
都会の喧騒から離れる タイ「王室リゾート」 

「世界最高のコース100、ベストコース inアジア」に

合計4度抜擢された経歴をもつ最高級のチャンピ

オンコース。2007にオープンしてからアジアンツアー

やヨーロピアンツアーが度々開催されており、世界

的に知名度も高いです。激しいアップダウンに加

え、原生している粘り気の強いラフがプレイヤーの

頭を悩ませます。戦略性をしっかり持ってプレー出

来るか否かでスコアが大きく左右してきます。ホアヒ

ンの中心部から車で約15分とアクセスも良好で

す。  

大人：RM 750 /1名 

コード：CGFBM  

基本的に3名以上のお申し込み必要 

タイで初めて作られたタイ最古のゴルフコース。パー

72の全長6,655ヤードのコースにはウォーターハザー

ドがないため、ビギナーにもお勧めです。ホアヒン中

心部の駅の近くに

位置しており、アク

セス抜群です。 

HYATT REGENCY  

★★★★★ 

*上記のフライト情報は2018年5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。 

*送迎はホテルのスタッフによる送迎になります。日本語不可。 

 

2018年5月18日よりエアアジア新規就航 

AVANI HUAHIN RESORT &VILLAS 

★★★★ 

SHERATON HUAHIN RESORT 

AND SPA★★★★★ 

ホアヒンの街までは車で約20分。ホテルは穏や

かで落ち着いたデザインであり、 全ての客室の

バルコニーからプール、ラグーンやガーデンのいず

れかの景観をを見ることが出来ます。スパで楽

しんだり、レストランで美味しいものを食べたり、

プールやガーデンで和んだり、色々な楽しみ方

のできるリゾートです。 

ラグーンスタイルのユニークなプールは周囲560m、広さ

4,000㎡。南国リゾートのトロピカルなロビーから海岸ま

で続いています。ホテルからホアヒンの街までは車で約

15分。 リゾートからホアヒンのダウンタウンまではシャトル

やリムジンサービスもご用意(有料)。木目調のでまとめ

た落ち着いたシックなインテリアのお部屋は、モダンなタ

イ風のデザイン。デラックスルームは全室49㎡の広さで、

広々としたオープンバスルームには、大型バスタブ、独

立シャワーが完備。キッズクラブ「スタークラブ」では、バ

ティックや人形へのペインティング、ロケットや風船作りな

ど充実のプログラムです。ファミリーにもカップルにもおす

すめリゾート。 

王家ゆかりの避暑地ホアヒン中心街の南端にあり、

200メートルもの白く輝く砂浜に面したビーチフロント

の豪華リゾート。特徴はなんといっても広大なラグーンプール。広い

トロピカルガーデンにかこまれ癒しの風景が広がっています。客室は

広くナチュラルでやさしい雰囲気。国際的に有名なゴルフコースも

近くにあります。ウエルカムドリンク、フルーツプレート特典つき 

日程 スケジュール 食事 

 

 

1日目 

AK830便 クアラルンプール空港10: 00＞ホアヒン空港 着11:00 

（日、月、水、金運行） 飛行時間は2時間ほど 

 

＊ツアー料金に航空券は含まれておりません。 

空港でホテルスタッフがお出迎え。その後ホテルへご案内。 

チェックインは15：00以降 

                                                                      ＜ホアヒン泊＞ 

 

2日目 

朝食：ホテルにてブッフェ  朝 

自由行動  

                                                                      ＜ホアヒン泊＞  

 

 

3日目 

朝食：ホテルにてブッフェ （ ホテルチェックアウトは12：00 ） 朝 

出発に合わせてホテルスタッフと共に空港へ。  

AK831便 ホアヒン空港11: 30＞クアラルンプール空港着14:35 

（日、月、水、金運行） 

 

クアラルンプール 発着 

出発期限：2018年5月18日～10月31日 

発行日：2018年5月7日 

有効期限：2018年10月31日チェックアウトまで 

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人様あたり/2名1室利用 ・ クアラルンプール⇔ホアヒンまでの航空券代金は含まれておりません。＞ 

大人：RM 590/1名 
コード：CGFRH 

基本的に3名以上のお申し込み必要 

バンコクの南西約200キロメートル、タイ湾を挟んで
パタヤの対岸に位置するプラチュアッブキリカン県の
ホアヒンは、王室の保養地として古くから発展した
優雅な気品漂うリゾート地。静かな白い砂浜と、そ
れに沿って建ち並ぶワールドクラスのラグジュアリーホ
テル、さまざまな美しい意匠が凝らされた歴代王の
離宮、南国の太陽に映える名門ゴルフコースの芝
生、新鮮なシーフードを提供するレストラン、野生
動物の観察にトレッキングと大自然を満喫できる国
立公園──ここでは、都会の喧噪から離れ、ゆっ
たりと穏やかな時間を過ごすことができます。 



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 

子供エキストラベッド

利用 

子供ベッドなし利

用 

1名様参加 

AVANI HUA HIN  

（大人2名+子供2名可

能）  

 

デラックスルーム 

  

5月18日-10月31日  2泊3日 880 350 150 1,420 

延泊 260 150 60 510 

 

 

 

 

 

 

HYATT REGENCY  

(大人3名/大人2名+子

供1名可能）  

 

 

 

 

 

 

 

ハイアットゲストルー

ム  

5月18日-7月14日 

8月27日-10月31日 

（日、月、水チェックイ

ンイン）  

2泊3日 1,040 650 150 1,620 

延泊 310 290 60 610 

5月18日-7月14日 

8月27日-10月31日 

（金チェックインイン）  

2泊3日 1,100 650 150 1,750 

延泊 340 290 60 670 

7月15日-8月26日 

（日、月、水チェックイ

ンイン）  

2泊3日 1,080 650 150 1,720 

延泊 340 290 60 670 

7月15日-8月26日 

（金チェックイン）  

2泊3日 1,160 650 150 1,870 

延泊 370 290 60 740 

 

SHERATON HUAHIN  

(大人3名/大人2名+子

供2名可能）  

ガーデンビュー  5月18日-10月31日  2泊3日 1,100 200 170 1,810 

延泊 370 70 70 740 

ガーデンテラス  2泊3日 1,140 200 170 1,890 5月18日-10月31日  

延泊 400 70 70 790 

■ ツアー料金（お1人様あたり/マレーシアリンギット ■ 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  

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 

<免責事項> : 本社および旅行手配代行者は次に事例する事由により被害を被られた場合は責任を負いかねます。  *天災地変 戦乱 暴動 ストライキ又はこれらのために生じる旅行の日

程の変更・中止 *官公署の命令・外国の入国規制・伝染病による隔離又はこれらに生ずる旅行の日程変更、  中止  *運送期間の不通・遅延・スケジュール変更・又はこれらに生ずる旅行の

日程変更・中止  *運輸・宿泊期間の事故、火災又はこれらのために生ずる旅行の日程変更・中止 *自由行動中の事故  *食中毒  *盗難、紛失 

<<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 ※国外をご旅行される場合、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上あるか、ご確認下さい。※公用パス

ポートをお持ちの方は、出入国の条件が異なる場合がございますので、ご注意下さい。 ※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。  ※ツアーによっては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） ※ホテルによってはお部屋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。  ※ホテルによっては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ので、予め

ご了承下さい。 ※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いただいた場合の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。 


