durations: Depending on weekday or weekend and availability of each golf course.
Note: NTD Travel specializes in facilities so please contact our agent for more detail

所要時間:
約半日 / 一日.
出発時間:
朝7:00(出発時間の変更可)
ツアーのスタイル: プライベート
観光内容:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kingʻs Island golf (36 holes)
Hanoi Golf Club
Tam Dao golf and Resort
Chi Linh Star golf
Phoenix Golf Resort
Dam Vic Golf
Van Tri Golf Club

ゴルフコースは世界水準の設備とスタッフにより最高のサービスを提供いたします。
ツアー代金:

所要時間:
4泊5日
出発時間:
午後８:00(出発時間の変更可)
ツアースタイル: プライベート, 列車での部屋はコンビネーション
第一日 :

- ホテル発、列車にてLao Cai市まで移動（車中泊）

第二日 :

- Lao Cai市に着き、
バスにて Sapa市まで移動
- ホテルへチェックイン
- Ham Rong 山の見学。
（ホテル泊）

第三日:

- Lao Chai ‒Ta Van村見学 (Hʼmong & Dzay民族).
- Ta Phin & Red Dzao 村。
（ホテル泊）

第四日:

- Cat Catʻ谷まで散策・ショッピング
- Lao Cai市まで戻り、
列車でハノイに移動（車中泊）

第五日:

- Hanoi 駅に到着後、
ホテルに戻る

ツアーのスケジュール及び料金はお客様の希望により変更可能です。

週末,平日やゴルフコースにより変わります.

Contact us
NTD is your location for short-term and long-term vehicle leases in Hanoi and the surrounding vicinity. NTD is currently a vehicle service provider to hundreds of foreign enterprises and organisations in
Vietnam , and our clients, as always, will enjoy our team’s culture of professionalism and its shared
understanding of the importance of market reputation and developing long term relationships.
Clients will also enjoy the variety of makes, models, and accessories that we are able to oﬀer to clients
with our substantial inventory of vehicles.
NTDは車の手配を行っており、
ハノイ及び周辺における移動にご利用いただけます。
半日から1ヶ月単位の月極めなどお客様のニーズに合わせてご利用期間をお選びいただ
けます。
NTDは現在ベトナム内で多くの外国企業や団体にご利用頂き、
お客様にご満足いただい
ております。
各種ご要望・ご相談承りますので、
お気軽にお問い合わせください。

Head oﬃce: R501 – 502, Building 115 Le Duann str.
Hanoi, Vietnam
Tel:
(84-4) 3 942 5899 – 3 942 5117
Fax:
(84-4) 3 942 1021
Email:
sales@ntdtravel.com.vn
Website:
www.ntdtravel.com.vn
Branch oﬃce: Business Center on 1st ﬂoor – Hotel Nikko Hanoi, 84 Tran Nhan Tong str.,
Hanoi, Vietnam
Tel:
(84-4) 3 941 0078
Fax:
(84-4) 3 941 0076
Email:
businesscenter@ntdtravel.com.vn
businesscenter@hotelnikkohanoi.com.vn

