
Namaste New Experience Nepal 
For Mrs. Yukari Honda 

 

⦿カトマンドゥで Kazue.が直接会ってアテンドを致します。 

⦿由加理さんのための完全オーダーメイドの個人ツアープラン。当日思いついたコトなどご希望に

できる限り柔軟にアレンジを致します。 

 

Chips of Kathmandu Nepal 
ネワール文化が今も息づくカトマンドゥ ネパールの歴史と伝統を感じて下さい 

        

         

 

       
 

         

 

            

ⒸKazue.  

 



Plan-A  04. Aug.2019 Schedule for 1Day Sightseeing (Kathmandu=KTM) 

【ツアーポイント】市内近郊をのんびりローカルに触れながらネパールの歴史と文化にふれる 

    

Date 行先と内容 
移動手段 

料金目安 

観光先 

入場料 
NOTE 

08/02

Fri. 

＊TG319 12:25 KTM 着 

＊世界遺産 KTM ダルバール広場 

16:00 クマリの館にて生き神クマリを見る 

＊旅行者の町タメル地区探索 

 

 

 

(1000Rs) 

Hotel Shanker 滞在 

（ご自身にて観光） 

08/03 

Sat. 

＊Hiking in Nagarkot 

＊日本語学校見学 

＊世界遺産スワヤンブナート 

  

 

(200~300Rs) 

（ご自身にて観光） 

08/04 

Sun. 

 

＊Mountain Flight   （ご自身にて観光） 

◇10:00 Hotel Shanker ロビー待合せ・出発 

◇10:30 パタンの町を探索 

マッラ王朝時代の都の 1 つ『美の町』 

ネワール建築の小路を探索しながら進む 

ゴールデンテンプル参拝など 

●世界遺産パタン・ダルバール広場と博物

館（旧王宮内） 

 

Taxi500Rs 

 

 

 

 

50~100Rs 

1000Rs 

1 日観光アテンド 

（約 8 時間） 

◇昼食 ローカル食堂又はカフェにて  [時価] 

●13:30 世界遺産パシュパティナート 

ネパール最大のヒンドゥー教徒の聖地 

対岸より火葬見学、身近な生と死にふれる 

Taxi700Rs 1000Rs 

●15:30 世界遺産ボダナート 

ネパール最大のチベット仏教ストゥーパ 

チベット仏教寺院のゴンパ内見学 

Local Bus 

25Rs×2 

400Rs 

◇16:30 市内中心部へ移動 

ネパール式人力車（リクシャ）体験 

◇旧市街でローカルのざわめきを楽しむ 

インドラチョーク～アサンマーケット 

ネパール一番のラッシーで小休止 

◇18:00~18:30  Hotel Shanker 前にて解散 

Taxi500Rs 

Rickshaw 

300Rs 

Walk👣 

 

 

 

 

[70Rs］ 

08/05
Mon. 

＊TG320 13:30 KTM 発 

… Thank you for visited Nepal … 

   

 

当日現地で直接お支払い頂く実費 2,050Rs 
(1,300Rs) 

2.500Rs 
飲食は時価 

※実費の移動費と観光先入場料、飲食代はネパール Rs にて当日直接お支払い下さい。 

※世界遺産観光地は Kazue.の入場料は免除されますが、博物館内へ同行希望の場合は Kazue.分も合わ

せてお支払い頂きます。 

※タクシーとリクシャは値段交渉制の為料金が若干前後します。 
※アテンド時の飲食代金は Kazue.分も合わせてお支払い下さい。 

※寺院などでのお布施や献花、献灯料はご気分で直接お支払い下さい。 

ⒸKazue. 

 



Plan-B  04. Aug.2019 Schedule for 1Day Sightseeing (Kathmandu=KTM) 

【ツアーポイント】ギュッと凝縮ちょっぴり駆け足しながらネパールの歴史にふれる 

Date 行先と内容 
移動手段 

料金目安 

観光先 

入場料 
NOTE 

08/02

Fri. 

＊TG319 12:25 KTM 着 

＊旅行者の町タメル地区を探索 

 

 

 

 

Hotel Shanker 滞在 

（ご自身にて観光） 

08/03 

Sat. 

＊Hiking in Nagarkot 

＊日本語学校見学 

  

 

（ご自身にて観光） 

08/04 

Sun. 

 

＊Mountain Flight   （ご自身にて観光） 

◇10:00 Hotel Shanker ロビー待合せ・出発 

●10:30 世界遺産ボダナート 

ネパール最大のチベット仏教ストゥーパ 

チベット仏教寺院のゴンパ内見学 

 

Taxi500Rs 

 

400Rs 

 

1 日観光アテンド 

（約 8 時間） 

◇昼食 ローカル食堂又はカフェにて  [時価] 

●13:00 世界遺産パシュパティナート 

ネパール最大のヒンドゥー教徒の聖地 

対岸より火葬見学、身近な生と死にふれる 

Taxi500Rs 1000Rs 

◇14:30 バサンタプル周辺探索 

ローカルミルクティを体験 

●世界遺産 KTM ダルバール広場 

ハヌマン・ドカ内見学 

16:00 クマリの館で生き神クマリを見る 

Taxi500Rs 

 

 

[30Rs] 

1000Rs 

●17:00 世界遺産スワヤンブナート 

伝説に登場するネパール最古のチベット仏

教ストゥーパ 

カトマンドゥ盆地を一望 

◇18:00~18:30  Hotel Shanker 前にて解散 

Taxi400Rs 

 

 

Taxi600Rs 

200~300Rs 

08/05
Mon. 

＊TG320 13:30 KTM 発 

… Thank you for visited Nepal … 

   

 

当日現地で直接お支払い頂く実費 2,500Rs 2.700Rs 飲食は時価 

※実費の移動費と観光先入場料、飲食代はネパール Rs にて当日直接お支払い下さい。 

※世界遺産観光地は Kazue.の入場料は免除されますが、博物館内へ同行希望の場合は Kazue.分も合わ

せてお支払い頂きます。 

※タクシーとリクシャは値段交渉制の為料金が若干前後します。 
※アテンド時の飲食代金は Kazue.分も合わせてお支払い下さい。 

※寺院などでのお布施や献花、献灯料はご気分で直接お支払い下さい。 

 
 
 

ⒸKazue. 

 

 



【必ずお読みください！】 

【ご提供方法】  

日本人 Kazue.がカトマンドゥで直接会ってサービスをご提供致します。  

 

【サービス料に含むもの】≪Traveloco 機能からの事前決済≫ 

◎観光アテンド料、ツアー旅程プラン作成 

＊上記以外の現地でかかる実費は、当日直接現地にて NPR ネパール・ルピーでお支払い頂きます。 

＊場合により実費のお支払いが US$でのお支払いとなる場合もあります。 

 

【サービス料金に含まないもの】 ≪現地での実費は当日直接お支払い下さい≫ 
◎現地ツアーは基本、タメル地区の主要場所での待ち合わせとなります。 

＊タメル地区にご宿泊の場合は無料にてホテルへ伺います。 

＊その他の地区へご宿泊をされる場合でホテルへのお迎えをご希望の場合はご相談ください。 

別途お見積りを致します。 

◎観光中の移動費（タクシー、チャーター車、ローカルバス、リクシャ…など） 

◎早朝の集合及び夜の帰宅の場合は交通費として別途タクシー代を頂戴いたします。 

＊ネパールではローカルバスが主要交通機関となっており 19:00～07:00 の時間帯はバスの運行が 

ありません。タメル地区～自宅片道 500Rs.を別途現地で直接お支払い下さい。 

◎観光先での入場料 

＊世界遺産観光地や博物館などの入場料 

＊アテンド時の Kazue.分世界遺産入場料は免除されます。 

＊但し博物館などへの同行をご希望の場合は別途入場料をご負担頂きます。 

◎観光先での有料アトラクション 

◎個人的な物品購入や嗜好品、通信料など 

◎観光中の飲食代金 

＊アテンド中はロコの飲食代をご負担下さい。 

＊チャーター車利用時で食事をはさむ場合はドライバー分も合わせてご負担を頂きます。 

◎現地専門ガイド料 

＊ネパール政府の規則により、外国人（私）は観光地ガイドのライセンスを有する事ができません。 

よって、無資格者が観光地でガイドをする事は違法行為となります。 

＊私のサービスは、観光地での簡単な説明と観光スポットにお連れするアテンド（サポート）のみと

させて頂きます。 

＊詳しい専門的なガイドが必要な場合は別途有料にて手配が可能です。ご相談ください。 

◎現地専門ガイドや運転手へのチップ、寺院などでの献花や献灯料お布施など。 
◎海外旅行保険料。現地では加入不可です。必ず日本で出発前にご加入して下さい。 

 

【注意事項】  
◎食物アレルギーをお持ちの場合、後進国ネパールでは十分な対応をする事が不可能です。 

◎サービスのキャンセル料  

Traveloco のキャンセルポリシーに準じます。  

但し、事前予約に必要な予約金支払い完了及び現地手配が完了しているモノに関してはキャンセ

ル料が発生する場合があります。キャンセル料金が発生する予約を入れる際は、事前に詳細をお知

らせ致します。 

◎ユーザー様の理由でプランの観光に参加しなかった又は途中で取りやめた場合の払い戻しはあり

ません。 



 

 

◎海外旅行保険は事前に日本出国前に必ずご自身でご加入してください。  

＊ネパールは貧困後進国で事故賠償能力を有していません。仮に病院を利用した場合、外国人専用の

病院となり高額な医療費が請求されます。  

＊ネパールでは高級店といえども日本の水準に比べると衛生面が低いのが実状です。ご紹介する場

合のローカル食堂についても同様です。度々日本からの知人やトラベロコユーザー様を案内して

いる場所で特にお腹をこわしたと言う報告は受けていませんが、疲労と慣れない土地での慣れな

い食べ物を食するにあたり予期せぬ体調不良を起こす場合も考えられます。  

◎サービス中の事故や体調不良などについては個人サービスの特性上、私は一切の賠償責任を負う

事ができません。サービス内容の参加については自己責任とし、海外旅行リスクやサービスの参加

について十分ご検討下さい。 

◎守秘義務についてはネパールの法律に準じます。サービスの提供中、ユーザー様に万が一の事があ

った場合や日本大使館及びネパール政府各機関から正当な要請があった場合には、必要に応じて

ユーザー様の個人情報を開示し身の安全及び確認を行う事とします。 

◎当日の行程は道路事情や突発的なバンタ（ストライキ）、天候によって変更する場合があります。 

 

【その他】 

プラン内容についてのご質問、ご不明な点などがありましたらお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazue Nishino Pradhan  

 

ⒸKazue. 

 


