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こんにちは、ナマステ。 

ユネスコによる世界遺産リストにネパールの 4つの施設（場所）が登録されているのをご存知ですか。

自然遺産部門ではチトワン国立公園とサガルマタ国立公園、文化遺産部門ではカトマンズ渓谷（７つの

サイトが一つに纏まれている）とルンビニ・ブッダ卿の発祥の地があります。こちらの 10日間ツアーは

これら世界遺産を中心に計画したものであございます。 

 

初日 

⚫ カトマンズに到着 

⚫ ホテルに移動し、一夜泊まり 

 

2日目 

⚫ 首都カトマンズ市の観光 

①カトマンズダルバール広場 

 ダルバールとはネパール語で「宮廷」とか「王宮」といった意味である。従って、ダルバール

広場とは、王宮広場ということになる。昔の王宮なので、「旧王宮広場」とも呼ばれている。    

カトマンズ盆地のカトマンズ、バグダプル、パタンの三カ所にダルバール広場があり、三つとも

世界遺産。カトマンズ盆地の三カ国分立時代の名残である。 

 ところが、広場と言っても、北京の天安門広場やモスクワの赤の広場のようなだだっ広い広場

とは全く違う。普通の生活道路を少しだけ広くしたようなものである。その脇に寺院や王宮がさ

りげなく建てられている。 

 

②スワヤンブナート 

 ネパールの首都カトマンズは神々が住む町として古くから崇められ、多くの仏教徒がネパール

最古の仏教寺院である“スワヤンブナート”を訪れる。この寺院には猿がとても多く、通称“モ

ンキーテンプル”とも言われている。世界遺産にも登録されているスワヤンブナート。とても厳

かでそれでいながら素朴なネパールらしさを感じられるこの寺院で多くの猿と出会う旅になる。 

 

③バウダナート／バウダナート 

 ボーダナートは、カトマンズの中心部から東へ約 7キロ程のところにある世界最大の仏塔を持

つ仏教寺院である。ボーダナートでは朝晩、たくさんの人々が時計回りの方向に仏塔の周囲をま

わりながら、参拝する様子を見ることが出来る。ボーダナートを参拝するときは、仏塔のまわり

にある大きな壁に沿って参拝する方法と、この壁の中に入って、より仏塔に近い位置を一周しな

がら参拝する方法がある。壁に沿って一周する方法で参拝するときは、壁に設置されたマニ車と

呼ばれるものを、回しながら参拝するとよりいいと言われている。 

 

 10日間ツアープラン②：スタンダード 
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④パシュパティナート 

 ネパール最大のヒンドゥー教寺院でありシヴァ神を祭るこのパシュパティナートは、バグマテ

ィ川の川岸に建っている。インド亜大陸 4大シヴァ寺院にも数えられ、1979年世界遺産に登録さ

れた「カトマンズ盆地」の主要な構成要素の一つでもある。 

バグマティ川は名高いガンジス川の支流であり、「聖なる川」とされヒンドゥー教徒の沐浴の場

でもある。水質は決して綺麗とは言えないが、聖地パシュパティナートを流れるにふさわしいヒ

ンドゥー教徒に愛される川である。 

 

⚫ ナガルコートに移動し、ホテルに一夜泊まり 

ナガルコート（Nagarkot）は、ネパールの首都カトマンズから約 35㎞東方の海抜 2100mの山

地の村。ヒマラヤの展望台としてサランコートとともに知られる。東にヒマラヤ山脈を望み、エ

ヴェレストからさらに東の山脈までが一望できる。正面にはランタン・ジュガール山群が大きく

見え、さらにポカラの北方にそびえるアンナプルナ山群まで遠望できる。徒歩で 1時間のマハデ

ブポカリ山頂のヴィユータワー（View Tower）という展望台からはさらに展望がきき、南方にイ

ンド平原へ至る山並みが眺望できる。特に早朝に刻々と色を変えるヒマラヤの展望が美しい。 

 

3日目 

⚫ ホテルで朝食 

⚫ 日の出景観 

⚫ カトマンズに戻り、ポカラへドライブ 

⚫ ホテル/宿舎で一夜泊まり 

 

4日目 

⚫ ホテル/宿舎で朝食 

⚫ ポカラ市の観光（半日間～前半） 

カトマンズより西へ 200kmのところに、ポカラがある。「ポカラ」という地名はネパール語の

「ポカリ（湖）」という言葉から来ており、その名の通りアンナプルナ氷河を水源とするフェワ湖、

ベグナス湖、ルパ湖の美しい湖沼群を持つ町である。標高は海抜 827ｍとカトマンズに比べると

低いため、気候もカトマンズより温暖である。この標高の低い町のすぐ近くに 8,000ｍ級の山々

がそびえているため、世界でもまれな景観を誇っている。マチャプチャレ（6,993m）はフェワ湖

からわずか 28kmで、その間には他の山はありません。低地にいながら目の前に迫るヒマラヤの

山々を見ることが出来るのは、この町ならではの贅沢。トレッキングに出かける人々の拠点の町

としてだけでなく、湖のほとりでヒマラヤの山々を眺め、リラックスできるリゾート地としても

人気のある場所である。 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E6%8A%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%95%E6%9C%9B%E5%8F%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%B1%B1%E7%BE%A4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%82%AB%E3%83%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%8A
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%9E%E3%83%8F%E3%83%87%E3%83%96%E3%83%9D%E3%82%AB%E3%83%AA&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%9E%E3%83%8F%E3%83%87%E3%83%96%E3%83%9D%E3%82%AB%E3%83%AA&action=edit&redlink=1
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①フェワ湖（1時間ボーティング） 

ネパールで２番目に大きな湖で、ポカラの観光の中心地である。ボートをこいだり、ヒマラヤ

を眺めたりしながらゆったりとした時間を過ごすことができるでしょう。湖の真ん中にはバラヒ

寺院があり、ボートに乗って訪れることができます。天気がよければ湖に映るヒマラヤの山々を

楽しむことができる。湖の東側はレイクサイド、またはバイダムといわれる場所で、人気のツー

リストエリアとなっている。 

 

②インターナショナル・マウンテン・ミュージアム（国際山岳博物館） 

 毎年 7万人以上の国内外の観光客が国際山岳博物館（IMM）を訪れている。 IMMは世界中の

山岳登山に関連する過去および現在の動向の記録や文書を展示する。 博物館には 3 つの主要展

示ホールがあります：グレートヒマラヤの殿堂 (Hall of Great Himalayas)、名声の殿堂（Hall of 

Fame）と世界山の殿堂（Hall of World Mountains）。博物館の内部には有名な山岳、有名な登山

者、民族、山岳民族の文化や生活様式、動植物とその地理学などに関する提示物が揃っており、

ネパールの伝統的な文化やネパール人の価値観を表現しようとしている。 

参考：http://www.internationalmountainmuseum.org/ 

 

⚫ ジョムソム/ジョムソンへ移動 

 標高 2,710ｍ、空港があるカリ・ガンダキ川沿いの町。空港を中心にゲストハウスやロッジが

あり、ここからムスタン方面へトレッキングに行くトレッカーとポカラ方面へ向かうトレッカー・

観光客、聖地ムクティナートへ向かうトレッカー・巡礼者に分かれる。 

ジョムソン街道はかつて、チベットとの交易路として使われた道で、現在も道沿いに石造りの

風情ある村が点在している。 現在は天候に左右されやすい航空機だけでなく、自動車道もポカラ

からジョムソンまでほぼ開通し、少しずつ変わりは始めた。ジョムソンからマルファ、トゥクチ

ェ、ナウリコットにかけてはニルギリ連邦、ダウラギリ峰(8,167m)を望む展望地がある。 

 

⚫ ホテル/宿舎で一夜泊まり 

 

5日目 

⚫ ホテルで朝食 

⚫ ムクティナートへドライブ 

アンナプルナ地域で人気のあるコースの一つ。ポカラの北に位置し、ムスタンやチベット高原

への玄関口である。大自然の美しさと、ヒンドゥー教と仏教、両方の聖地であるムクティナート、

アンナプルナⅠ～Ⅳ、ダウラギリ、ニリギリ、ヒウンチュリなどの山々、また、バフン族やチェ

トリ族、タカリ族などの様々な民族と文化の融合など、多様な見どころを備えている。天然温泉

や、アンナプルナ連峰のビューポイント、聖地ムクティナート、チベットを思い起こす村々を訪

れる。 

http://www.internationalmountainmuseum.org/
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ムクティナート寺院の訪問 

 「ムクティ」は「救いまたは涅槃」を意味し、「ナート」」は「神またはマスター」を意味する。

要するに、ムクティナートとは、救いの神/涅槃の主のことであり、あらゆる煩悩を滅尽してちょ

うだいとお参りに訪ねられるお寺である。 

 

⚫ ポカラへ戻る 

⚫ 一夜泊まり 

 

6日目 

⚫ ホテルで朝食 

⚫ ポカラ市の観光（半日間～後半） 

①平和塔 

 フェワ湖南方の丘にポツンと見える白いストゥーパが日本山妙法寺である。標高 1113m の丘

にあるこの場所は、既にサランコットには行ってしまった方におすすめの展望地である。 日本山

妙法寺大僧伽は日蓮系の宗教団体で、世界各地で平和運動を展開し、ここポカラにも平和を祈る

仏塔、世界平和塔が建立された。 ここからの景色はすばらしく、眼下にポカラの町とフェワ湖の

青、そしてアンナプルナ山群を一望することができる。開館時間が決まっているため、夕日や夜

明けの時間には入れないが、お天気のよい日に足を伸ばすと良いでしょう。ラニバンの丘からの

ハイキングやフェワ湖畔までの下りハイキングも可能である。 

 

②デイビス／デイヴィス滝 

水は底に達すると地下トンネルを形成する。このトンネルは、約 500フィート（150 m）の長

さで地面から 100フィート（30 m）下にある。 1961年 7月 31日、スイスの「デイヴィ」カッ

プルは泳ぎに行ったが、女性は洪水で溺れ流されたという。彼女の遺体は 3日後に近くの川で見

つかったそうである。それを切っ掛けに、「デイヴィが落ちた滝」つまり、「Davi’s Falls 」と呼

び始めたという。ネパールの名前はパタレ・チャンゴであり、これは「地下の滝」と意味である。

ここはネパールで最も訪問される観光スポットの一つである。 

 

③グプテシュワール・マハデブ洞窟 

 ポケラのグプテシュワールマハデブ洞窟は、デイヴィス滝の陥落が起こる洞窟である。デイヴ

ィス滝から道を渡った辺りにある、渦巻きの階段がグプテシュワールマハデブ洞窟の入り口に繋

がる。洞窟に入ると、水が滴り落ちる壁があり、洞窟の周りの道が光の列で照らされている。約

40m先に入ると、シヴァ卿の像を見ることができる。2人の地元の人が誤って洞窟を横断したと

きに発見されたという。この像は、ヒンドゥー教徒によれば、特定の日にはかなりの数の信者が

集まる、重要で神聖なものとみなされている。洞窟向かい側に到達するには、地下の岩を切り崩

して作った道を歩く。向かっていく途中でいくつかのセクションは通り抜くのが適度に難しくて

も非常に興味深い。岩の形成と、洞窟のあらゆる点から水が垂れ落ちるという事実は正に面白い。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%A9%E6%82%A9
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⚫ ルンビ二に移動 

⚫ ホテルで一夜泊まり 

 

7日目 

⚫ ホテルで朝食 

⚫ ルンビ二市の観光（仏陀の生家） 

世界遺産ルンビニは、ネパールの南部タライ平原にある小さな村。インドとの国境沿いにある

街で、10km も行くとインドになる。ここはブッダの生誕地として世界中から多くの人が押し寄

せる聖地であり、また世界遺産に登録されているネパールの有名な観光スポットである。 

 なぜルンビニがブッダの生まれた場所だと分かったかというと、ここからアショーカ王の石柱

が発見されたからである。仏教を保護したアショーカ王は、紀元前 250年にルンビニに石柱を建

て、「ここがブッダの生誕の地である」という碑文を刻んでいる。このことによって、それまで伝

説上の人物とも思われていたブッダが、実在の人物であることが証明されたのである。 

 現在世界遺産ルンビニの町は、日本人建築家丹下健三氏のマスタープランに従って、大規模な

整備が進められている。丹下氏は都庁やフジテレビなども設計した人。僧院や聖園などを作り、

世界遺産の聖地として一大観光地になると言われている。 

①異なる国々を代表する修道院 

ブッダ生誕地であるルンビニ（Lumbini）の仏教の聖地とされる「ルンビニガーデン（Lumbini 

Garden）」は 1997 年にユネスコ世界遺産に登録されており、世界中から仏教徒たちが心の安ら

ぎと平和を求めて巡礼に訪れる。広大な敷地内には、ブッダの生誕地を記念して建てられた「マ

ヤデヴィ寺院（Maya Devi Temple）マーヤー聖堂」のある聖園をはじめ、世界各国の仏教寺院

（世界 15ヶ国 22の寺院）が点在する「寺院地区（Monastic Zone）」、ホテルが立ち並ぶ「新ル

ンビニ村（New Lumbini Village）」と 3 つのエリアに分かれています。ルンビニガーデンは、

様々な考古学者たちの発掘の下、1970年に巡礼と観光地を目的とするセンターとして開発するた

めに、国際委員会が発足。以後、開発が進む中、1985年にはルンビニ開発公団も設置され、日本

人建築家で都市計画家の「丹下健三」氏のデザインしたマスタープランに従い、各国寺院の建設

が進められ現在に至る。 

  

②平和塔 

 群衆の退屈から離れて平和を探し求めるいなら、最適な場所はルンビ二の世界平和塔である。

ポカラの平和塔とそっくりかもしれないが、仏陀の誕生場所に位置し、汚染のないという環境か

らして一味違う雰囲気を与えてくれる。 

第二次世界大戦以来建造された平和塔はすべて、日本の仏教僧であり日本新仏法秩序の創始者

である藤井日出（1885-1985）の指導のもとに建設された。彼は 1931年のマハトマ・ガンジーと

の出会いで大きな影響を受け、非暴力の促進に人生を捧げることに決めたという。 1947 年、彼

https://www.tangeweb.com/
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は世界平和を願い込めて平和塔を建設し始めた。 

 

③アショーカ王柱 

アショーカ王柱は、ルンビニが仏陀の出生地である事実の重要な証拠である。柱には紀元前 249

年頃に書かれたアショーカの碑文がある。「神の愛されたアショーカ王は、二十年間奉献したとこ

ろ、釈迦牟尼仏が生まれた場所にご自身で迎え、石の囲いと石柱を立てた。お釈迦が生まれたル

ンビ二村であるからこそ、この村の税金を免除し、穀物貢献を１/８に固定した。」と彫られてい

るそうである。 

 

⚫ チトワンへ移動 

⚫ ホテルに一夜泊まり 

 

8日目 

⚫ ホテルで朝食 

⚫ チトワン観光 

①チトワン国立公園 

ネパールには国立公園が７ヶ所、野生生物保護区が３ヶ所、狩猟保護区が１ヶ所あり、国土の

約８％にあたる広大な地域が自然保護区となっている。チトワン国立公園はそのうちの一つで、

タライ平原にある。チトワン国立公園は非常に広大で東西 80km、南北 23km にも及んでいる。 

チトワン国立公園以外にも、西ネパールにバルディア国立公園があるが、チトワンの方が手軽に

行くことができ、手軽にジャングルでのアクティビティを楽しめるため、国内外から非常に人気

の高い観光地となっている。 また、2013 年にはネパールに生息するベンガルタイガーが増加し

たとの嬉しいニュースがあった（2009年に 121頭確認されたものが 198頭に）。ベンガルタイガ

ーは見ることが非常に難しいが、運よく観察できたツーリストもいる。  

 エレファントサファリはチトワンでの代表的なサファリである。インド象の背に乗ってジャン

グルに分け入るサファリ。ジャングル内に入ると、目標は一角のインドサイ（ネパール語：ガイ

ダ）です。草の丈が高いので、草がゴソゴソと動く。この動きを象使い、レンジャーは見逃さな

い。ゴソゴソと動く草に向かって象を進めると、サイが姿を現す。子サイはさらに小さいので、

草の間から一部が見える感じである。草の丈の低いところであれば、よく見えるが、こちらの思

うように顔（角）を向けてはくれずに、お尻ばかりを見せることが多いようである。 

 

②タル村 

 インドから移住してきたタル族の村では、独特な竹土壁建築の居住空間があり、外壁には綺麗

な絵柄が書かれ、文化雰囲気が濃い民族といわれる。牛やヤギなどの家畜を飼い、昔ながらの手

作業での農作業を行う姿を見られる。町の中心にはソウラハ・タルー・カルチャー・ハウスとい

う劇場があり、タル族のダンスが上演される。特に男性のスティックダンスはリズミカルで、器

用にスティックを操らなければならないという。 



 

 
株式会社 KANTIPUR|東京都江東区東砂 7－10－12 2階 | 電話: (+81)03-6666-2600 

メール：info@kantipurprivatelimited.com | www.kantipurprivatelimited.com/ 

株式会社 KANTIPUR によるツアープランご紹介 

 

（株式会社カンティプル）                                        （ルンビ二・ホリデーズ・ツアー・アンド・トラベル） 

 

7 

 

③象の繁殖センター（エレファント・ブリーディング・センター） 

もう一か所人気があるのはゾウさんの繁殖所となっているエレファント・ブリーディング・セ

ンターElephant Breeding Center。朝、夕方に行くとたくさんのゾウ、時期によってはゾウの赤

ちゃんや子供がいる。野生のゾウの雄は、ここにいる雌を目当てに付近の森を徘徊しているそう

である。 

 

⚫ （夕方）タル族の文化イベント 

⚫ ホテルで一夜泊まり 

 

9日目 

⚫ ホテルで朝食 

⚫ カトマンズに移動 

⚫ タメルで夜遊び 

ネパールの首都、カトマンズに宿泊しようと思ったら真っ先に選びたい場所がタメル地区。タ

メル地区とは、ネパールの首都カトマンズの中心部にある国際的な観光拠点である。ネパールの

雑多な雰囲気を満喫できるインターナショナルなツーリストスポットになっている。東京では該

当する場所が見当たりないが、あえていえば六本木と原宿を足して 2で割った上に、上野のアメ

横の雰囲気をトッピングしたような場所。 

 日本からはもちろん、ヨーロッパや北米などから来た観光客・バックパッカーが集まる場所で、

ネパール独自の文化と先進諸国の雰囲気が混在したエネルギッシュなスポットになっている。 

 

⚫ ホテルで一夜泊まり 

 

10日目 

⚫ ホテルで朝食 

⚫ 自由時間（出発まで） 

⚫ 空港へ向かう（日本へ出発）  

http://www.saiyu.co.jp/blog/wildlife/?tag=%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
http://www.saiyu.co.jp/blog/wildlife/?tag=%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
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インクルージョン（含まれている項目）： 

⚫ 毎日の朝食 

⚫ A / Cジープ（乗り物）による移動 

⚫ ダブルルーム 

⚫ カトマンズの 2泊の宿泊料 (Nepali Ghar Hotel, Kathmandu) 

⚫ ナガルコートの 1泊の宿泊料 (Hotel Country Villa, Nagarkot) 

⚫ ジョムソムの 1泊の宿泊料 (Hotel Grand Shambala, Jomsom) 

⚫ ポカラの 2泊の宿泊料 (Hotel Iceland, Pokhara) 

⚫ ルンビニの 1泊の宿泊料 (Hotel Sara Shree, Lumbini) 

⚫ チトワンの 2泊の宿泊料 (Hotel Landmark Forest Park, Chitwan) 

⚫ チトワンでのランチとディナー 

 

エクスクルージョン（含まれていない項目）： 

⚫ 観光名所の入場料 

⚫ 酒飲料およびミネラルウォーター（水飲料） 

⚫ 個人的な自然経費 

 

ツアーの費用： 

⚫ 一人につき$ 2325 

 

その他の情報： 

⚫ ランチとディナーはチトワン以外では自払い 

⚫ ご自分に必要な許可等 
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Nepali Ghar Hotel, Kathmandu 

https://www.nepaligharhotel.com/  

Hotel Country Villa, Nagarkot 

http://www.hotelcountryvilla.com/ 

 

  

Hotel Grand Shambala, Jomsom  

http://grandshambala.com/ 

Hotel Iceland, Pokhara 

http://hotelicelandpokhara.com/ 

 

 

 

Hotel Sara Shree, Lumbini 

https://www.facebook.com/pages/category/Hotel-

Resort/HOTEL-SARA-SHREE-Pvtltd-1120432291344062/ 

Hotel Landmark Forest Park, Chitwan 

https://www.landmarkforest.com/  

 

https://www.nepaligharhotel.com/
http://www.hotelcountryvilla.com/
http://grandshambala.com/
http://hotelicelandpokhara.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel-Resort/HOTEL-SARA-SHREE-Pvtltd-1120432291344062/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel-Resort/HOTEL-SARA-SHREE-Pvtltd-1120432291344062/
https://www.landmarkforest.com/

