
マンダリン・オリエンタル
リバーウインク／スーペリアルーム

蹄最寄り駅：サパーンタクシン

ザ・ベニンシュラ
グランドデラックスルーム

は≡rr≡31最寄り駅：サパーンタクシン

ホテルのPOINTJ

チャオプラヤ川を眺め
ながらの、ゆったりとし
た朝食のひとときから
贅沢な気分が味わえます
名門の貫録はこのホテル
全体に行き渡るホスピ
タリティに。

眠消野焼諾桝弘樹
2泊以上ご宿泊の場合のみ

…琵憲葱歪喜…≡監二
富農笠芸フラウ‾　禦禁禦慧警禦

フィットネスセンター

レストラン＆パー　　9（中奉

日本語スタッフなど

‡：モダブルベッドルームになる場合があります。

；－てトリプルでのご利用ができません

ザ・スコータイ
スーペリアルーム

幽最寄り駅＝サラデーン
IM■れ「l最寄り駅‥ルンビニ

喧騒の中のオアシスはシッ
クな大人のホテル。古代都
市スコータイをモチーフ
にストウーパやパゴダが配
され、美術館のよう。レスト
ラン、スパも充実。

ホテ凡のPOINTJ

●ウエルカムフルーツ
●ウェルカムハンドメイドチョコレートトリュフ　●Wi－Fi無料

●フィットネスセンター、サウナ、スチーム＆ジャクジーの利用無料

お部屋の設闇　　＝‾

フィットネスセンター 日本語スタッフなど

その他　；芸だ諜こ諾㌫畠：諾要望書だ誓。ます0

チャオプラヤ川の左
岸・トンブリ地区に立
地。46「絹の広さの客
室はベニンシュラなら
ではのゴージャスさ。
優雅なスパなどひと
クラス上のバンコク・
ステイが可能です。

ホテルのPOINTJ（－2／2。～1／一志票監…慧芸怒
●日本語新聞（毎日／休刊日除く）●フルーツプレート＆フラワー
（毎日）●ターンダウンサービス（毎日）●フィットネスセンター、
プールの利用無料●BTSサパーンタクシン駅へのシャトルポート利
用無料　●アフタヌーンティー（滞在中1回／1部屋2名まで）
●Wl－Fl無料　●500タイパーツ分のスパ利用券（お1人様1枚）
●チェックアウトを1600まで無料で延長OK

お部屋の設澗　志監要語訂荒ボックス・ヘア

フィットネスセンター 日本語スタッフなど

オークラ・プレステージ・バンコク
デラックスルーム

繭最寄り駅：プルンチット

三十‥・・云衰
2012年5月オープン。
外観はタイのワイ（合掌）
をモチーフに、25階に浮
かぶプールがステ羊。客
室は26階以上にあり、全
室ウォシュレット＆日本の
民放TVも視聴可能。

ホテルのPO日NT♪（12／27～1／3宿泊は除く）

●ウェルカムフルーツ●客室内WIFl利用無料●ウェルカム・ジャパ
ニーズ・ティー●チェックアウトを15：00まで無料で延長OK

3泊以上ご宿泊の環合（12／27～1／3信治は除く）

●アフタヌーンティー（滞在中1回／1部屋2名まで）

ぉ部屋の設備　三二パナ軍軍票エフ吾てこ空で．子、盟二言や‾さと‾ふさ

レストランGパー　　4（和食など）

日本語スタッフなど

ツインタワー
部屋指定なし

BTSナショナルスタジアム駅までは徒歩15分
程なのでタクシーを使うのがオススメ。

ホテルのPOINT♪
り1監誤黒鉱識ト●烹嘉三雲昌；

グセンターもしくはBTSフアランポーン駅まで片道トウク
トウクで送迎（滞在中1回）

2泊以上ご宿泊の場合

010／31までのチェックアウトは18：00まで、11／1～
3／31のチェックアウトは16：00まで無料で延長OK

ロイヤルオーキッド
シ工ラトン
デラックスリバービュー

僅咽最寄り駅‥サパーンタクシン

客室は全室リバービュー
＆シ工ラトン・スイートス
リーパーベッドで快適。
「マンダラ・スパ」も本格的。

ホテルのPOmTJ礫」
●ウェルカムフルーツ＆ドリンク

●フィットネスセンター、プール、テ
ニスコートの利用無料　●BTSサ

パーンタクシン駅までのシャトルポ
ート利用無料　●リンク＠シェラト

ンでのWi－Fl無料　●チェックアウト

18－00まで無料延長OK（12／24
～1／5のチェックアウト除く）

ミニパー／冷蔵鼠セイブティーボックス、ヘアドライヤー

レストラン＆パー　　5（タイ

日本吉日スタッフなど

き．ミダブルベッドルームになる場合があります。猥トリプルでのこ利用は、夏
そ動也　　タブノベッドルームにエキストラベッドを搬入したものになります。皇

フォーシーズンズ・バンコク
デラックスルーム

幽最寄り駅：ラチヤダムリ

BTS駅まで徒歩1分。42∩うの広さを誇る客室はタイ
シルクをフンタンに使い、ゴージャスな雰囲気。タイシ
ルクの天井画が優雅なロビーでアフタヌーン・ティーも
オススメ。

浣霊．；㍊丁♪　半纏照懲
≡3蕊蒜写読
書＿アレンジメント

●　　■　‾、、・■　　一・

霊　責了で言う舘うせ掩い＝
砂金Q日野畳む仁＝500£＝

聖空整車中喪：工7－■‾ノ

●ウェルカム・ジャスミンティー

11ノ1～3／31出発の咤合さらに

●ジャクジー＆スチームとヘルスクラブ

（12／28～1／4チェックアウトを除く）

ウインザー・スイート　琵浩志喜忘装丁品玉孟
カウンセラースイート　　　　　　格重視の方に

ホテルのPOINT♪一斗
●チェックアウトを18：00吉で
無料で延長OKl

（10／31チェックアウトまで）

●お部屋をエグゼクティブ
スイートへ無料でアップ
グレード（空きがある場合のみ）

宍クラブラウンジはご利用出来ません。

三二八一／冷蔵鼠セイブティーボックス、

ホテルの施設　　プール、フィットネスセンター、スパ、など

レストラン＆ハー　　5（中華

●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。●ホテルのPOINTは〈プラン〉バンコクコースが対象です。
●上記ホテルの茜穫スポ‾ツアクティビティ●スパなどは情報提供であ。・当社が収訂るオプショナルツア‾ではありません0●井村の“ご案内とご注意M舶必ずお読み下れ　　　　　　　　』物置已汐′員6
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インターコンチネンタル
グランドデラックス

l馴嘲壬寄り駅：チットロム

BTSチットロム駅そば＆ゲイソンプラ
ザ隣のショッピングに抜群の立地。17
階以上にある客室は42∩了の広さを誇

り、36階にあるスパも充実。

ホテルのPO隅甘♪
●ウェルカムフルーツプレート
●スパ20％OFF（除外メニュー有り）

●10／31までのチェックアウトは18：00まで、11／1
～3／31のチェックアウトは16100まで無料延長OK

タイ■鵬塵綱用日　毎日出発

2013年10月 2013年11月

ルネッサンス・バンコク
デラックスルーム

庵㈹最寄り駅：チットロム

BTSチットロム駅そばに2010年オープ
ンしたホテル。ロビー、客室などホテル全
体がモダンでスタイリッシュな雰囲気。
22階にあるプールやスパも充実。

ホテルのPOlNT♪
2泊以上ご宿泊の場合

⑳到着時にスクラッチカード
（下記のうちいずれか1つをプレゼント）
●お部屋にフルーツプレート
●Rパーでのドリンク（1部屋2名まで）
●1つ上のカテゴリーへお部屋のアップグレード

●クラブラウンジの利用可能

三二八一／冷蔵搾、セイフティーボックス、

お部屋の設焼　　ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー

プール、フィットネスセンター、スパ、

日本語スタッフなど

レストラン＆バー　　4（イタリアン

退タブルベッドルームになる場合があります。

※トリプルでのご利用はできません。

ル・メリディアン
ヴィスタルーム

卿間最寄り駅：サラデーン
【■＞t■n「l最寄り駅：シーロム

スラウォン通りに立地するスタイリッシュホテ

ル。シンプル＆シックな客室は機能性に優れ、
最新のタッチスクリーンのIPフォン（日本語

対応）も設置。スパやレストランも独創的。

ホテルのPOINT♪

●ミネラルウオーター（お部屋に毎日5本）′
●ジム、プールの利用無料●ロビーラウンジでのイ

リーコーヒー（滞在中1回／1杯）●2泊以上ご宿泊の

場合、チェックアウト18：00まで無料延忘OK（11／1
～11／31、2／1～2／28のチェックアウト除く）

※1月31日は旧正月です。

デュシタ二
スーペリアルーム

‖EヨrT「≡51最寄り駅・サラデーン

IM■れ「l最寄り駅：シーロム

MRT＆BTS駅に近く便利。人気の“テワラ

ン・スパ”もコージャスで優雅な雰囲気。

●ウェルカムドリンク＆フルーツ　●WIFl利用無料

●ケーキクーポン（滞在中1回／1部屋2名まで）

●チェックアウト15‘00まで無料延長Olく　●スパ

10％OFF（アラカルト＆2時間以上のメニュー対象）

膵摩滅潤紗・亘蓼如く・蜃甜軌一多感倒竃匿串糊　凝毎鷹念 ������諒　旅行代金に燃油サーチャージは含まれていますol　　　　　　　　　　　　　　　　　務甥g耽 ��������������l 

大人お1人／単位：円／基本のチェックアウトAの場合　子供代金 ������：3，000円弓 ��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）＝22，000円 ��������1人訪屋 融口代金 �チェック アウトB 主勤口代金 �チェック アウトC 追訊代金 �延泊代金※l （朝食付き） �≡l 

ホテル ��コースコード �日数 �A �B ��C �D �E �r �G �l � � �K 

ツインタワー ��1T4Å88 �4 �79．800 �84 �00 �84．800 �89．800 �92．800 �95．800 �95．800 �102．800 �102．800 �14叩00 �158．800 �10一000 �2．500 �5，000 �5．000 �土・日曜 腸詰 3．000 

ウインザー・スイート ��1T4Å8W �4 �84．800 �87． � �87．800 �92．800 �95．8仰 �98．800 �10研00 �105．800 �105．的0 �152．800 �t叫800 �12．000 �3．000 �8．000 �る′000 

インペリアルクイーンズパーク ��¶4A8Q �4 �88′800 �91 � �91．800 �恥．800 �99，800 �102．的0 �102′800 �109．800 �109．800 �156′800 �1‘5．8∞ �18′000 �4．㈹ �8．000 �8′000 

グランドセンターポイントスクンヴイツトT－21 ��T4Å86 �4 �89．800 �92． � �9ん808 �10川00 �10瑚伽 �107．800 �107，800 �1叫800 �114．的0 �W．800 �け0．800 �20．000 �5．000 �10，000 �10．000 

デュシタ二 ��¶4ABD �4 �93．800 �9‘． �00 �98．800 �10叩00 �106．800 �109．800 �109．800 �11‘．800 �1川′800 �1‘3．800 �172．8∞ �22′000 �5．500 �11′000 �11′000 

ロイヤルオーキッドシェラトン ��¶4Å8R �4 �91．800 �94 �00 �9帰00 �103．000 �1％β00 �109．800 �109．8仙 �11研00 �11‘′800 �1‘3．8柑 �172．抽0 �24．000 �占′M �12．000 �12．000 

ソフイテル・バンコク・スクンヴィット ��¶4ABi �4 �93．800 �9‘． � �98．800 �103．800 �10研00 �109．800 �109．8伽 �11‘．800 �11‘．800 �1‘3．800 �け2．800 �22．000 �5．500 �11．M �11′000 

クラウンプラザ・ルンビニパーク ��¶4A8（ �4 �95．帥○ �98 � �98．800 �103．800 �10研00 �10，．800 �109．8仰 �11相川 �11伊仰 �1‘3．800 �け2．800 �22－000 �5′500 �11．000 �11－000 

ルネッサンス・バンコク ��¶4A川 �4 �9‘．800 �99． �00 �99．800 �104．8仰 �107．800 �110．800 �110，800 �117．800 �117′800 �1叫800 �け3．800 �24′000 �8，000 �12，M �12′000 

ル・メリディアン ��¶4A8州 �4 �9研00 �101 � �1叫800 �105．800 �108．800 �11り00 �111．8仰 �118．800 �11叫00 �1吼800 �け4′8∞ �2占′000 �4．500 �13．000 �13′000 

ザ・スコータイ ��II4A8T �4 �102′800 �104． �00 �110．800 �115．抑0 �119．800 �121．800 �1‘3．800 �121．的0 �170，800 �217．800 �22‘．800 �38′000 �9．000 �18．000 �18．000 

オークラ・プレステージ ��¶4人8Z �4 �102．800 �105． � �107．800 �112．800 �115．800 �118．8仙 �118．抽0 �124．抽0 �12印仰 �172．800 �1引．約0 �32′000 �8．000 �18，000 �18．000 

インターコンチネンタル ��¶4ADI �4 �104．800 �108． �00 �108．800 �113．8伽 �11叫00 �119．800 �119′800 �12‘．800 �12も800 �173．800 �182．800 �34′000 �8．500 �1升∝氾 �1ろ000 

フォーシーズンズ・バンコク ��¶4ABF �4 �107．800 �110． �00 �113．800 �118．8伽 �121．800 �124．800 �124．800 �131．800 �131．800 �178．8叩 �187．800 �38′αX〉 �9．500 �19．000 �19′000 

ベニンシュラ・バンコク ��¶4Å8P �4 �115．800 �117． �00 �128朋0 �133．800 �1叫800 �139．800 �17も800 �14研00 �183．800 �230．800 �239．800 �58′000 �14．000 �28′000 �28，000 

マンダリンオリエンタル ��¶4Å80 �4 �124．8鋤 �127． �00 �1札800 �148′800 �け0．800 �154．800 �け3．粧0 �1引．帥0 �217．800 �227．800 �398．如0 �88．000 �1ろ000 �34．000 �34′000 

ご案内・ご注意 � 

※上記旅行代金にはェ焉諸税は含みません。福岡工港施設使用料（大人945円、子供472円）とバンコクの空港税（2 代金には燃油サーチャージは含まれています。浸延泊代金及びチェックアウトB／C追加代金は1部屋を2／3名様でご利 ������������．350円）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。罠上記旅行 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顔必 

要になります。※1：延泊は、鼻大計11日間まで可能ですが、12／20～1／3発に関しては、品大計7日間までとなります。 

7緋鯉汐′；空設警荒の冨豊諾否ァ警雪空警誓諾≡護憲書芸芸要望雪ぐ‘雪諾忘毒完詣三；㌶㍍誓言ま旨言諾詣裏芸謎竿誤三野裟誌監言雲だ0】NTはくプラン〉バンコクコ‾スが対象です0



クラウンプラザ・
ルンビニパーク

スーペリアルーム

幽最寄り駅＝サラデーン
IM■れ「l最寄り駅：シーロム

BTS、MRTの駅にも近く、日本人利用率の

高いホテル（旧パンパシフィックホテル）。
全室にシャワートイレ付きもうれしい。

ホテルのPOINTJ　　　▼∫寺

●フィットネスセンターとプールの利用無料
●スパ20％OFF（除外メニュー有り）

三二八一／冷厳腰、セイブティーボックス、

お≡β屋の設備　　ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー

プール、フィットネスセンター、スパ、

レストラン＆パー　　4（中華

チサイナエアライン綱用lヨ毎日出発

2013年10月 2013年11月

ソフイテル・バンコク
スクンヴィット

ラグジュアリールーム

幽最寄り駅：ナナ・アソーク
l■′l■れ「L最寄り駅：スクンヴイツト

スクンヴイツト通り沿い。

ホテルのPOmTJ　　　　∴阜

●ウェルカムタイフルーツ
●客室内でのWiFl無料
●チェックアウトを16．00まで延長OK

（12／27～1／1チェックアウトを除く）

三二パー／冷戒虜、セイブティーボックス、

お部屋の設備　六三臣等忘哀話票差㌻メ‾力

プール、フィットネスセンター、スパ、

日本語スタッフなど

レストラン＆パー　　5（インターナショナル

その他　　　　√、タブルベッドルームになる場合があります。∃

2013年12月

グランド・センターポイント
スクンヴィット・ターミナル21

デラックスプレミアム

岬皐寄り駅：アソーク
IM■れ「1最寄り駅：スクンヴイツト

BTSとMRTの駅に直結する、2011年
オープンのサービスアパートメント。階下
にはショッピングセンター「ターミナル
21」。動き回りたい行動派にオススメ。

ホテルのPOINTJ

●ウェルカムドリンク
●フィットネスセンター（プール、サウナ＆ジャク

ジー）利用無料

ミニパー／冷蔵伍、セイブティーボックス、

お吉伍屋の設備　　ヘアドライヤー、コーヒー＆ティーメーカー

≡くシャワーのみのお部屋になる唱合力頓ります。≡
、、′トリプルでの亡利用はできません。　　　　蔓

2014年2月

※1月31日は旧正月です。

インペリアル
クイーンズパーク

デラックスルーム

幽最寄り駅：フロンポン

スクンビットエリアに立地。周辺はお洒落な
ショップや人気の‘工ンポリウム田もすぐそば。

客室は広くシックで落ち着いた雰囲気。

ホテルのPOINTJ　　　＿－渾

⑳ウエルカムクーポン　●ウェルカムフルーウ
プレート　●ホテル内スパ15％OFF（アラカル

トメニューのみ）●フィットネスセンター、プー
ルの利用無料　●チェックアウトを18：00まで

無料で延長OK

ミニパー／冷正座、セイブティーボックス、ヘア

プール、フィットネスセンター、スパ、

日本巨喜スタッフなど

要　レストラン＆ノト

その他　　　′′タブノしベッドルームになる頃合があります。

2014年3月

酵貴泌恕屈既招宴欄ご∴・・夢守感崩露悪 ��� �辺画鋲磯甜総計l旅行代金に燃油サーチャ三三は毒害崇、≡い至宝等、！ ��������唇i、 �耕し・ ����� 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：10，000円弓 ��������き、幼児代金（航空座席、ベッドを利 ����用しない2t未満のお子糟）＝25，000円 ����1人部屋 追加代金 �廷泊憧㌢：；1 働鮒き） �ニl 

ホテル ��コースコード �日数 �A �B �蹄． �D �E �F �G �・H �� � �K 

ツインタワー ��T14Å88 �4 �74．800 �77′800 �79．800 �82′800 �85，800 �82′帥0 �85．800 �87．800 ��87．800 �95．800 �135．800 �15，000 �5．000 �5．000 10／14 11／4 12／23 1／2～5 1／13 3／23 帰着 相，000 

ウインザー・スイート ��TMA8W �4 �79．800 �81．800 �83．800 �鮎．800 �89．800 �的800 �97．800 �91．帥0 ��99．抑0 �99′800 �147．800 �相，000 �8，000 

インペリアルクイーンズパーク ��THA8Q �4 �鮎．800 �87．800 �88．800 �91．800 �94．800 �91．800 �94′800 �96′800 ��9‘′800 �104．800 �144．800 �24．000 �8，000 

グランドセンターポイントスクンヴイツトT・21 ��丁目ABG �4 �87．800 �89′800 �9‘，800 �99，800 �102．800 �99．800 �102′800 � �4′800 �104．8∞ �112．800 �152′800 �30′000 �10，000 

デュシタ二 ��Tt4Å8D �4 �92′800 �94．800 �99．800 �102．800 �105′800 �102．800 �105．800 � �7，800 �107．800 �115′800 �155．800 �33′000 �11．000 

ロイヤルオーキッドシェラトン ��T14Å8R �4 �90′800 �92′800 �100．800 �103．800 �106．800 �103．800 �10帰00 �108′800 ��108．的0 �11‘′800 �15‘．800 �38′000 �12′000 

ソフイテル・バンコク・スクンヴィット ��T14A8～ �4 �93′800 �95．800 �99．800 �102′800 �105．800 �102′800 �105′800 � �07．800 �107．800 �115．800 �155．800 �33，000 �11，000 

クラウンプラザ・ルンビニパーク ��T14A8【 �4 �98，800 �98．800 �99．800 �102．800 �105．800 �102，800 �105′800 � �07．8∞ �107．800 �115．800 �155，800 �33．000 �日．000 

ルネッサンス・バンコク ��Tl4山川 �4 �98．800 �100′800 �102．808 �105．800 �108．800 �105．800 �108．800 �110．800 ��110．800 �118′800 �158．800 �36′000 �12．000 

ル・メリディアン ��T14ABM �4 �100β00 �102．800 �103．800 �10埴00 �109．800 �10‘．800 �109．800 �111．800 ��111．800 �119′800 �159．000 �39，000 �13′000 

ザ・スコータイ ��T14Å8T �4 �10‘，800 �108．800 �118．80・0 �121．800 �124．800 �121′800 �181．800 � �2‘．80・0 �183．800 �191．800 �231．帥0 �54′000 �相，000 

オークラ・プレステージ ��T14Å8Z �4 �107．800 �109．800 �‖4．800 �117．800 �120，800 �117．800 �120′800 � �22．800 �121β00 �130．800 �170．800 �鳩000 �16′000 � 

インターコンチネ：ノタル ��丁目Å81 �4 �110．800 �112．800 �115′800 �118．8∞ �121′800 �118．800 �121，800 �123．800 ��123′800 �131，800 �171，800 �51′000 �1才000 

フォーシーズンズ・バンコク ��T14Å8F �4 �114．800 �117′帥0 �121′800 �124′800 �127．800 �124．800 �127，800 �129．800 ��129，800 �137．800 �177，800 �57′000 �19′000 

ベニンシュライでンコク ��T14A8P �4 �125′800 �127，800 �143．800 �14研00 �149′800 �14も800 �163．800 �151．800 ��1‘5．800 �173．800 �213．800 �84．000 �2軋000 

マンダリン・オリエンタル ��T14Å80 �4 �132．800 �134．800 �1引）．800 �1‘3′800 �1‘柑00 �188．800 �277．800 �1（札800 ��279．800 �205，800 �3‘4．800 �102．000 �34′000 

ご案内㌧ご注意 �※上記旅行代金には空港諸税は含みません。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 �������������こお申込み店にてお支払い下さい。※上記旅行 代金には燃油サーチャージは含まれています。※延泊代金及びチ土ックアウトB／C追加代金は1部屋を2／3名様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 �����������������ま倍鮫 

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

●ホテル施拉宿泊サービス・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。●ホテルのPOINTは〈ブラン〉バンコクコースが対象です0
●上記ホテルの苗穂スポーツアクティビティ・スパなどは情報提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●■表紙の“ご案内とご注意”欄を必ずお読み下さい○ 感汐一員愚



チェンマイのホテル

チエそこンマイでに鰐に．二．千一l

フォーシ「ズンズ・リゾート・チェンマイ
ガーデンパヴイリオン

市内中心から少し
離れ、ライステラスや
渓谷に囲まれた広大
な高級リゾート薄テル。

美しい景色と優雅な

サービスでくつろぎ
の滞在を。スパも充

実の伽で人気。

＝竺三重
ホテルのPOINT♪′．ミト。プルでのご棚脈きません。

200Ei琴才一プ二′のテ■チッ・二7二‾＝ホテル

シャングリラ・チェンマイ
デラックスルーム

ナイトバザール近くに建つデラックスホテル。街の中にありながら、
リゾート感たっぷり。充実のC川スパでのんびりくつろぐバカンスにもオススメ。

吉冨詰誌芸や誌㌫宗だ崇甥告芹だF呈豊詣款童謡慧禁濫→
シャトルサービス（1日4回）

スタイリッシュなホテルに滞在

ル・メリディアン・チェンマイ
デラックスルーム

ナイトバザールの真ん中という絶好の
ロケーションに建つ。

メリディアンならではの洗練された

インテリアが素散。

●客室でのインターネット無料

ヒン川沿いにしっホテル

ホリディ・イン・チェンマイ
スーペリアルーム

ナイい押掛ル近くのカジェア捗ホテル

チェンマイ・プラザ
護鞘定なし

霊宝認諾㌍緊要諾芸望訟莞諾詰責．謡7品認諾蒜i欝
様式のロビーも美しく、スパも人気。



≡≡　ヨl識11鹿！　　　　　　　　嶋THAl

スケジュール ��L 

フリープラン　1　　　　　　　　　3大王Ⅶプラン 

1 �Ei垂≡垂重訂福岡発ケ（バンコク乗継）ケ［二重コチェンマイ着。 �� 着後、ホテルへ。 �［夏衰］フォーシーズンズホテルの「サラ・ �メ一・リム」にて チェンマイ泊□園田 

チェンマイ泊□函□ �伝統タイ料理を。 

2 �［蚕豆］自由行動。 チェンマイ泊奥□□ �圃古都チェンマイ甜光へ予 �ショーを見学→巨大 瞑→チェンマイで姜 →セラドン焼き等伝 にご案内します。 名物・カントークデ チェンマイ泊圏園田 

◎メーサ・エレフアント・キャンプで象の 
な義金の仏塔が輝く◎ドイステープ専 
高の格式を誇る◎ワット・ブラシン寺院 
統工芸の町サンカンベーンへ。 
※途中、銀製品店、シルク店、宝石店へショッピング 

［夏至］民族舞踊を見ながらチェンマイ 
イナーをお楽しみください。 
夕食後、☆コムローイを体験！ 

［：蚕］ナイトバザールへご案内します 

3 �［亘壷］チェンマイ発ケバンコク着。 ��ン宮殿観光珠。 （イン言舟→寝釈迦 木の稲の間に埋まる →アユタヤ最大規模 

着後ホテルへ。 �国タイ料理。 

［亘直］自由行動。 �圧塵］世界遺産アユタヤ遺跡＆バンパイ 
（ホテルのチェック �歴代の王遠が夏を過ごした離宮◎パンJ 
インは原則15：00 �像がある◎ワット・ヤイチヤイモンコン→ 

以降になります） バンコク泊画□□ �仏像が有名な◎ワット・フラマハクート 
◎ワット・プラシーサンベットを見学。 

☆途中、10分程度、遺跡の周りを 象に乗って観光します。 ［三重］タイ料理。 ［二重］ライトアップされた世界遺産 アユタヤ遺跡を見学します。 

ユタ輿イメlジ） ます。バンコク泊璽園田 

※遺跡の中には入場せず、外側より夜景を見学し 

4 �［蚕豆］自由行動。 �［空転］ダムノンサドアク水上マーケッ �、内も○ ピンクへご案内。 院、○王吉（※1）を観光 ツピン少＼ご案内します。 リフレッシュ。 望む ン料理。＿Ji－ 

途中、ココナッツファームも見学。 

囲天使の郡バンコク市内観光とショツ 

チヤクリー王朝時代の守護等◎エメ剖レド専 

します。※途中、宝石店、キングパワー免税店にショ 

［夏直］タイ式マッサージ（約90分）で 

［亘豆］ライトアップされた暁の寺院を 
「ザ・デッキ」にてタイ・フユージョ 

ホテルは出発までご利用できます。 �感‾′■－‾l；「 　機中泊塵取窃 

［：亘コ空港へ。 �［二豆］空港へ．　　　　　急 
機中泊璽□□ � 

5 �匝亘亘亘；亘互亘画バンコク発ケ匝画福岡乱解散。 ��顔□□ 

★6日間コースは、チェンマイまたバンコクいずれかのお好みの都市での延泊が選べます。

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 �〈フリープラン〉園朝食3回、昼食0臥夕食0回 
く3大王朝満喫プラン〉匝］朝食3回、昼食3回、夕食4回 

最少催行人員 �魯プラン毎に2名　l　添乗員　1同行しませんが現地係員がお世話します。 

2コース共通

ご案内ご注意

※航空機t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。
※バンコクでの乗継はお客様自身でお願いします。※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・エメラルド寺院が王室行事等で観光
できない場合は、代わりに淫渠仏寺院、大理石寺院等へご藁内します。

タイ寧柵量爛用　毎日出発
2013年10月 2013年11月 2013年12

…璽逗田園罰（雲終宿泊地のみ，　　　　　　　■THAl

lll：35～40予定l福岡発ケ（バンコク乗継）ケ［瓦：］チェンマイ着。着後、ホテルへ。

［夏豆］フォーシーズンズホテルの「サラメ一・リム」にて伝統タイ料理を。
チェンマイ泊□図匹

［蛮亘］ランナー。タイ王朝の郡であった“北方のバラ”古郡チェン∇イ祝光代。

メーサ・工レフアント　　巨大な黄金の仏塔が輝く　　チェンマイで最高の　　　　セラドン焼きなど

「鳥ヱ㌢プ三円鈍．「ドイステープ寺院j rn．格彗讐予土臥「皿讐禦警町、「ワットブラシン寺院j「サンカンぺ－ンJ

－、‾・・二

頓のショーを見学J

※途中、銀製品、タイシルク店、宝石店へショッピングにご案内します。

園民族舞踊を見ながらチェンマイ名物。カントークディナーをお楽しみ下さい。
夕食後、☆コムローイを体験！

［：蚕コナイトバザールへご案内。　　　　　　　　　　　　チェンマイ泊垣囲田

匡司チェンマイ発甲lタイ最初の王朝の地スコータイへ（約4時間）。

匡圏世界遺産スコータイ遺跡を観光。

スコータイ遺跡の中心◎ワットマハクート、高さ15mの漆喰の仏像が鎮座する◎
ワット・スイーチュム、クメール様式の遺跡◎ワットスイーサワイを観光。

匠萱］ホテルにて。　　　　　　　　　　　　　　　　　スコータイ泊重囲田

髄たは午融スコータイ発ケバンコク着。

匡到タイ料理。
［亘直］世界道産アユタヤ追跡＆バンパイン宮殿観光へ。

歴代の三遷が　　　　　寝釈迦僕がある　　　　木の根の間に埋まる

ト更を警誓讐m　りットヤイチヤイモン］ンJ rnや讐讐笠
「バンパイン宮殿」リ㌫蒜’■…‘」「ヮットプラマ八夕小」

アユタヤ愚大規模

「ワット・プラシー

サンペット」

適塾感
‡

l　二

三一■■轟

☆途中、10分程度、遺跡の周りを象に喪って観光します。
園タイ料理。
［：璽］ライトアップされた世界道産アユタヤ遺跡を見学します。

※遺跡の中には入場せず、外側より夜祭を見学します。　　　　　　バンコク泊匪園田

匡冠ダムノンサドアク水上マーケットを見学。途中、ココナッツファームも見学。

闇雲監禁だ市内観光　歴代蒜ごす悉崇慧
「エメラルド寺院」

∴ト草・苧
◎エメラルド寺院、○玉章（※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します。

匠弧タイ式マッサージ（約90分）で
リフレッシュ。

園ライトアップされた暁の寺院を望む
「ザ・デッキ」にてタイ・フュージョン料理。

□亘コ空港へ。 機中泊厘観田

lDO＝50－01：00予副バンコク発ケ匝壷画福岡着。解散。　　　　　　　　領□□

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 �〈チェンマイ〉〈スコータイ〉くバンコク〉のホテルは旅行代金表をご覧下さい。 

食事 �朝食4回、昼食4回、夕食5回 

最少催行人員 �2名　　　　l　添乗鼻　】同行しませんが現地係員がお世話します。 

2014年1月

※1月31日は旧正月です。

〈プラン〉チェ濁 ��、・；言‘肇郡隙‾二、郷　÷ ������腰細脚．聡矧蝿食 ������ ������������� ���� ��3大王朝 満喫プラン 追加代金 ��チェンマイ 延泊代金 （朝食付） �延泊代金 （朝食付） �三三＝■ ≡Jl 

大人お1人／単位 ��円　くフリープラン〉の場合　　　　子供代金：3，000円 ������������き、幼児代金（航空座席・ペツ＿ドを利用しないZt未満のお子機）＝22，000円 �����������������1人部屋 追加代金 

ホテル（チェンマイ／バンコク） ���コースコード ��日数 ��A � �8　t　C ����D ���E ��F ��G �� ��� �� ��K 

チェンマイ・プラザ／ ツインタワーホテル ���TT5C【8 ��5 ��94．800 �98． ��00 �96′ �00 �101′ ��00 �104．800 ��川′800 ��107．800 ��117． �00 ��117′800 ��1隠800 ��181′800 ��1°′000 ��45．000 ��5，000 �5′000 �aOOO 

ホリデイイン・チェンマイ／ ホリデイイン・シーロム ���TTSC【H ��5 ��101．800 �103′ ��∞ �105′ �00 �110． ��00 �113′800 ��120′ �00 �118．800 ��128． �00 ��12°′800 ��174．800 ��200．800 ��2°．000 ����6′000 �7．000 

ル・メリディアン ル・メリディア ��チェンマイ／ ・バンコク �TT5〔EM ��5 ��123′800 �125′ ��00 �125． �00 �130． ��00 �13°． �00 �140． �00 �139′800 ��1舶′ �00 ��149．800 ��197．800 ��256′800 ��52．000 ����13．000 �13′000 

シャングリラ・チェンマイ／ シャングリラ・バンコク ���TTSC【S ��5 ��131．800 �133． ��00 �138′800 ��1〟．800 ���1山． �00 �151． �00 �152．800 ��157 �00 ��143′800 ��205′800 ��221′800 ��‘4．000 ����13′000 �19′000 

フォーシーズンズ・チェンマイ／ フォーシーズンズ・バンコク ���TT5C �F �5 ��174．800 �17°′ ��00 �198′ �00 � �1． �00 �－ ��211， �00 �－ ��217． �00 ��－ ��－ ��－ ��12．000 ����42，000 �19，000 

タイ啓発韮前を幾離日断∴鋸国馴 ����聖和痢 ���頗悠旅行偲金 ���託瀾 � ���� �������� ���� �� �� �����廷泊代金 （朝食付） � 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：3，000円引き、幼児代金（航空座臥ベッドを利用しない2暮未満のお子楕）三22，000円 ����������������������������������1人部屋 ���≡l 

ホテル（チェンマイ／スコータイ／バンコク） ������コースコード ���日数 �A ��B ���C‾「、琶 ��D　‡　E ����F ���G ��【 �� ��■－ ��K ��追加代金 

チェンマイプラザ（部屋指定なし）／パイリン・スコータイ 　ツインタワーホテル（部屋指定なし） ������TTるCHC ���6 �173′800 ��176．800 ���176．800 ��181′800 ��183′800 ��187′800 ���189′800 ��194．800 ��202′800 ��249．800 ��262．800 ��24′000 ��5．000 �3′000 

シャングリラ■チェンマイ／スコータイヘリテージ・リゾート シャングリラ・バンコク（デラックスリバービュー） ������TT‘CHG ���6 �212．800 ��215．8 �� �218．800 ��223，800 ��225′800 ��229．800 ���238，800 ��23°．800 ��242．800 ��289，800 ��302．800 ��89′000 ��19．000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金に 油サーチャージは ��は空港諸税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、引共472円）とタイの空港税（2700円）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さLlo※上記旅行代金には燃 含まれています。※延泊代金は1部屋を2／3名様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になります。※1：延泊は、品大計11日間まで可 
能ですが、12／20～1／3発に関しては、品大計7日間までとなります。 

！琵禁澄渡㌫筑豊禁教誓霜詔盗羞要望芳子甜房巌霊場二去弓益㌍試詣盲Zと競畳孟雫韻富里警釣踪あぉ錮下さい0　　　　　　胸が汐一汗柑



1－　ァォサイ

覿少壮騨奥書艦安静紺

7．　＿　■ンのホテル

ゆったわした客室が快遭♪

インターコンチネン効レアシアナ・サイゴン

○琶ニア飽な難関の優雅なホテ飽

パ「ク・ハイアット

誤記だタップやシャワ「イ夢

ベトナム雑貨
馳夢塵媚鐘靭詳翫痔

幅広しゲストにÅ荒のデラックス耗テ飽

ロッテ・レジェンドホテル
（旧：レジェンドホテル）

崇に吉宗ヱ妄票言霊言誤票F二還ヨ

ホテルのPOINT♪

●プール＆フィットネスセンターサウ
ナの利用無料　●ホテル内ギフト
ショップの10％OFFクーポン　●ホー

チミン市内周回シャトルバスサ十ビス　0お部屋にミネラル
ウオーター（1日2本）●客室内インターネットアクセス無料

●チェックアウトを1800まで無料で延長OK

40日前までにご予約完了の場合

●デラックス・リバービュールームへ

お部屋を無料アップグレード（空きがある場合のみ）

トン二ト．■デこし1主tさん串て1■チ■j亨引こステイ

シ工ラトン・サイゴン
シエラトン・オリ

ジナルのスイー

トスリーパーベ
ッドで　眠りも快

適。スタイリッシ
ュなカフェ

「MOJO」が人気。

ホテルのPOINT♪　、ゼ
●ウエルカム・フルーツ

●ウエルカムドリンク

会土日矧こチェックアウト限定

●チェックアウトを1800まで無料で延長OK

スタンダードクラス（下記のいずれかとなります。ホテルの
ご希望指定はお堂lナできません。）

●ボンセン　●ボンセンアネックス　●ユニバース

セントラル　●サイコン　●アジアン　●サイゴン

スター　●サイゴンロイヤル　●オーラック2

●センビエツト　●ボスサイコン

三011二千三112只才一フンのヨ某ホ警ル

ニッコー・サイゴン
ドンコイから車で

10数分程、ロイ

ヤルセンターに

立地。日系ならで

はのウォシュレッ

ト完備の40m2

の客室は快適。

ホテルのPOINTJ t Y

●お部屋にミネラルウオータ】
●インターネットアクセス無料
●ヘルスクラブ＆プールの利用無料
●チェックアウトを18－00まで無料で延長OK

普イ3㌢梢を望竜お部屋が快遺

ルネッサンス・リ／トサイド
ドンコイ通りそばに
立地。ゆったりした
客室も快適。最上階
た高志テ砺■ラl

●ウエルカムドリンク●ホテル内飲食農の
10％OFFクーポン●スパ10％OFFクーポン

●ホテルロビー内ショップ10％OFFクーポン

●フィットネスセンター＆プールの利用無料
●チェックアウトを柑00まで無料で延長OK

50日前までにこ予約完了の場合

ビュールームへお部屋を無料

アップグレード（1日1部屋慣訂空きがある場合のみ）

ベンタイン市笹に近いホテル

ニューワールド

客室は機能的で落ち着いた雰囲気。

日本人スタッフもいるので安心。和食、

中華などレストランも充実。

ホテルのPOINT♪　　　－

●ウエルカム・ドリンク

●スパ10％OFF（除外メニューあり）
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