
HISシンガポール支店 

シャングリラ・ラサ・リア/ Shangri-La Rasa Ria Resort 

【絶対オススメ! ラサリア プレミアオーシャンビュールーム】 

広々としたお部屋に全室大きなバルコニー付き。
バルコニーには大きなバスタブが備え付け。自
然を眺めながらの贅沢な一時はラサリアだけ！ 

有効期限 2014年9月30日 

Flight Schedule Meal 

29DEC MI752便 Singapore 08:30発 - Phuket 09:20着 
着後係員と共にホテルへ その後自由行動 ※チェックインは15時以降                                                  

30DEC 
31DEC 終日自由行動 /  Free and Easy  **オプショナルツアーをお楽しみ下さい。** 朝食 BB 

01JAN 

ご出発時間まで自由行動。係員と共に空港帰国の途へ 

朝食 BB 
基本フライト 

MI755便 Phuket 18:10発 - Singapore 21:00着   

 

フライトアレンジ 
MI753便 Phuket 14:30発 - Singapore 17:40着 

追加代金：S$100(大人・子供同額) 

HISシンガポール支店 
有効期限:2017年11月26日  

シルクエアー 直行便利用 

おすすめホテル 

 
島内一賑やかなパトンビーチエリアにありながら、4万平方メートルもの広
大な敷地をもつホテル。リゾート内は南国独特の開放感に溢れ、ゆったり
と過ごす事ができる。お部屋は近代的なビルディングタイプとタイ様式の
コテージタイプに分かれている。ビーチはリゾートの目の前、ショッピン
グやレストラン街へも徒歩数分なので立地条件は文句なしです。 
日本語スタッフ◎バスタブ△キッズプール、キッズクラブ◎ 

 
白亜のビルディングに沿って東南アジア最大級の全長300m以上のプール
が川のように流れ、まるでテーマパークのようなワクワク感も味わえるラ
グジュアリーリゾート。ラグーナエリア内はシャトルボートで自由に移動
できるため、他のホテルの施設への移動もら楽々です。 
日本語スタッフX バスタブ◎キッズプール、キッズクラブ◎ 

①アンダマン エンブレイス パトン 

②アンサナ ラグーナ プーケット 

定番 オプショナルツアー 

①アクティブビーチ！コーラル島 
プーケットからスピードボートで15分と近郊のマリンスポーツをま
とめて満喫できる島です。遊泳やマリンスポーツを楽しむことがで
きます。 島の滞在時間も長すぎず、島から帰ってからエステ・夜の
エンターテイメントショーなどにも参加しやすい人気ツアー。 

大人S$100.00 
子供S$70.00 

②カイ島 1日ツアー 
プーケットの港から高速船で約20分。白い砂浜の小さい無人島での
んびりと過ごすことができます。また、珊瑚や美しい熱帯魚をたく
さん観賞できる場所への、シュノーケリングツアーも開催されてい
ます。南の島のリゾート気分を満喫することのできるツアーです。 
※3歳以下のお子様は参加不可。 

大人S$140.00 
子供S$70.00 

ツアーに含まれるもの :  
昼食・ライフジャケット・往復送迎 
※シュノーケリングマスク、フィン、
ビーチチェアなどは別途有料 

大人S$105.00 
子供S$80.00 

ツアーに含まれるもの :  
昼食・ライフジャケット・往復送迎 
シュノーケル(マスク,シュノーケル) 
※フィンの貸し出しなし 
 

復路便 選べる  
フライトプラン 



100 Tras St #03-16/17/18 100AM Singapore 079027 

【最寄駅】タンジョンパガ－駅 （A出口すぐ 新しいショッピングモ－ル100AM の3階） 

シンガポール支店  
年中無休（10:00-19:00） sin.info@his-world.com 

6224-1512 
website: www.his-travel.com 

3泊4日 ツアー代金 お一人様あたり 大人2名1室 大人3名1室 子供 
ベッド有 

CWB 

子供 
ベッド無 

CNB ご宿泊ホテル お部屋種類 TWN/DBL TRIPLE 

  アシュリー ハブ パトン 
 ASHLEE HUB HOTEL PATONG 

デラックス 
(3A/2A+2C) 

パトンビーチ 880 840 620 560 

  パトン リゾート 
 PATONG RESORT  

スーペリア 
(3A/2A+2C) 

パトンビーチ 1060 1030 800 680 

  ディーバナ プラザ プーケット 
   DEEVANA PLAZA PHUKET PATONG 

デラックスシティ 
(3A/2A+2C) 

パトンビーチ 1100 1030 630 570 

  アンダマン エンブレイス パトン 
   ANDAMAN EMBRACE PATONG 

バルコニー 
デラックス 

(3A/2A+2C) 
パトンビーチ 1170 1070 720 570 

  ノボテル プーケット リゾート 
   NOVOTEL PHUKET RESORT 

スーペリア 
(3A/2A+2C) 

バンタオビーチ 1400 1300 680 650 

  スイソテル プーケット 
 SWISSOTEL PHUKET PATONG  

プレミア 
(3A/2A+2C) 

パトンビーチ 1520 1410 760 710 

  アンサナ ラグーナ 
   ANGSANA LAGUNA PHUKET 

ラグーナルーム 
(3A/2A+2C) 

バンタオビーチ 1750 1500 570 540 

  ダイアモンドクリフ 
   DIAMOND CLIFF RESORT & SPA 

スーパーデラックス 
(3A+1C/2A+2C) 

パトンビーチ 1760 1500 570 570 

  ウェスティン スィレイベイ 
   WESTIN SIRAY BAY  

スーペリア 
シービュー 

(3A/2A+2C) 
スィレイビーチ 1850 1730 1120 760 

※上記の代金に別途一人あたり約s$85.00空港税が必要となります。(大人・子供同額)  
※このツアーの最少催行人数は10名です。 
※上記代金に、シルクエアー往復航空券、ホテル3泊、朝食、往復送迎が含まれております。 
※ご予約金としてお一人様S$300ご入金お願いします。ツアー催行確定後は払い戻し不可(担当者よりツアー確定の可否をご案内致
します。) 
※ご出発の40日前から100％のキャンセル料が発生します。 
※旅券の残存は入国時6ヶ月以上と滞在日数以上が必要になります。 
フライトスケジュールは予告なく変更となる場合がございます。 
ツインベッドまたはダブルベッドのベッドタイプの確約及び事前座席指定はできませんので、予めご了承下さい。 
※アシュリー ハブ、パトンリゾート、ノボテル プーケット、スイソテル、ウェスティンは12月31日 強制ガラディナー込み 
※ディーバナプラザ、アンダマン エンブレイス、アンサナ、ダイアモンドクリフは12月31日 強制ガラディナーなし 

【プーケット島内観光(昼食無し)】  大人S$70.00 子供S$50.00 09：00 – 13:30 

プーケットの定番の観光ポイントを押さえたツアーです。中でも人気のあるのは、シャロ
ン寺院観光。タイらしい煌びやかな寺院で、タイ式のお参りを体験。日本語ガイドが丁
寧にご説明致します。また、プーケット最南端のプロンテープ岬にもご案内致します。
プーケット島から眺めるアンダマン海の素晴らしい景色が一望でき、外国人観光客だ
けでなく、プーケット近郊からも雄大な景色を眺めに訪れる人が絶えません。ツアーの
途中に、プーケット名産のカシューナッツの工場にもご案内。 

【サファリアドベンチャー】  大人S$115.00 子供 S$85.00  07:00 – 14:00  

タイに来たらエレファントトレッキング！プーケットの小高い山で象に乗りながら、のん
びりと眼下に広がるプーケットの田舎町を眺めることができます。傾斜のある場所を象
乗りでちょっとスリリングな体験です。象乗り後は、園内でモンキーショー。カヌー体験
では、実際にカヌーに乗り自分でカヌーを漕いで、マングローブの林を進みます。運が
よければ、マングローブの林で猿に会うこともあります。 
※4歳未満のお子様は安全上、参加不可。 

【プーケットファンタシー(送迎付)】  大人・子供S$115.00 19:00 – 23:00 

約140エーカーの土地に渡って造られた、夜のカルチャー＆テーマパーク。4000人収

容可能なゴールデンキナリーレストランにて、豪華ビュッフェディナーを。その後、象王
の宮殿にて最先端のテクノロジーと特殊効果を駆使した、幻想的な豪華絢爛なショー
をお楽しみください。出演者も約150人で、そのダンスは素晴らしく、象を約30頭使った
ショーは迫力満点。 


