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バンコク市内観光 1 

大人 ¥5,500 
王宮及びエメラルド寺院、涅槃仏寺院、暁の寺を見学。 

子供 ¥4,000 
07:30-08:00 ホテル出発   

08:40 暁の寺 入場  

09:20 涅槃仏寺院 入場  

10:00 王宮・エメラルド寺院 入場  

12:00 ホテル帰着   

備考 ＊王宮、エメラルド寺院が王室行事などで入場できない場合は黄金仏寺院又は大理石寺院へご案内します 

＊昼食（ブッフェ）をご希望の方は¥1,000 増しとなります 

 

バンコク市内観光 2 

大人 ¥5,000 
チャオプラヤ川遊覧、暁の寺、王宮およびエメラルド寺院見学。 

子供 ¥3,500 
07:00-07:30 ホテル出発  途中ボートを利用 

08:20 暁の寺 入場  

09:30 王宮、エメラルド寺院 入場  

11:30-12:00 ホテル帰着   

備考 ＊王宮、エメラルド寺院が王室行事などで入場できない場合は黄金仏寺院又は大理石寺院へご案内します 

＊昼食（ブッフェ）をご希望の方は¥1,000 増しとなります 

 

ローズガーデン観光 

大人 ¥6,000 約 24ha の広大な敷地を豊かな緑と鮮やかな花々で覆うレジャーランド。タイビレッジカルチュアルショー（舞踊、剣術、 タイボクシン

グ、タイ式結婚式など）を鑑賞。園内では、象のり体験も可能です（別料金）。 子供 ¥4,500 
12:00 ホテル出発  

13:00-16:00 

ローズガーデン 

13：00 昼食 

14：40 タイビレッジカルチャーショー鑑賞 

 

ブッフェ 

 

17:30-18:00 ホテル帰着  

 

サンプラン・エレファント・グランド観光 

大人 ¥6,000 
専用のグランドでサッカーをする象や飼育係りが巨大ワニの口へ頭を入れる迫力のパフォーマンスショーなどを見学頂きます。 

子供 ¥4,500 
11:00 ホテル出発  

12:00-15:50 

サンプラン・エレファント・グランド 

12：00 昼食 

13：00 ショー鑑賞 

 

ブッフェ 

 

17:30-18:00 ホテル帰着  

 

アユタヤとバンパイン離宮観光（往復車利用） 

大人 ¥7,000 1351 年より 35 代、417 年に渡り王朝が置かれたタイの古都。市内のマハタート寺院、サンペット寺院と王族の避暑地バンパイン離

宮を見学。 子供 ¥5,000 
07:30 ホテル出発   

08:30 バンパイン離宮 入場  

10:00 ワット・ヤイチャイ・モンコン 入場  

11:10 ワット・プラマハタート 入場  

12:00 ワット・プラシー・サンペット 入場  

12:30 昼食  ブッフェ 

15:00-15:30 ホテル帰着   

 

アユタヤとバンパイン離宮観光（片道船利用） 

大人 ¥9,000 
「アユタヤとバンパイン離宮観光」を片道だけ豪華クルーズ船にてご案内。 

子供 ¥9,000 
07:00 ホテル出発   

08:00 -12:00 
クルーズでアユタヤへ 

11:00 昼食 
 

船着き場で乗り換え 

船上でブッフェ 

12:30 バンパイン離宮 入場  

14:00 ワット・ヤイチャイ・モンコン 入場  

15:10 ワット・プラマハタート 入場  

16:00 ワット・プラシー・サンペット 入場  

18:00-18:30 ホテル帰着   

備考 ＊お客様のご希望や予約状況によりクルーズが復路になる場合があります 
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アユタヤライトアップ観光 

大人 ¥7,000 
ライトアップされたマハタート寺院、サンペット寺院などの遺跡を見学。 

子供 ¥5,000 
16:30 ホテル出発   

17:40 夕食  ブッフェ 

19:00 ワット・マハタート 下車  

19:25 ワット・ラチャブラナ 下車  

19:30 ワット・プララム 下車  

19:45 ワット・プラシー・サンペット 下車  

20:30 ホテル帰着   

備考 ＊各遺跡は閉門されている為、入場観光はできません 

＊天候によりライトアップが中止される場合もあります 

 

アユタヤとバンパイン離宮観光 & アユタヤライトアップ観光 

大人 ¥10,000 
「アユタヤとバンパイン離宮観光」にマハタート寺院やサンペット寺院の遺跡ライトアップをプラス。 

子供 ¥7,000 
10:30 ホテル出発   

11:30 バンパイン宮殿 入場  

13:00 昼食   

14:20 ワット・プラシー・サンペット 入場  

15:10 ワット・プラマハタート 入場  

16:00 ワット・ヤイチャイ・モンコン 入場  

17:00-17:30 夕食   

19:00 ワット・マハタート 下車  

19:25 ワット・ラチャブラナ 下車  

19:30 ワット・プララム 下車  

19:45 ワット・プラシー・サンペット 下車  

20:30 ホテル帰着 下車  

備考 ＊各遺跡は閉門されている為、入場観光はできません。 

＊天候によりライトアップが中止される場合もあります。 

 

ダムナンサドゥアク水上マーケット観光 

大人 ¥6,000 バンコクの南東約 80 ㎞の郊外にある本格的な水上マーケットの見学。新鮮な果物、野菜やお粥、ラーメンなどの食料品からお土産

物、衣類など何でも揃う市場にて売り子との駆引きをお楽しみ下さい。途中、ココナッツファームにも立ち寄ります。 子供 ¥4,500 
07:00-07:30 ホテル出発  

09:00 ココナッツファーム  

09:30 ダムナンサドゥアク水上マーケット 途中ロングテールボートで移動 

12:30-13:00 ホテル帰着  

備考 ＊昼食をご希望の方は¥1,000 増しとなります 

 

ダムナンサドゥアク水上マーケット & ナコンパトム観光 

大人 ¥7,000 
「ダムナンサドゥアク水上マーケット観光」に世界最大の仏塔見学をプラス。 

子供 ¥5,000 
07:00-07:30 ホテル出発   

09:00 ココナッツファーム   

09:30 ダムナンサドゥアク水上マーケット  途中ロングテールボートで移動 

12:00 ナコンパトム・プラパトムチェディ 入場  

13:20 昼食   

15:00-15:30 ホテル帰着   

 

ダムナンサドゥアク水上マーケット & ローズガーデン観光 

大人 ¥8,000 
午前中にダムナンサドゥアク水上マーケットへ、午後にローズガーデンを観光する充実プラン。 

子供 ¥5,500 
07:00-07:30 ホテル出発   

09:00 ココナッツファーム   

09:30 ダムナンサドゥアク水上マーケット  途中ロングテールボートで移動 

12:30-16:00 

ローズガーデン 

13：00 昼食 

14：40 タイビレッジカルチャーショー鑑賞 

 

 

ブッフェ 

 

17:30-18:00 ホテル帰着   
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カンチャナブリ観光 

大人 ¥8,000 
映画「戦場に架ける橋」で有名になった鉄橋。戦時中に架橋され、今なお使用されているクワイ川鉄橋や戦争博物館などを見学。 

子供 ¥5,500 
07:30 ホテル出発  

09:30 戦争記念博物館  

10:00 連合軍共同墓地  

10:20 日本軍慰霊塔  

10:30 クウェー川鉄橋散策と泰緬鉄道乗車  

12:40 昼食  

17:00 ホテル帰着  

備考 ＊鉄道乗車をご希望の方は¥1,000 増しとなります 

 

カンチャナブリ観光 & ナコンパトム観光 

大人 ¥9,000 
「カンチャンブリ観光」に世界最大の仏塔見学をプラス。 

子供 ¥6,500 
07:00-07:30 ホテル出発  

09:30 戦争記念博物館  

10:00 連合軍共同墓地  

10:20 日本軍慰霊塔  

11:30 クウェー川鉄橋散策と泰緬鉄道乗車  

12:40 昼食  

16:00 ナコンパトム・プラパトムチェディ  

18:00-18:30 ホテル帰着  

備考 ＊鉄道乗車をご希望の方は¥1,000 増しとなります 

 

ダムナンサドゥアク水上マーケット & カンチャナブリ観光 

大人 ¥13,000 
「ダムナンサドゥアク水上マーケット」に「カンチャナブリ観光」をプラスした充実プラン 

子供 ¥9,000 
07:00-07:30 ホテル出発  

09:00 ココナッツファーム  

09:30 ダムナンサドゥアク水上マーケット 途中ロングテールボートで移動 

11:30 戦争記念博物館  

12:00 連合軍共同墓地  

12:30 昼食  

13:30 クウェー川鉄橋散策と日本軍慰霊塔  

17:00-17:30 ホテル帰着  

 

スタンダード・ディナーショー 

大人 ¥3,000 
ショーレストランにて、タイ舞踏を鑑賞しながらのお食事。 

子供 ¥3,000 
19:00 ホテル出発  

20:00-21:00 夕食と古典舞踊鑑賞  

22:00 ホテル帰着  

 

スーペリア・ディナーショー 

大人 ¥5,000 
インドラリージェントホテル内レストラン、サラタイにてタイ舞踏を鑑賞しながらのお食事。 

子供 ¥5,000 
19:00 ホテル出発  

20:20-21:10 夕食と古典舞踊鑑賞  

22:00 ホテル帰着  

 

デラックス・ディナーショー 

大人 ¥10,000 マンダリンオリエンタルホテル内サラリムナム、又はマリオットリゾート&スパ内リバーサイドテラスにてタイ舞踏を鑑賞しながらのお

食事。 子供 ¥10,000 
19:30 ホテル出発  

20:30-21:30 夕食と古典舞踊鑑賞  

22:00 ホテル帰着  
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ディナークルーズ 

大人 ¥7,000 チャオプラヤ川よりの夜景を眺めながら優雅にお食事を。ライトアップされた暁の寺やエメラルド寺院の幻想的な美しさをご堪能くだ

さい。 子供 ¥5,000 
18:10 ホテル出発  

 クルーズと夕食 約 2 時間。夕食はタイ料理セットメニュー 

21:30 ホテル帰着  

 

ニューハーフショー 

大人 ¥4,000 
個性溢れるオカマダンサーたちが繰り広げる華麗なショーを約１時間お楽しみ頂きます。 

子供 ¥4,000 
19:30 ホテル出発  

20:00 ニューハーフショー鑑賞  

22:30 ホテル帰着  

 

サイアム・ニラミット 

大人 ¥7,000 
タイの芸術と文化遺産を表現する、世界最高レベルのパフォーマンスショー。 

子供 ¥5,000 
18:30 ホテル出発  

20:00-21:30 ショー鑑賞  

22:00-22:30 ホテル帰着  

 

タイ古式マッサージ 

大人 ¥3,000 
タイ古式マッサージ（約 120 分）に往復送迎付き。 

子供 - 
備考 ＊チップは含まれておりません。 

 

日帰りラン島 

大人 ¥11,000 
パタヤ沖に浮かぶ珊瑚礁のラン島散策。 

子供 ¥8,000 
07:30 ホテル出発  

09:30 パタヤにてボートに乗り換えラン島へ  

09:50-14:30 
ラン島 

12:00 昼食 

 

セットメニュー 

17:30 ホテル帰着  

備考 ＊島では別料金で様々なマリンスポーツを楽しめます 

 

ガイドと車のチャーター（半日） 

ガイドと車を 4 時間貸し切り。 1 台 ¥10,000 

備考 ＊行き先はバンコク市内に限ります。 

 

ガイドと車のチャーター（終日） 

ガイドと車を 8 時間貸し切り。 1 台 ¥20,000 

備考 ＊行き先はバンコク市内に限ります。 

 

*最小催行人数は 2 名様です。1 名様での参加をご希望の場合はお問い合わせ下さい。 

*お申し込みはご参加希望日の前日までにツアーガイドへお申し付け下さい。ツアーによっては当日お受けできるものもございますのでお問い合わせください。 

*お取り消しの場合は所定の取消料をご請求します。ご連絡が実施日の前日 12 時までは無料、12 時から 18 時半までは 50%、それ以降は 100％となります。 

*時間は目安です。ご宿泊ホテルの場所、天候、交通事情などにより前後する場合があります。 

*諸事情によりコース内容、催行日、料金等の変更又は中止等の場合があります。 

*基本的に混載（他のお客様がいらっしゃいます）ですが、専用車（お客様のみ）になる場合があります。 

*ご不明な点、質問等がございましたらツアーガイドにお問い合わせ下さい。 
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コーラル島観光 

大人 ¥7,000 移動距離も短く 白い砂浜と透明度の高い海の美しい島。シュノーケリング、シーウォーカーなどのマリンスポーツ（別料金）が楽し

めます。 子供 ¥4,900 
08:30 ホテル出発  

09:00 チャロン港からスピードボートでコーラル島へ  

09:30-14:30 
コーラル島にて自由行動 

12:00 昼食 

 

レストランにて 

15:00 チャロン港からホテルへ  

15:30 ホテル帰着  

 

ピピ島観光 

大人 ¥9,000 プーケット沖約 45 ㎞に浮かぶ大小 6 つの島からなるピピ郡島。その 1 つピピ・ドン島へ。シュノーケリングや島内散策をお楽しみい

ただけます。 子供 ¥6,300 
07:30 ホテル出発  

08:30 ラッサダー湾よりフェリーでピピ・ドン島へ  

10:00 ピピ・レイ島付近通過 船内からマヤベイやバイキングケイブを見学 

10:30-14:30 
ピピ・ドン島にて自由行動 もしくはスノーケルトリップへ 

12:00 昼食 

 

レストランにて 

16:30 プーケット港からホテルへ  

17:30 ホテル帰着  

 

パンガー湾観光 

大人 ¥11,000 
映画「007 黄金の銃を持つ男」のロケが行われた事で有名なジェームスボンド島や洞窟が点在する湾を船で巡ります。 

子供 ¥7,700 
08:30 ホテル出発   

09:50-11:50 
パンガー湾遊覧 

11:00 ジェームスボンド島へ上陸 
 

 

20 分 

12:20 スワンクーハ洞窟寺院 入場   

13:00 昼食   パンガーベイホテルにてタイ料理セット 

15:30 ホテル帰着     

 

ラチャ島観光 

大人 ¥9,000 
プーケット島南約 30km の外洋に浮かぶラチャ島は、プーケット周辺では最も透明度が高く、シュノーケリングに最適な島です。 

子供 ¥6,300 
08:00 ホテル出発  

09:00 スピードボートでラチャ島へ  

09:30-15:30 

ラチャ島 

10:30 ボートにて、シュノーケリングツアー 

12:30 昼食 

クルーズまで自由行動 

 

 

16:00 チャロン湾からホテルへ  

16:30 ホテル帰着  

備考 *雨季の波が高い時期は催行できないことがあります 

 

ラン・ヤイ島観光 

大人 ¥8,000 
プーケット島の東、サパム湾沖 5km に位置する小島で、一年中穏やかな波の打ち寄せる静かな島での休息を。 

子供 ¥5,600 
08:30 ホテル出発  

09:30 ボートラグーンマリーナよりラン・ヤイ島へ  

10:00-16:00 

ラン・ヤイ島 

真珠養殖場見学の後、自由行動 

12:30 昼食 

 

16:30 ボートラグーンマリーナからホテルへ  

17:30 ホテル帰着  
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トローリング & フィッシングツアー 

大人 ¥25,000 南国の海で手軽にトローリングや釣りを。季節、潮流によってはカジキマグロが釣られる可能性もあります。昼食は船上にてお弁当

です。 子供 ¥17,500 
07:30 ホテル出発  

08:00 チャロン港をポイントに向けて出発  

09:30-15:30 
ラチャ島付近到達 トローリング開始 

12:00 昼食 

 

船上にて弁当 

16:30 チャロン港からホテルへ  

17:30 ホテル帰着  

 

プーケット島内観光 

大人 ¥6,500 
プーケットタウン、シャロン寺院、プロンテープ岬などの見学とショッピングへご案内します。 

子供 ¥4,550 
09:00 ホテル出発   

09:40 ビューポイント 下車  

10:10 プロムテープ岬 下車  

11:00 ワット・チャロン 下車  

11：30 

13：00 

プーケットタウン散策 

ホテル帰着 
  

備考 *昼食をご希望の方は¥500 増しとなります 

 

サイモンショー 

大人 ¥7,000 
きらびやかな衣装をまとったニューハーフが繰り広げる、歌と踊りの華やかなショーをお楽しみください。 

子供 ¥4,900 
19:00 ホテル出発  

19:30-20:45 サイモンキャバレーショー  

21:30 ホテル帰着  

備考 ＊夕食をご希望の方は¥2,000 増しとなります 

＊ロブスター付きの夕食をご希望の方は¥4,000 増しとなります 

＊表示の時間は第一回公演（19:30）に合わせた時間です。第二回公演（21:30）ご希望の場合は 2 時間遅くなります。 

＊未成年者のご参加は店側の判断で入店不可の場合があります 

 

プーケットファンタシー 

大人 ¥10,000 プーケット最大のテーマパーク。大シアターでは民族舞踊、空中バレー、マジックイリュージョンやスペクタクル劇などが繰り広げられ

ます。 子供 ¥10,000 
19：00 ホテル出発 夕食付きの方は 18：00 出発 

19:30-22:20 

プーケットファンタシー 

19:30 ショー開始まで園内散策 

21:00 ショー 

 

23:00 ホテル帰着  

備考 ＊夕食をご希望の方は¥1,000 増しとなります 

＊木曜日は休園のため不催行です 

 

お食事と夕日鑑賞 

大人 ¥8,500 
アンダマン海に沈む美しい夕日を見ながらディナーをお楽しみください。 

子供 ¥5,950 
17：00 ホテル出発  

18:00-19:30 夕食 プロムテープ岬内のレストランにて 

20:00 ホテル帰着  

備考 ＊夕食でロブスターをご希望の方は¥1,000 増しとなります 

＊時期により日没にあわせ時間を変更します 

＊夕日は天候により見られない場合がありますがその際返金はありません 

 

エレファントトレッキング 

大人 ¥7,000 
象の背中に乗って自然の中を約 1 時間散策します。 

子供 ¥4,900 
10:00 ホテル出発  

10:30-11:30 象乗り  

12:00 昼食  

13:30 ホテル帰着  

備考 ＊昼食をご希望の方は¥1,000 増しとなります 
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サファリツアー 

大人 ¥12,000 
象乗り、カヌーで川下り、モンキーショー、牛車乗りなど。 

子供 ¥8,400 
08:00 ホテル出発   

08:30-11:30 

プーケットサファリ 

象のショー 

象のトレッキング 

水牛のトレッキング 

モンキーショー 

タイボクシング・ダンス 

タイクッキングショー 

ゴムの樹液採取 

シーカヌー 

 

15 分 

30 分 

10 分 

15 分 

15 分 

15 分 

15 分 

45 分 

 

12:00 昼食   

14:00 ホテル帰着   

備考 *潮の干満により時間が変わります 

*英語ガイドとなります。日本語ガイドは同行しません 

 

シーカヌー体験 

大人 ¥12,000 
パンガー湾に浮かぶ小さな島々をカヌーで探検します。 

子供 ¥8,400 
08:00 ホテル出発  

09:00-17:00 

ポー湾からパナック島へ 

10:00 パナック島でシーカヌー 

11:30 ホン島でシーカヌー 

12：30 昼食  

13:30 ジェームスボンド島へ上陸 

14:30 ナカ島にて自由行動 

 

18:00 ホテル帰着  

備考 *潮の干満により時間、スケジュールが変わります 

*水に濡れてもよい服装でご参加ください 

 

ラフティング 

大人 ¥13,000 
パンガーでラフティングをお楽しみ下さい。 

子供 ¥9,100 
08:30～09:00 ホテル出発     

10:00 現地着     

10:30 ラフティング 40 分 事前説明と安全具の装着あり 

12:00 ランチ   タイセットメニュー 

13:30 象のり 45 分   

14:30 滝でリフレッシュ 30 分 滝周辺にてスイミング可 

15:00 ドリンクサービス 10 分 ソフトドリンク、コーヒー、紅茶 

15:30 ホテルへ出発     

16:30～17:00 ホテル着     

備考 *水に濡れてもよい服装でご参加ください 

 

タイ古式マッサージ 

大人 ¥7,000 
タイ古式マッサージ（約 120 分）に往復送迎付き。 

子供 - 
備考 *チップは含まれておりません 

 

タイボクシング観戦 

大人 ¥9,000 
タイの国技ムエタイをリングサイドから観戦します。 

子供 ¥6,300 
19:00 ホテル出発  

20:00-22:00 タイボクシング観戦 途中退場可 

23:00 ホテル到着  

備考 *金曜日のみ催行 
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タイビレッジショー 

大人 ¥7,500 
タイの伝統文化を紹介するテーマパークでショーをご覧下さい。 

子供 ¥5,250 
12：00 ホテル出発  

13：00-13：45 タイ舞踊ショー  

14：30 ホテル帰着  

備考 *昼食をご希望の方は¥1,000 増しとなります 

*金曜日は休館のため催行しておりません 

 

カーチャータープラン 

4 時間 ¥10,000 
車とガイドのチャーター。 

8 時間 ¥17,000 
備考 *行き先はプーケット島内に限ります 

*料金のかかる施設へ入場される場合その費用はお客様のお支払いとなります 

 

*最小催行人数は 2 名様です。1 名様での参加をご希望の場合はお問い合わせ下さい。 

*お申し込みはご参加希望日の前日までにツアーガイドへお申し付け下さい。ツアーによって当日お受けできるツアーもございますのでお問い合わせください。 

*子供料金は 3-11 才のお子様が対象となります。 

*食事中の飲み物代、島でのマリンスポーツ代やツアー中に発生するチップは別料金となります。 

*お取り消しの場合は所定の取消料をご請求します。 

ご連絡が実施日の前々日までは無料、前日 17 時までは 30%、前日 17 時以降は 50%、当日は 100％となります。 

*時間は目安です。ご宿泊ホテルの場所、天候、交通事情などにより前後する場合があります。 

*諸事情によりコース内容、催行日、料金等の変更又は中止等の場合があります。 

*基本的に混載（他のお客様がいらっしゃいます）ですが、専用車（お客様のみ）になる場合があります。 

*ご不明な点、質問等がございましたらツアーガイドにお問い合わせ下さい。 


