
ランドパッケージ 週末でも行ける気軽なプラン！ 

エンジンボートに乗り込んで、迷路のような運河を進みダム

ヌンサドゥアック水上マーケットへ！水上マーケットに到着後

は周囲を散策。野菜や果物、日用品などをのせた小舟が

運河を往来し、『東洋のベニス』とも呼ばれる活気あふれる

水上都市タイの風情を体感していただけます。また午後は

世界遺産【アユタヤ】へ！立ち寄り先は、大仏塔やずらっと

並んだ坐仏像が壮観の「ワット・ヤイ・チャイ・モンコン」、木

の根に仏像の頭部だけが埋もれた光景が印象的な「ワッ

ト・プラ・マハタート」、そして3つのチェディに王の遺骨が眠る

アユタヤ王朝の王室寺院「ワット・プラ・スィ・サンペット」と、

見どころをおさえたコンパクトなコースになっています。 

大人：RM 350 / 子供：RM 250 

時間 : 6 時 45分頃～ 19 時 30分 

所要時間 ： 13 時間    

コード：VDSAS 

ツアーで訪れるのは、三島由紀夫の名作“暁の寺”

で知られる『ワット・アルン』、エメラルド色の本尊が

祀られタイで最も格式高い王室寺院『ワット・プラケ

オ』と隣接する『王宮』、巨大な涅槃仏とタイ式マッ

サージの総本山『ワット・ポー』、それぞれ異なる特

徴が楽しめます。ツアーはお昼に終了予定、解散

場所は免税店“キングパワー・コンプレックス”、BTS

ビクトリーモニュメント駅から徒歩約5分の便利な立

地です。 

Westin Grande  

Sukhumvit 

★★★★★ 

*上記のフライト情報は2018年2月現在のものです。航空会社の都合などにより予告なく

変更になる場合がございますので、ご予約時にご確認ください。 

H.I.S.バンコク支店が安心サポート 

Grande Centre Point 

Hotel Terminal 21 

★★★★ 

Crowne Plaza Hotel Bangkok 

Lumpini Park 

★★★★★ 

アソーク交差点の大型複合施設「ターミナル２

１」の上層部に位置するホテル。BTSアソーク

駅とMRTスクンビット駅に直結しており、雨に濡

れずに移動ができる。ターミナル２１はショッピン

グモール、レストラン街、映画館、スーパーなど

が揃う最新の人気スポットで、周囲にもデパー

トや日本料理店などが揃う最高のロケーショ

ン。客室は天井が高く明るく開放感あふれるイ

ンテリアでトイレはオート洗浄機能が完備、電

子レンジもあり長期滞在にもおすすめ。   

元日系ホテルらしく客室・サービスもラグジュア

リーホテルならではの重厚感ある落ち着いた雰

囲気。ホテルのすぐそばには都会の緑地ルンピ

ニ公園があり、地下鉄シーロム駅、BTSサラ

ディーン駅も徒歩数分。シーロムエリアを拠点に

楽しむには立地抜群。全室バスタブ、温水便

座洗浄機付きなので安心してこころゆくまでおく

つろぎいただけます。オフィスで賑わうビジネス街

と、歓楽街のどちらにも近く便利です。  

BTS ス カ イ ト レ イ ン Asok 駅 徒 歩 1 分、地 下 鉄

Sukhumvit駅徒歩2分。スクンヴィット通りソイ19の入

り口に位置し、観光客に人気のターミナル21ショッピングセンターや

ローカルデパートのロビンソンまではいずれも徒歩1分。ロビー内は

鮮やかな光彩を用いモダンな印象。お部屋はホテル特色の一つで

あるヘブンリー・ベッド仕様で快適な睡眠が約束されている。全室

バスタブ＋シャワーブース別付で日本語チャンネルのテレビも視聴

可能。ホテル階下にはロビンソンデパートが入っており、ショッピング

などにも苦労しない。レストランや、バーも充実しており、在住者に

も人気の日本食レストラン【吉左右（きっそ）】もある。  

日程 スケジュール 食事 

 

 

1日目 

クアラルンプール空港発＞バンコク（スワンナプームもしくはドンムアン）空

港着 
 

＊ツアー料金に航空券は含まれておりません。 

空港で日本語ガイドがお出迎え。その後ホテルへご案内。 

＊送迎は混載送迎（他のお客様と一緒）になります。 

通常、チェックインは15時からです。                 

                                                                      ＜バンコク泊＞ 

 

2日目 

朝食：ホテルにてブッフェ  朝 

自由行動  

＊＊オプショナルツアーもございます。お問合せください。  

                                                                      ＜バンコク泊＞  

 

 

3日目 

朝食：ホテルにてブッフェ  朝 

（ ホテルチェックアウトは12：00 ）  

出発に合わせて日本語ガイドと共に空港へ。  

＊送迎は混載送迎（他のお客様と一緒）になります。  

バンコク（スワンナプームもしくはドンムアン）発クアラルンプールへ  

クアラルンプール発着 

出発期限：2018年4月1日～2018年10月31日 

発行日：2018年2月12日 

有効期限：2018年10月31日チェックアウトまで 

       ※一部ホテル除く 

 

詳細はウェブサイトでご確認いただけます  http://www.histravel.com.my  

＜旅行代金/大人お1人様/2名1室利用 ・ クアラルンプール⇔バンコクまでの航空券代金は含まれておりません。＞ 

スワンナプーム空港着 

マレーシア航空 (KLIA発着) 

タイ航空 (KLIA発着) 

ドンムアン空港着 

マリンド航空(KLIA発着) 

エアーアジア(KLIA2発着) 

スワンナプーム空港着 

タイスマイル航空 

ドンムアン空港着 

エアーアジア 

大人：RM 220 / 子供：RM 190 

時間 : 7 時 30分～ 11時 30分 

所要時間 ： 4 時間    

コード：VSSPN 



ホテル お部屋タイプ 出発日 料金タイプ 大人2名1室利用 大人エキストラベッド

利用 

子供エキストラベッド

利用 

子供ベッドなし 

ウィンザースイート 
(最寄り駅[BTS ASOKE] 

から徒歩 10分) 

スクンビットエリア 

ウィンザー 

スイート 

大人3名 / 大人2名+子供1名 (子供2歳～11歳）  

特典： レイトチェックアウト15:00まで（空室状況による。確約不可）、ウェルカムドリンク、無料WIFI 

4/01～10/31  2泊3日 910 910 910 680 

延泊代金 180 180 180 40 

ザ スコソン バンコク 
(最寄り駅[BTS PHAYA THAI]から

徒歩 5分) 

サイアムエリア 

プレミア 大人3名/大人2名+子供1名 （子供2歳～11歳）  

特典： レイトチェックアウト18:00まで（空室状況による。確約不可） 

特典： 無料WIFI ,ランチもしくはディナーで利用可能な500THB 分バウチャー  

4/01～9/30   2泊3日 1,060 1,060 1,060 710 

延泊代金 270 270 270 60 

グランド センターポイント  

ホテル ターミナル 21 
（最寄り駅[BTS ASOKE & MRT 

SUKHUMVIT]から徒歩 1分） 

スクンビットエリア 

デラックス 

プレミアム 

大人3名/大人2名+子供2名（子供2歳～11歳）  

特典： レイトチェックアウト16：00まで（空室状況による。確約不可） 

4/01～10/31    2泊3日 1,320 1,320 1,280 750 

延泊代金 420 420 400 80 

ルネッサンス バンコク  

ラチャプラソン ホテル 
（最寄り駅[BTS CHITLOM]から徒

歩 3分）    

サイアムエリア 

デラックス 大人3名/大人2名+子供2名（子供2歳～11歳）  

特典：レイトチェックアウト16:00まで（空室状況による。確約不可） 

無料WIFI , くじ引き 

4/01～10/31    2泊3日 1,350 1,350 1,140 760 

延泊代金 440 440 320 80 

ウェスティングランデ  

スクンヴィット 
(最寄り駅[BTS ASOKE] 

から徒歩 5分) 

スクンビットエリア 

デラックス  

 
4/28-5/6 

8/11-8/14  

滞在は不可    

大人3名/大人2名+子供2名（子供2歳～11歳）  

特典：レイトチェックアウト17:00まで（空室状況による。確約不可）,無料WIFI 

4/1～10/31 2泊3日 1,310 1,310 1,250 750 

延泊代金 420 420 380 80 

ヒルトン スクンビット バンコク 
(最寄り駅[BTS PHROM PONG]

から徒歩 3分) 

スクンビットエリア 

デラックス 

4/28-5/6 & 

8/10-8/12滞

在は不可 

大人3名/大人2名+子供1名（子供2歳～11歳）  

特典：レイトチェックアウト18:00まで（空室状況による。確約不可） 

4/01～10/31 

 

2泊3日 1,290 1,290 1,120 760 

延泊代金 410 410 300 80 

        

        

        

■ ツアー料金（お1人様/マレーシアリンギット建 ■ 2歳未満（幼児） ： RM 50  (座席・ベッド・食事なし) 

この他たくさんのホテルをご用意しています！是非お問い合わせくださいませ      yoyaku @his-world.com  



<<ご注意>> 必ずお読み下さい。 
※掲載されている写真は全てイメージです。実際のホテルや観光地と異なる場合がございます。  
※安全情報：外務省の安全情報 http;//www.pubanzen.mofa.go.jp/をご参照の上、渡航先の安全対策に心掛けて下さい。 ※航空会社のスケジュール変更や現地事情により、やむを得ず旅程が変更となる場合がございますので、
予めご了承下さい。  ※ツアーによりマイレージが加算されません。 ※ツアー・送迎は混乗です。※航空機・客室に関するリクエストの確約は致しかねます。（例：座席/眺望/ダブルベッド/禁煙室等の指定）  
※ホテルにより客室にバスタブが付いていない場合がございます。 ※ホテルのチェックインの際、クレジットカードや現金でのデポジットを請求される場合がございます。  ※ホテルにより予告無く改修工事を行うことがあり、改修中でも通常
通り営業することがございます。 ※お部屋のエキストラベッドとして、室内のデイベッドを使用する場合や、マットレスが搬入される場合があります。 ※12歳以上の方は大人料金適用、2歳以上12歳未満の方は子供料金適用となります
が、ホテルにより子供ベッドなし料金が適用とならない場合がございますので、予めご了承下さい。  ※通常、ホテルのチェックイン時間は14時～15時以降、チェックアウトは10時～12時（正午）となりますが、連休中などのピークシーズン
は、ホテルの都合により上記の通りとならない場合がございますので、予めご了承下さい。  ※オプショナルツアーは2名様以上でお申し込み頂いた場合の1名様料金です。1名様でご参加の場合は倍額となります。  ※ご不明な点がご
ざいましたら、お気軽にスタッフまでお問い合わせ下さい。 

ホテル お部屋タイプ 出発日 料金タイプ 大人2名1室利用 大人エキストラベッド

利用 

子供エキストラベッド

利用 

子供ベッドなし 

ザ オークラ プレステージ  

バンコク 
(最寄り駅[BTS PHLOEN CHIT] 

から徒歩 2分) 

スクンビットエリア 

デラックス 大人3名 / 大人2名+子供2名 (子供2歳～11歳）  

無料WIFI 

4/01～9/30  

 

2泊3日 1,710 1,710 1,150 480 

延泊代金 650 650 420 100 

モンティエン バンコク 
(最寄り駅[BTS SALADAENG]から

徒歩10分 ) 

シーロムエリア 

スーペリア 大人3名/大人2名+子供1名 （子供2歳～11歳）  

特典： WIFI 無料 ,レイトチェックアウト16：00まで（空室状況による、確約不可） 

4/01～10/31   2泊3日 990 990 990 730 

延泊代金 230 230 230 70 

クラウンプラザホテル バンコ

ク 
(最寄り駅[BTS SALADAENG]から

徒歩10分 ) 

シーロム・サトーンエリア  

スーペリア 大人3名/大人2名+子供1名（子供2歳～11歳）  

特典： スパ20％OFF クーポン 、無料WIFI 、レイトチェックアウト18：00（空き状況による、確約不可） 

4/01～9/30    

 

2泊3日 1,350 1,350 1,150 670 

延泊代金 440 440 320 30 

■ ツアー料金（お1人様/マレーシアリンギット建 ■ 2歳未満 ： RM 50  (座席・ベッド・食事なし) 

この他たくさんのホテルをご用意しています！是非お問い合わせくださいませ      yoyaku@his-world.com  

http://www.histravel.com.my 

エイチ・アイ・エス・ブキットビンタン支店 

Lot  2.6,  Level  2,  Ansa,  Kuala  Lumpur, 
101, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur  

Tel: 03-2148-8000 

Email yoyaku@his-world.com 

営業時間： 平日  10:00～19:00 

土・日   11:00～19:00 
祝日：休 

■料金に含まれるもの： ホテル2泊、現地の送迎、日本語ガイド、朝食■料金に含まれないもの： 航空券 クアラルンプール空港への送迎、ツアー中の飲み物   

■ゴルフバッグ、ダイビング機材等の大型荷物を持参の場合は別途、持込手数料RM150（1名につき）が掛かり特別手配が必要となりますので予約時にお申し

付け下さい（サーフボードはサイズにより追加料金が異なり要見積）。 


