
■タイ スワンナプーム空港ゆき 

 

◎タイスマイル 

TG 2420 クアラルンプール08：05＞バンコクスワンナプーム09：10 

TG 2419 バンコクスワンナプーム18：25＞クアラルンプール21：45 

◎マレーシア航空 

MH784   クアラルンプール09：05＞バンコクスワンナプーム10：15 

MH775   バンコクスワンナプーム18：40＞クアラルンプール21：55 

 

■タイ ドンムアン空港ゆき 

◎エアアジア 

AK880  クアラルンプール07：55＞ドンムアン09：15 

AK889   ドンムアン20：20＞クアラルンプール23：30  

 

■タイ パタヤウタパオ空港（月、水、金、日運行） 

 

◎エアアジア 

AK840  クアラルンプール15：05＞ウタパオ16：05 

AK841   ウタパオ16：35＞クアラルンプール19：35  

Suanthai Pattayaは2018年4

月にオープンしたばかり。象のり

体験等お楽しみ頂けます。 

また、タイガーパークではランチをお楽しみくださ

い。 

パタヤのビーチから沖に船で20分、白い砂浜

と澄んだ青い海が素敵なラン島は日帰りの海

水浴にピッタリ！幼児のお子様はご参加不

可になります。シュノーケリングは含まれますが

その他のアクティビティは現地申し込み、支払

いが必要になります。  

パタヤ老舗のニューハーフショー。華やかでテンポの良いショー

は昔から変わらず人気がございます。世界各国をイメージした

衣装で多数のダンサーが次々と現れ豪華な舞台をお楽しみ

頂けます。 女性役、男性役が同じくらい出演しており少し日

本の宝塚のような雰囲気。また、ユニークな踊りで観客と一緒

に盛り上がる曲も多くございます。 

日程 パッケージスケジュール 食事 

 

 

1日目 

クアラルンプールからタイ（バンコク/ドンムアン/ウタパオ空港）へ 

飛行時間は2時間ほど 

 

 

 

 

夕 

空港からパタヤホテルまで送迎（日本語もしくは英語ガイド）  

チェックインは15：00以降 

17：00頃ホテルへお迎え夕食会場へ 

夕食はビュッフェ予定 

20：00頃 大人気ニューハーフショー「ALCAZARショー」  

お席はノーマルシートになります。ショーの時間は1時間。 

終了後ホテルへ ★嬉しいタイマッサージ1時間クーポンつき（要予約） 

                                                                      ＜パタヤ泊＞ 

 

2日目 

朝食：ホテルにてブッフェ  朝 

08：00-09：00英語ガイドがホテルへお迎え 昼 

港までご案内 スピードボートで白砂ビーチ「ラン島へ」  

グラスボートでのシュノーケリングをお楽しみください。 

他アクティビティは現地申し込み（別費用） 

ランチは島内レストランでセットメニュー 

16：00頃ホテルへ出発予定 

                                                              ＜パタヤ泊＞ 

 

 

 

3日目 

朝食：ホテルにてブッフェ  朝 

07：00-08：00頃ホテルお迎え （日本語もしくは英語ガイド）  

「Suanthai Elephant Camp 」へ 象のり体験つき  

その後「Tiger Park」 へ（昼食つき） 

 昼 

パタヤから空港へ送迎 

タイ（バンコク/ドンムアン/ウタパオ空港）から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5月～10月31日 

発行日：2018年5月12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⇔タイまでの航空券代金は含まれておりません。＞ 

世界中から観光客が訪れる、アジアを代表するビーチリ
ゾート、パタヤ。 
「ネオンの輝く夜の街」として有名ですが、ナイトライフだ
けでなく豊富なアクティビティやマリンスポーツ、周辺には
遊園地やテーマパークなども多く近郊にも見どころ満
載！家族で楽しめるリゾートです。 
 
話題のウォーターパーク「カトゥーンネットワークアマゾン」
やタイの古い街並みを再現した「パタヤフローティング
マーケット」など話題の新スポットも続々誕生し、目が離
せません。綺麗な海、きれいな青い空魅惑都市 パタ
ヤへLet’s Go  



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 

RED PLANET  

★★ 

部屋指定なし  5月1日-10月31日   2泊3日 1,470 1,030 800 1,950 

延泊 110 110 50 220 

A ONE STAR HOTEL 

★★   

部屋指定なし   5月1日-10月31日    2泊3日 1,480 1,040 800 1,990 

延泊 120 120 50 220 

SUNBEAM HOTEL  

★★★  

部屋指定なし   5月1日-10月31日     2泊3日 1,550 1,100 850 2,180 

延泊 140 140 50 280 

LK THE EMPRESS 

★★★  

部屋指定なし   5月1日-10月31日     2泊3日 1,620 1,160 890 2,380 

延泊 180 180 50 350 

DUSITTHANI  

PATTAYA★★★★  

部屋指定なし   5月1日-10月31日     2泊3日 1,890 1,370 1,050 3,080 

延泊 290 290 50 580 

AVANI RESORT 

&SPA ★★★★ 

部屋指定なし   2泊3日 1,920 1,390 1,070 3,160 5月1日-10月31日     

延泊 310 310 50 610 

■ 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） ： 不可 

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 

<<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。 

【Wi-Fi客室無料】 

パタヤビーチロードまで徒歩４分。スーペリアは赤、デラックス

は緑を基調にした、機能的なお部屋をご用意しています。

ホテルには、終日営業のレストラン、フィットネスセンター、ビ

ジネスセンターを備えています。スイミングプールには子供用

プールとジャグジーを完備しており、家族連れも安心です。 

ホテル周辺はショッピングをする人で遅くまでにぎわいます。 

旧 イースティンホテルパタヤ 

【Wi-Fi客室無料】 

パタヤビーチ北端の岬にそびえたつロケーション抜群の高

級リゾートホテル。また、パタヤでは貴重なプライベート

ビーチを有し、パタヤビーチの喧騒とは無縁の落ち着いた

雰囲気を味わえます。客室やレストランやプールからは広

大な海を望むことができ眺めは最高です。ショッピングや

レストランが軒を連ねるセントラルパタヤにも近く、ナイトラ

イフも充実しています。 

Wi-Fi 全館無料】 

パタヤの市内中心部に位置し、豊かな熱帯の緑に囲ま

れたラグジュアリーホテルです。 パタヤ中心部の良い立地

で、ロイヤルガーデン・プラザやパタヤの人気のショッピング

エリアやエンターテインメントエリアもすぐそこです。 リゾート

の魅力たっぷりで、都市での生活を忘れさせる空間、静

寂があります。 リゾート内には、自慢のレストラン2軒、

バー2軒のほか、ジャグジー付き大プール、テニスコート、

広々としたヘルスクラブ、スパがあります。 

【Wi-Fi客室無料】 

ビーチは目の前、ビーチロードの真ん中でロケーション抜群のホ

テル。パタヤに数多く展開するLKグループのサービスアパート。

ビーチロードソイ12沿いでビーチはすぐ目の前。セントラルフェス

ティバルにも近くウォーキングストリートまで徒歩圏内とどこにい

くにも便利な立地です。中世ヨーロッパを思わせる豪華なロ

ビーと客室はエレガントな気分に浸れます。全室バスタブ付

き。 


