
墜此血貿7・′－

65，800円－144，800円
くプラン〉ホーチミン4日間くフリープラン〉／スタンダードクラスホテル2名1室利用、チャイナエアライン、エコノミークラス席利用の場合

※国内空港施設使用料および海外空港諸税が必要となります。

海外へ
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魅惑のアジアンシティへ。航空会社やホテルを選んで自分スタイルの旅をJ

リーズナブルなホテルから、ラグジュアリーホテルまで

多彩なホテルをラインナップ。

阜くプラン〉バンコク…………………………濁るホテル

㊥くプラン〉チェンマイ＆バンコク…………・＝5蕗テル

尊くプラン〉ホーチミン…………………………8ホテ粘

く＞くプラン〉ハノイ………………………………・患ホ矛地

◆もっと気軽にアンコール……………………・各ホテル

★ホテルのお部屋のアップグレードも可能です
お見積りとなる場合もあります。その場合、数日お待ち頂く場合があります。

★お得な「ホテルのPOINT♪」や早得などもご用意
一部ホテルを除く。各ホテル欄をご覧下さい。

アジアへのフライトはお戻りが深夜便なのがほとんど。

行動スタイルに合わせて、チェックアウトの時間が選べます。

基本のチェックアウト（11～12：00頃にチェックアウト）

チェックアウトを18：00まで延長

チェックアウトを空港への出発時間（21：00頃）まで延長

★「ホテルのP0lNT♪」でチェックアウトを無料で延長OKの場合でも、該当日が満室等

の場合は確保できない場合があります。その場合でも返金はありません。

もつとゆったり長めに旅を楽しみたい方のために、

延泊できるコースを多くご用意。

★最大廷泊日数は各コースをご確認下さい。マーク横の数字が延泊可能な総旅行日数です。

例えば、囲刊の場合、総旅行日数11日間まで延泊可能です。

r直行便が良いJr復路ディランが良い」など、お好訓こ

合わせて航空会社が選べるコースをご用意。
また、ビジネスクラス席へのランクアップ可能なコース

もご用意しています。

★下記ビジネスクラスの掬をご覧下さい。お見積りとなる場合もあります。その場合、

数日お待ち頂く場合があります。

CONTENTS

・＿．ワ『……・…○

／：1はじめてバンコク4・5日間

0〈プラン〉バンコク4・5日間

払駐耳撒．………・⑬
恕くプラン〉ホーチミン4・5日間

………・⑬

．．∴……‥○
尊くブラン〉チェンマイ＆バンコク5日間

匂タイ四大王朝を巡る6日間

泌………・⑪
〈プラン〉ハノイ4・5日間

ホーチミン＆ハノイ6日間

ベトナム世界遺産周遊6日間

●もっと気軽にアンコール4・5日間

●充実の世界遺産アンコール5日間

●世界遺産アンコール＆バンコク5・6日間

●世界遺産アンコール＆ホーチミン5・6日間

●世界遺産アンコールワット＆ハロン湾クルーズ6日間

●ベトナム＆カンボジア世界遺産紀行8日間

タイ国際航空

出発日 �右記以外 �2即日～3月31日 �1月18－1月3日 
コース �の出発日 

■くプラン〉バンコク4／5 �120．000円 �100．000円 �1‘0．000円 

■くプラン〉チェンマイ ＆バンコク5／6 �130．000円 �110．000円 �170′000円 

※その他のコースは設定がありません。※2名様以上でお申込み下さい。

プ誤写芸黒岩ン⑳，ル号丁‡‰ジ◎

心地よいソファ、充実した軽畠、沼潔な

シャワールーム。タイ伝統美とアジアン

モダンを融合した空間でご出発までの一

時をお寛ぎ下さい。

チャイナエアライン

140度リクライニング可能なシェル型シートでプライ
ベート空間を確保、空港ラウンジもご利用できます。

60′000円追加

30′000円追加
※〈プラン〉バンコク、〈プラン〉ホーチミンコース共通の追加代金

※2名様以上でお申し込み下さい。

良好CH椰NA創RLrNES≦

ベトナム航空

ハノイまたはホーチミン直行便利用の土冒合に限ります。

叛その他コースはお問い合せ下さい。

址vie［namA軒夢ines
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■時差：日本より2時間遅れ。

■気候：熱帯性気候。乾期（11～3月）、暮荒く4～5月）、雨季

（6－10月）。年間平均気温は28℃でバンコクの場合、4
月は30℃、ほ月は25℃となります。

■通貨：タイの通貨単位は【パーツ】。1パーツ＝3．31円

（2013年7月8日現在）

■エチケット：①タイ人は王室を非常に尊敬していますの
で不；空慎な言動は慎みましょう。

擾）王宮・エメラルド寺院等では肌の露出の多いノースリーブ
やショートパンツ、ミニスカート、サンダルなどでは入場
できません。

③僧侶に触れたり、指を指すことは禁止されています。

④タイ人は、人の頭を神聖なものとして見なしていますの
で、頭に触れることは嫌がられます。

※タイの情報は、タイ国政府観光庁のホームページ
http：〟www．thallandl：raVel．or．jp

をご確認下さい。

■時差：日本より2時間遅れ
■気候：縦に長い国ベトナムは国内で気候が異なる！

ホーチミンは熱帯モンスーン気候で1年申暑い。5

月～11月はマンゴシャワーと呼ばれる雨が午後に
降る雨季。中部（フ工、ホイアン、ダナン）は5月～8
月は雨が少なく、平均気温は30℃程で暑く、9月～
1月頃まで雨量が多い（8～9月は台風がくること

も）。北部（ハノイ）は5月～10月が雨季。12月～2

月は冬にあたり展低気温は10℃以下になることも
ある。

■通貨：単位はドン（VND）USDl＝約VND21，195、

JPYl＝約VND210（2013年7月8日現在）

lnfbrmati。n
各国の基本情報のご案内

■時差■日本より2時間遅れ。

■気候：5月から10月が雨期で毎日1～2時間程度スコールがあり、11月から4月は乾期。乾

期の終わりの4月頃は暑期と呼ばれ、一年で一番暑い（35～40℃）時期。

■通貨：カンボジアの通貨単位はリエル（KHR〉ですがUSドルがメイン。USドルの小額
紙幣をご用寮下さい。トラベラーズチェック、クレジットカード、日本円はほとんどご利
用できません。USDl＝約KHR4，029、JPYl＝約KHR39（2013年7月8日現在）

■ご注意：水道水は絶対に飲まな
いように。日差しが強いので帽

子、日矧ナ止め、サングラスなど
ご持参されることをおすすめ。

石畳を歩いたり、舗装されてい
ない道を歩きますので、履きな
れた靴をご用意ください。その
他、虫除けスプレーも持ってい
くと便利。

顎藍泡⊆臣 ；ユタヤ遺跡と田 �￥9．500 �￥9，㈱ �昼食付 �約日時間 � 

パンパイン宮■クルーズ ���� � 

アユタヤと パンパイン■貪れ光 �￥8．000 �￥5．500 �昼食付 �約8時間 � 

アユタヤ遥鱒とパンパイン �‡ll，00○ �‡7．帥 �昼・夕食付 �約10時間 � 

暮琶七光息ライトアップ■光 ����柑：30～20：30 � 

タイの占榊稗と田 �‡l0．㈱ �‡10．… �夕食付 �約3時間 （19：∝ト22て00） � 
タイ料理 ����� 

チャオプラヤ川を ディナークルーズ �￥0．㈹ �￥5，別0 �夕食付 �約38等閑 〔1β：∝ト21：30） � 

（プラン〉バンコク、くプラン〉チェンマイ＆バンコクコース対t
■行事暮春＝S MHトラベル（現地法人）

■－脳岩と莞 弘ノンサドアク水上田 マ－ケツトとナコンパトム �￥8．… �￥5，500 �昼食付 �約8時間 � 

カンチセナプリ個光 �‡9，帥○ �￥0．00○ �昼食付 �約10時間 � 

サンプーラン・ �‡8，000 �￥5．0朋 �昼食付 �約7時間 � 

エレフアントグランド甘光 ���� �ショーを見学。 

日帰りバクヤ・ラン■ �￥鴨100 �￥9．000 �昼食付 �（07：30～17二30） �ジェットスキーなど（別途料金要）が楽しめます。 

‡4，500 �￥4．500 �－ �約3時間 � 

タイ式マッサージ �‡3，5tlO � �－ �（1品㌫蒜紆） � 

≡オプショナルツアーのご案内とご注意日本申込み＆日本支払い欄地申込みも可鮭です）

莞オプショナルツアーは、それぞれの運行業者の所属する国（州）または地域の法に準拠して実施するものであり、当社の旅行条件は適用されません。また、旅行契約は当社らがお富枝に予約完了となった旨を通知した矧こ成立します。※毎日億行、最少性行人員2名

支示の代金内容は変更になる1コ合があります。また、現地軍・前により、予告なく代金内宗が改定せれる1買合がありますので、お申し込み矧ここ吉富こ票ください。（2013年7月現在の代金を氾花）私天保その他の現地軍偶により、オプショナルツア‾のスケジュ‾ルを変更

または中止することがあります。※卜郡オプショナルツアーでは粟合唱所が異なり、こ宿泊ホテノしの発雷とならない場合があります0その場合、集合場所まではご自身でお越しいただきます。（詳しく【ま現地係員がご説明いたします。）また・ホテル～発欝場所間の交通費は代

金に含まれておりません。だコースにより満員となり、ご希望ツアー出発日にご参加いただ【ナない場合があり許す○　洪子供代金は特に明記している場合を除き、オプショナルツアー実施当日を基準に満2歳以上12歳未満に適用します0；捌数鞘料については・矧こ記載

のない限り、①ツアー催行目前日の1200～1830＝ツアー代金の50％②ツアー催行目前日1830以降、または無連繹不参加＝ツアー代金の100％、′出発日の10日前を切ってから日割こて出発前にお申込みをされる場合、緊急手配科1・000円を卑し受けます（手

記科の返金はこざいません）。

（プラン〉ホーチミンコース対生
運行事業者＝SAlトラ′くル（現地法人）

ミニ．■■二′‾r一二二・鯛　　ノ∨ノチ′ �漸鼓 �－‾　鎗 � � ��畔；■■蓮 

日頼り メコン河クルーズ �USD70 �USD70 �昼食付 �約8時間 （∽こ00～帽00） �� 

半日クチトンネル �USD45 �USM �－ �約5時間 �� 

日本闊ガイド＋■用■ �ガイド＋書用事／（4時間）USD30、（8時間）USD55／1人あたり 

SENSPA（センスパ） �USD75 � ���09：00～ 22：00の 営業時間内 � 

サイゴンライトアップ■工と �USD40 �USD40 � �約2時間 ��小1、 

けイゴノ・サイゴノり7－1 にて1ドリンク ������ 

Hano　　　　　　　　　断．縄春雲芸宗諾㌫双，

ツアー名 �大人代金 �子㈹ �食事条件 �所闘 �内　容 

日揮リ �〕SDl仰 �〕SDlOO �昼食付 �約10時間 � 

ハロン璃クルーズ ���� 

少数民族ホアピン村と �USD75 �USD75 �昼食付 � � 

タイ寺（天積等） ���� 

タムコック＆合鍵ホアルー �USD75 �USD75 �昼食付 �（08：罰～18：00） � 

プチパリハノイ �USD60 �USD60 � � � 

ハノイ ナイトマーケット散策 �USD50 �USD50 �夕食付 �約4時間 �間）付。 

オプショナルツアーのご案内とこ注意お申し込み及び は、現地にて係よが承ります

※オプショナルツアーは、それぞれの運行粟者の所属する園（州）または地域の法に準拠して実施するものであり、当社の旅行条件は適用されません。また、旅行契約は当社らがお客楓こ予約完了となった旨を通知した矧こ成立します。；≡毎日催行、震少催行人呆2名
、′表示の代金内容は変矧こなる垢合があります。また、現地珊偶により、予告なく代金内容が改定される1コ合がありますので、お申し込み矧ここ石塁こ雲ください。（2013年7月現在の代金を闇服）‡ヨ天候その他の現地事偶により、オプショナルツア‾のスケジュ‾ルを変

更または中止することがあります。‡罠一部オプショナルツアーでは葉合場所が異なり、ご宿泊ホテルの莞窟とならない場合があります。その場合・集合場所まではこ自身でお越しいただきます。（矧ノくは現地係且がご説明いたします0）また、ホテル～発着場所闇の交通業

は代金に含まれておりません。琵壬コースにより満員となり、こ希望ツアー出発日にご参加いただけない場合があります。≡震子供代金は特に明記している場合を除き、オプショナルツアー実沌当日を基準に満2歳以上12歳未満に運用します0　猥取消矧こついては、特

に記載のない限り、①ツアー催行目3日前～前日の1600まで＝ツアー代金の30％②ツアー催行巳前訓600以降、または無選繹不剖加＝ツアー代金の100％　…㌍出発日の10日前を切ってから日本にて出発前にお申込みをされるま〇台・緊急宇頂群几000円を申し

受けます（手記料の返金はございません）。

』汐と已汐一隻2
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整堅　田田　臨馳　　　　　　　　　　　嶋THAl

＝rr　　　　宙行使で行く‾　　　　　　1 

一．はじめてバンコク4・・う：日閲も．】 
4 日 間 �5 日 間 �スケジュール 

1 �1 �正直重要］福岡発す（直行便にて） 匝亘亘亘亘壷］バンコク着。着後、ホテルへ。 
圧訂コカレストランにてタイ名物タイスキ　　　　　　バンコク泊□園田 

2 �2 �［亘亘］バンコク市内観光とショッピングへご案内 

◎暁の寺院、◎浬簗仏寺院、○王宮＆◎エメラルド寺院（※1）を観光。 
※途中、宝石店、キングパワー免税店へショッピングにご案内。 

［亘亘］食べ放題のインターナショナルブッフ工 

［亘亘］タイ古典舞踊とタイ料理。 

バンコク泊囲観相 

3 �3 �［重訂世界道産アユタヤ追跡＆ノてンパイン宮殿を観光。（片道クルーズ） 
☆象乗り体験（約10分）逗垂］タイ料理のブッフ工。 

☆タイ式マッサージでリフレッシュ（約90分） 

［季夏］邸宅を改装した一軒家レストラン「マンゴー・ツリー」にて 
タイ料理を。 

（4日間コースは機中泊となります。［：亘］空港へ。）　　バンコク泊囲囲用 

4 �芸蓋憲装甲動巨湧藍。‾‾‾‾’〕 囲自由行動0　　　　　　　　　　　上意．＿こ　．1．人′．肝－j 

竃器蓋書芸買深窓〇　㌢、蔓、蕪鎚 
口紅］空港へ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機中泊画剋□ 

4 �5 �匝亘亘亘亘亘萱重訂バンコク発ケ（直行便にて） 匝］福岡着。解散。　　　　　　　　　　　　　　　　固□□ 

※航空機・現地等の事情によりスケジュール等が変更になる場合があります。
※観光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。

（※1）王宮・エメラルド寺院・淫襲仏寺院が王室行事等で観光できない場合は、代わり
に、大理石寺院等へご案内します。

日本発着時の利用航空会社 �◇タイ国際航空 

出発日 �毎日出発 

利用予定ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 

食事 �［亘亘匝］朝食2臥昼食2臥夕食3回 
園］朝会3回、昼食3臥夕食3回 

最少催行人員 �2名　l添乗員】剛ラしませんが現地係員がお世話します。 

タイ国際航空利用　毎日出発
2013年10月

2014年1月

※1月31日は旧正月です。

2013年11月

2014年2月

2013年12月

2014年3月

こだわリPointJタイならではの体験は必須・′・′

水上マーケット閲　　　　　景乗り体験

こだわりPoint2たっぷり観光付き′

孟天使の都・バンコクをハイライトで観光

孟世界遺産アユタヤ遺跡も観光片道はクルーズでのんぴ。♪

遥己に急云
こだわ。Pointう本場のタイ料理を堪能．′

○タイ風しゃぶしゃぶ。エビイカな

どのシーフード、鶏肉やすり身、ワ

ンタンなど。

ザ・スコソン
（アユタヤウイング・デラックスルーム）

例）∃

BTSパヤータイ駅そば。キ

ングパワー免税店もすく。
タイ伝統様式を取り入れた
客室は女性好み。レストラン
やプール、スパも充実。※トリ
プルでのご利用はサイアムウイン
ク・デラックスルームとなります。（

ある有名店でタイ料理を。一軒家

を改築したレストランで、1脂では

タイ楽器の生演奏も。

r・葱麗衰滅嗣臨困旧擢那別は正二＝二二

シ1ラトン・グランデ・スクンヴィット
（デラックスルーム）

ホテルのPOINTJ　　　2連泊以上こ宿泊の囁き￥　ホテルのPOINT♪

シ工ラトンラグジュアリーコレ

クション。BTS＆MRT駅に直

結するのでアクセス便利。
45「げの広さの客室もエレガ
ント

斗
●ウエルカムドリンク●ウェルカムフルーツプレート●スパ10％OFF　●フレッシュフルーツ（毎日）●フィットネスセンター、プールの

クーポン（1時間以上のメニューのみ対象／滞在中1回のみ）●チェックア　利用無料　●ミネラルウオーター1日4本

ウ卜1800まで無料で延長OK●3連泊以上ご宿泊の場合は、「ハトウム　●チェックアウト1600まで無料で延長OK

マート」レストランの1，000バーツ分クーポン（1部屋2名まで）●W】F1　　　　　　　11／ト3／31宿泊の場合さらに

無料●ヘルスクラブ（フィットネスセンター、サウナ、プール）の利用無料　　●スパ30％OFF　●客室でWIFl無料（40MBまで）

t紺めてパ �� �1ク4・5田閏　タイ ��匪韮這麗謹選弧■造血躍会童箪旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。 ���������転封建反　別闇■駈妻 ���て痙・ �一・一＞■・一一・ ��� � � � 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：3，M円引き、幼児代金（航空座席、ベッドを利用しない2歳未満のお子様）＝22，00 �������������������0円 �1人部屋 追加代金 �（朝食付） �≡刀 �市 l【i �邑 

ホテル　　　コースコード日数　　A　　　　B　　　′＿C∴　　　D　　　　E　・㌢∴Fてデー‾　G ��������������l　　　　J　　　　　K �����K 

ツインタワー （部屋指定なし） ����TT4AHl �4 �104′800 �101800 �101800 �112．800 �115．800 �118′800 �118′800 �125，800 ��125．800 �172．800 ��181． �800 �1q．000 �5．000 �土・日 3． �曜 0 �1帰着 00 

TT5AHl �5 �1日，800 �115．800 �115，800 �120．800 �123．800 �12も800 �12‘′800 �133．800 ��133′800 �180．800 ��18見 �800 800 800 �15，000 

ザ・スコソン （デラックスルーム） ����TT4AH2 �4 �111．800 �114．80■0 �114′800 �11乳800 �122．800 �125′800 �125．800 �132′800 ��132．800 �179．800 ��188， ��1叫00 �8．000 

TT5AH2 �5 �123，800 �126．800 �128′800 �131．800 �134．800 �13乙800 �131800 �144．800 ��144，800 �191．800 ��200′ ��24．000 

シ工ラトン・グランデ・ スクンヴイツト （デラックス・ルーム） ����TT4AH3 �4 �118．800 �121，800 �125．800 �130．800 �133．800 �138．800 �138′800 �143′800 ��143．800 �190．800 ��19も �800 �28，∝氾 �14．000 

TT5AH3 �5 �133．800 �13‘′800 �141，800 �14‘．800 �14乳800 �152．800 �152，800 �159．800 ��15見800 �206．800 ��215． �800 �42′∝氾 

ご案内 ご注意 � �・上 ・上 ・1 �己旅行代金には空港諸掛ま含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とバンコクの空港税（2．350円）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。 ��������������������り �ます。 
己旅行代金には燃油サーチャージは含まれています。※延泊代金及びチェックアウトB／C追カロ代金は1部屋を2／3名桜でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要 �������������������こな 

延泊は、忘大計11日間まで可能ですが、12／20～1／3発に関して ������ま、最大計7日間までとなります。 

●ホテル施設　宿泊サービス・特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6月10日現在のものです。
0上記ホテルの各種スポーツアクティビティ　スパなどは情報繰供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●表表紙の■■ご案内とご注意”憎を必ずお読み下さい。 戎汐と巳汐一誓4



・－・、 
4 日 間 �5 日 間 �スケジュール 

タイ国際航空利用 �チャイナエアライン利用∧＿二、 

1 �1 �匝直垂廼］福岡発ケ �匝頭福岡発ケ 
（直行便にて） �（台北乗継）ケ 

［王室亘亘三三亘重要訂バンコク着。 �団バンコク着。 
着後、ホテルへ。 �着後、ホテルへ。 

バンコク泊□窃□ �バンコク泊□㊧□ 

2 �2 �［重訂自由行動。 

★ル≡竺内観光付プラン◎　　　▲一・だ・・・三一1 

3 �【重訂ハンコク市内観光とソヨツヒンク。 ［重訂食べ放題のインターナショナルブッフエ 

バンコク泊函ロロ 

3 �4 �厩］自由行動。 選べるチェックアウト �歴亘］自由行劫。 

機中泊画□□ �バンコク泊園□□ 

4 �5 �匝堅塁圃 �108：25～11：00予定l バンコク発ケ（直行便にて） �バンコク発ケ（台北乗継）す 

匝垂亘亘］福岡着。　　　顔ロロ �［亘亘；重要或福岡着。　　口調□ 

芙航空機、現地事情によりスケジュール・レストラン等が変更になる場合があります。
※チャイナエアライン利用の場合、台北での乗継ぎはお客様自身でお原します。
※観光・送迎等において他のお客様と一緒になる場合があります。

日本発着時の 利用航空会社 �◇タイ国際航空 �◇チャイナエアライン 

出発日 �［亘亘巨画］毎日出発 �［亘亘亘画］毎日出発 

食事 �画∃画］朝食2回・昼食0回・夕食0回 匡画朝食3回・昼食0回・夕食0回　　　　　　　　　］膳 

※くバンコク市内観光村プラン〉の場合は昼食が1回追加 

最少催行人員 �◇タイ国際航空＝2名 ◇チャイナエアライン＝1名（1人部屋追加代金が必要です） 
※但し2日目のバンコク市内観光付 �プランは2名以上でお申込み下さい。 

添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します。 

Tト蒜血D
■！…．1い．・lHLlこ1、㌧侶

孟バンコク市内観光付きプランが追加できます／

フライトを選ぶ1‾二二二＝二二二二∴二二二：：：：：ここ：：－

｛タイ国際航空（TG）団ヨ
→カレンダー田

等日出発

提供：㊥舛研和光庁　嗣11：35－4鳩→W55～15：瑚Jlンコク

郁川8：0哺←00：50－01：0幌バンコク

雷チャイナエアライン（Cnl正犯
→カレンダー団

毎日出発

嗣10：10糾台北糊）・1川～4煽バンコク

嗣20：3ト哺・（台偵恥0日5～11：哺バンコク

（2013年7月現在のスケジュールです。）

チェックアウトを選ぶ
行動プランに合わせて

チェックアウトもお好み次第！

Å舌モ≡迄忠 ○B詰誌詔法皇

∈軍芋蔓義塾㊤

投写露は全てイメージです。

il川t tも、づしくこ

ご参加のグループ毎に
専用車をご用志！

空港－ホテル間の送迎のみ利用

追加代金（お1人様）6′000円

空港一ホテル間の送迎
＋

2日目のバンコク観光まで利用

追加代針お1人様）10．000円

※宅間云王はご参加のグループのサイズに

合わせて、重責∋が変わります。
※2名榛以上でお申込みください。
※12／20～1／10出発は対象除外となります。

スパトラ・リバー
ハウスで夕食＆
アジアティークでお買物♪

ニ　ー責
2012年4月にオープンした新

ナイトスポット「アジアティー

ク・ザリバーフロント」へ。　　ぎ

アジア雑貨などのショップからレストランまで1，000

店以上が揃うNEWスポット♪

ジム・トンプソン・
アウトレットでお買物＆
工ラワンティールームでハイティー

タイシルクで有名な「ジム・トンプソン」のアウトレット

ショップへ。自分のモノはもちろん配りモノのお土産

も探しに♪

更に、エラワン・ティールームでタイ

スイーツのアフタヌーンティー♪

スコーンやフルーツの他に、カオ

二ヤオ・マムアン（マンゴー・ス

テイツキーライス）、カノム・ク

ロック（ココナッツミルクのたこ

焼きみたいな？）など、タイのお

菓子がいっぱい♪

5邑調感崇；ん・

デイパナバーチュースパで
2時間のボディケア＆

ザ・デッキで夕食

バンコクへ行く目的はスパ♪タイ各所に店舗を持つ人気のデイ

パナグループのデイパナ／トチュースパで約2時間のスパ体験♪

「アロマティツク・リラクシンク∴ �h「TF町もノ；′■・閣 ●十十＋ 

マッサージ」（約2時間） �．．・r〆、、 

◇フットクレンジング �＝，■乙．、£■■ 　ノノー：ヂ攣 　■ 

＆リフレツシンクフットトナー 

◇アロマティツク・ボディマッサージ 

ODパーツ 

暁の寺院をのぞむ、
レストラン「ザ・デッキ」

にてタイ料理。
ザ・デッキ（イメージ）


