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Beach Wedding1
海が見えるチャペル、ラグジュアリーリゾート、プライベートな邸
宅ヴィラ、シティホテルなど多彩なスタイルの挙式が叶うのがタイ
ウエディング最大の魅力です。なかでもビーチセレモニーはプライ
ベート感が高く、ロケーション豊富なことでも注目を集めています。

青い海と白砂のビーチセレモニーが
憧れのままに実現

Traditional 2
タイならではの伝統的な仏式は厳粛そのもの。きらびやかな
民族衣装、ロングドラムと呼ばれるウエディングパレード、象
に乗っての新郎入場、僧侶による詠唱、聖なる水の儀式など、
この国でしか体験できない感動が胸に迫ります。

花の香りに満ちた
タイ仏式のセレモニー

Cost Performance3
日本国内やハワイに比べ、比較的リーズナ
ブルなプライスで理想のリゾートウエディ
ングが叶うタイ。想定内の予算で装花を豪
華にしたり、ドレスをランクＵＰするなど、
こだわりも存分に発揮できます。

思い描いた理想の形が
想定内のプライスで

& another style

Thailand style
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Hospitality4
「微笑みの国」と言われるタイ。両手を合わせ「サワディー・カ
ップ（カー）」と微笑む挨拶に象徴される、温かいおもてなしに
いたるところで出会えます。心癒される時の流れに「来て良か
った」と、ふたりも満足の微笑みを浮かべることでしょう。

「微笑みの国」ならではの
心優しきおもてなし

タイは欧米人に人気のウエディングデスティネ
ーション。各ホテルに婚礼専門デスクがあり、
装飾や演出もハイレベル。ハワイなどに比べて
日本人の花嫁と出会うことが少ない点も、スペ
シャルな魅力として人気を集めています。

欧米スタイルの洗練が薫る
装花＆コーディネート

Location6
船でしか行けない孤島、手付かずの自然の景観、サンゴ礁
の海、ココナッツの島、アンダマン海に沈む夕陽、深い山
の森、隠れ家ビーチ…ネイチャーランド・タイに息づく壮
大な自然が、ふたりの輝かしい未来を祝福してくれます。

記憶と写真に残る
壮大な自然の祝福に包まれて

Access & 7
札幌、成田、羽田、中部、関西、福岡空港からの直行便がある
バンコク。フライトは約6時間、時差2時間と少なく、ご両親や
親族にも無理のないスケジュールが組めるのも魅力。日本が冬
でも、常夏のタイなら家族みんなが明るい笑顔に！

フライト約6時間、時差2時間
両親たちも笑顔で到着

Stylish5
item

永遠を誓う思い出の地として、ふたりだけの運命の楽園
を探し求めるカップルから、今、注目を集めるタイ。ウ
エディングデスティネーションの宝庫であるこの国の魅
力を、まずは、７つのキーワードからひもときます。

タイ
ウエディングの

つの7

time difference

魅力がわかる

キーワード

Thailand style
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Beach Wedding 
PHUKET

& Ocean view

世界中から人々が癒しを求めて集まるラグジュア

リーリゾート「プーケット島」。タイ王国最大の島、

紺碧のアンダマン海に浮かぶプーケットは、雄大

な自然の息吹に包まれた祝福の聖地。エメラルド

色の海と太陽、風を感じる白砂のビーチをはじめ、

贅を極めた邸宅ヴィラ、ガラス張りの水上チャペ

ル、熱帯雨林の森に囲まれたガーデンなど、セレ

モニー＆ハネムーンロケーションもさまざまです。
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1

※問い合わせ先　�ア�アースカラーズ　ケ�ケリーアン　コ�ココウエディング　サ�サメール�ウエディング　ド�ドリームエージェント　エ�エーアンドエー　エス�エスティーワールド　�
ケン�ケントス・ネットワーク　サン�サンプラーン�リバーサイド　シ�シックスセンシズ　テ�ティフレックス�マルコン　（詳細はP13へ）

世界のアマンリゾート生誕の地
上質プライベートウエディング
Amanpuri
アマンプリ

世界中に「究極のリゾート」を提案し続ける「アマンリゾート」発
祥の地。アンダマン海を一望する半島の高台に位置する「アマ
ンプリ」は、穏やかな時を刻む地上の楽園です。ウエディング
の舞台は、滞在のヴィラまたはビーチクラブを貸し切って。絵
画のように美しい情景の中で花嫁になった記憶は、永遠の宝
物として胸に宿ります。
118/1 Moo 3 Srisoonthorn Road Pansea Beach, Phuket 83110, 
Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア ケ ド  エ エス

1ワンランク上のリゾートウエディングを実現　2開放感あふれるビー
チクラブでの挙式も人気　3眼前のアンダマン海に永遠の愛を誓って

プライベートビーチでの挙式と
ガーデンパーティーを贅沢に実現
The Surin Phuket
ザ スリン プーケット

プーケットならではのオン・ザ・ビーチロケーションを思う存
分満喫できる「スリン」。西海岸の穏やかな碧い海と白砂のビー
チが祝福する感動的なセレモニーの後は、海を正面に見渡す
ビーチレストランのガーデンでレセプションパーティーを。目
の前に広がるのは、美しいビーチを臨む絶景のパノラマ。穏
やかな波音に包まれながら、一日中海を間近に感じられます。
118 Moo 3, T. Cherngtalay, A.Talang Phuket 83110, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア サ エ

1閑静なバンジービーチに立つ楽園　2ビーチレストランのガーデンス
ペースでレセプション　3幻想的なサンセットシーンも魅力

手つかずの自然が息づく場所で
記憶に残るビーチウエディング
Aleenta Phuket Resort & 
Spa Phangnga
アリンタ プーケット リゾート ＆ スパ パンガー 

プーケット国際空港から車で約20分。自然の息吹が宿るエリ
アに佇む全室オーシャンビューのヴィラ。雄大なアンダマン海
と白い砂の輝きが包むビーチセレモニーは、一瞬一瞬が感動
の連続。柔らかなサンセットの光に包まれ愛を誓った後は、ガ
ーデンで一組だけのパーティーを楽しめます。
33/7 Moo 5, Pilai Beach, Khok Kloi 77220, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア エ

123白砂のきらめきとアンダマン海の青さが目に眩しいビーチ。生花
を贅沢に使ったデコレーションにも洗練さが薫って

海を望むチャペルorビーチで
碧い絶景に愛を誓うセレモニー
The NAKA Phuket
ザ ナカ プーケット

カマラビーチの5つ星リゾート「ナカ」には、2つの挙式会場が
あります。ホテルのルーフトップにある「チャペル・ザ・ビュー」
は180度パノラマシービュー。海の絶景に抱かれて永遠の愛
を誓う感動的なセレモニーは、ゲストにとっても一生の思い
出に。プライベートビーチ横の「ザ・ナカ・ビーチサイド」では、
海と緑に囲まれた爽やかなガーデンウエディングが叶います。
Moo 6, Kamala, Kathu, Phuket 83150, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア ケ サ エ エス

1紺碧の海に見守られてドラマティックなセレモニーを　2目の前には
プライベートビーチ　3式後はプール付きヴィラで贅沢にステイ
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海を望む丘の上のチャペル
Oceanside Royal Chapel
オーシャンサイド ロイヤル チャペル

白い砂浜が続くカタノイビーチを見下ろす小高い丘の
絶景チャペル。誓いの瞬間ガラス越しに見えるのは、
空と海の青だけ。ケーキカットはチャペル横のオープ
ンエアスペースで。併設された美食レストランでは、
海を眺めながら語らうひとときが叶います。
12 Kata Noi Road Kata Noi Beach Phuket 83100, 
Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア ケ サ エ エス

ハイエンドな贅沢リゾート
Andara Resort & Villas
アンダラ リゾート＆ヴィラズ

カマラ湾を望む高台に位置する「アンダラ」は、丘の斜
面に点在する豪華なヴィラ全室がスイート仕様のラグ
ジュアリーリゾート。挙式のステージは、アンダマン海
の絶景を一望するプールサイド。水上に浮かぶような
セレモニーは映画のように印象的です。
15 Moo 6 ¦ Kamala Beach, Kamala, Kathu, Phuket 
83150, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア ケ コ エ エス

パトンに近い美しき隠れ家
Amari Phuket
アマリ プーケット

プーケットで最も賑わうパトンビーチの南端、穏やか
な静寂に包まれたビーチに位置するホテルです。敷地
内へ一歩入ればそこは、パトン湾とアンダマン海をパ
ノラマのように望む美しき隠れ家。海風がそよぐプラ
イベートビーチでの挙式もロマンチックに実現します。
Patong Beach, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand

日本でのお問い合わせ先：コ エ 

夢が広がる個性派リゾート
Indigo Pearl
インディゴ パール

ふたりの夢を自由に描ける、スタイリッシュなデザイ
ンホテル。ビーチ、ガーデン、レストラン＆バーなど
どこで何をするかはふたり次第。会場選びもデコレー
ションも自在なオリジナルウエディングをここで。
※2016年8月以降The Slateに名称変更予定

Nai Yang Beach & National Park, Nai Yang, Sakhu, 
Phuket 83110, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア エ

自然と調和する楽園
Anantara Phuket Villas
アナンタラ プーケット ヴィラ

熱帯雨林が広がるシリナット国立公園とアンダマン海に
囲まれたロマンチックリゾート。プロポーズから結婚式、
ハネムーンステイまですべてが感動的！　最上級のホス
ピタリティとともに、専用プール付きのゴージャスなヴ
ィラでくつろぎのひとときが過ごせます。
888 Moo 3 ,Tumbon Mai Khao, Amphur Thalang, Phuket 
83110, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア サ エ

神話が息づく魅惑の世界
Keemala
キーマラ

「魅惑の彼方」をコンセプトに2015年12月に誕生。古代
の神話の世界へ誘われるような敷地内には、想像上の
プーケット4部族をイメージした客室が点在。五感が呼
び覚まされる神秘の世界は、各国のセレブリティから
も注目を集めています。
10/88 Moo 6, Nakasud Rd., Kamala, Kathu District,  
Phuket, 83150, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ド  エ テ

海に浮かぶ神秘のチャペル
Chapel On The Lagoon
チャペル オン ザ ラグーン

総合リゾート「ラグーナプーケット」内のラグーンに浮か
ぶ、幻想的なガラス張りのチャペル。専用のボートに
花嫁が乗って入場する挙式の幕開けも印象的。永遠を
誓った証として、ふたりの名と挙式日が刻印されたメモ
リアルプレートが敷地内に保存されます。
Laguna Phuket, Phuket

日本でのお問い合わせ先：ア ケ サ エ エス

1360度のパノラマと光に包まれて花嫁のドレス姿が一層きらめく　2タイの伝統的な様式美と水上文化をイメージした外観
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※問い合わせ先　�ア�アースカラーズ　ケ�ケリーアン　コ�ココウエディング　サ�サメール�ウエディング　ド�ドリームエージェント　エ�エーアンドエー　エス�エスティーワールド　�
ケン�ケントス・ネットワーク　サン�サンプラーン�リバーサイド　シ�シックスセンシズ　テ�ティフレックス�マルコン　（詳細はP13へ）

182 Koktanode Road, Kata Beach, Phuket 83100, Thailand
日本でのお問い合わせ先：エ ケン

Boathouse by Montara ボートハウス バイ モンタラ

28/27 Cape Amarin, Moo 6, Layi - Nakalay Road, 83000 Kamala Beach, Thailand
日本でのお問い合わせ先：ア サ エ

Villa Saan ヴィラ サーン

56 Moo 5, Tambol Koh Yao Noi, Amphur Koh Yao, Phang-Nga 82160, Thailand
日本でのお問い合わせ先：ド  エ エス シ

Six Senses Yao Noi シックスセンシズ ヤオノイ

152/1 Thaveewong Road, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand
日本でのお問い合わせ先：エ テ

The Kee Resort & Spa ザ キー リゾート＆スパ

338/1 Prabaramee Road, Patong Beach, Kathu, Phuket 83150, Thailand
日本でのお問い合わせ先：コ エ

Kalima Resort & Spa カリマ リゾート＆スパ

12 Kata Noi Road ¦ Muang Phuket, Kata Beach, Phuket 83100, Thailand
日本でのお問い合わせ先：ア コ エ

Mom Tri’s Villa Royale モム トリズ ヴィラ ロイヤル

三方海の絶景ロケーション
Point Yamu by COMO
ポイント ヤム バイ コモ

彼方まで見渡す海に抱かれた絶景リゾート。地中海と
タイの文化が美しく融合した空間は、イタリアの著名
なデザイナーによるもの。スタイリッシュなガーデンウ
エディングをはじめ、ふたりのセンスが光るレセプショ
ン＆セレモニーが実現できます。
225 Moo 7, Pa Klok, Talang, Phuket 83110, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア ケ サ ド  エ エス

碧い海を望む人気スポット
Katathani Phuket Beach Resort
カタタニ プーケット ビーチ リゾート

カタビーチの真ん中にある大型リゾート。海を一望す
るビーチフロントガーデンでの挙式とパームバーでの
パーティーは開放感いっぱい。よりアットホームなウエ
ディングを望むなら、姉妹リゾート「ザ ショア アット 
カタタニ」のプールヴィラ滞在もお勧めです。
14 Kata Noi Road, Muang Phuket 83100, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア ケ サ エ エス

静謐な洗練空間でお洒落に
Twinpalms Phuket
ツインパームズ プーケット

モノトーンを基調としたスタイリッシュな「ツインパー
ムズ」。メインプールにあるガゼボでの開放的なセレモ
ニーも、白で統一されたシーフードレストランでのオー
シャンビューセレモニーも素敵に実現。華やかで洗練
されたシーンが魅力です。
106/46 Moo 3, Surin Beach Road, Cherng Talay, 
Thalang, Phuket 83110, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア エ テ

タイ建築の優雅な別世界
Amatara Resort & Wellness
アマタラ リゾート＆ウェルネス

タイ伝統の建築様式とモダンな美しさが溶け合う、落
ち着いた雰囲気のラグジュアリーヴィラ。アンダマン
海を眺める特別な場所で叶うのは、優雅で気品あふれ
るウエディング。家族とゆっくり過ごしたいふたりにふ
さわしい空間です。
84 Moo 8, Sakdidej Road, Tambon Vichit, Cape Panwa, 
Phuket 83000, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ケ コ エ エス

斬新デザイナーズリゾート
Iniala Beach House
イニアラ ビーチハウス

豪華で斬新なデザイナーズリゾート。コンセプトが異
なる3つのヴィラ＆ペントハウスは、24時間バトラーサ
ービス付き。挙式の舞台はプライベートビーチかビー
チを見晴らすガーデンか、選択自在。式後は評判のシ
ェフが腕をふるうディナーが味わえます。
40/14 Moo 6 Kok Kloi, Takuathung, Phang-Nga, 82140, 
Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア ド  エ テ

「“紺碧の海×白砂のビーチ”といっ
た、オープンエアのビーチウエデ
ィングを夢見てタイを選ばれる方
が多いですね。トランでの水中結
婚式やタイの伝統的な挙式も特徴
的。ドレス選びや装花など、現地
でのサポートもどんどん進化して
います」

Staf f
VOICE A & A

金子信恵さん

「なんと言っても、ご両親や友人方
と一緒に行って楽しいロケーショ
ンが最大の魅力。結婚式を自分た
ちらしくお洒落に叶えたいと願う
クリエイティブな方に人気のタイ
ウエディング。おふたりの想いが
想定内の金額で叶います」

EARTH COLORS
山下詩乃さん

28/22 Moo 6 T.Kamala A.Kathu Phuket, Kamala, Thailand
日本でのお問い合わせ先：ア エ

Villa Torcello ヴィラ トルセロ

目の前に広がるロングビーチ

全室すべてプールヴィラ。丘の斜面に建てられている
ので眺めも最高です。カタノイビーチに隣接するように
設置された挙式会場では、エメラルドブルーの海、色
鮮やかなガーデン、洗練されたオリジナルデコレーシ
ョンなど、至福のリゾートウエディングを体験できます。
14 Kata Noi Road, Kata Beach, Phuket 83100, Thailand

日本でのお問い合わせ先：コ エ

The Shore at Katathani
ザ ショア アット カタタニ
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石灰岩の山々が不思議な景観を描く異世界「クラビ」。

ココナッツの木が全島をおおうココナッツ・アイランド

「サムイ」。タイ第２の都市であり“北方のバラ”と称され

る古都「チェンマイ」。王国全土に点在する隠れ家的デ

スティネーションを紹介します。

Nature Wedding
KRABI,SAMUI,
CHIANG MAI
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※問い合わせ先　�ア�アースカラーズ　ケ�ケリーアン　コ�ココウエディング　サ�サメール�ウエディング　ド�ドリームエージェント　エ�エーアンドエー　エス�エスティーワールド　�
ケン�ケントス・ネットワーク　サン�サンプラーン�リバーサイド　シ�シックスセンシズ　テ�ティフレックス�マルコン　（詳細はP13へ）

ユニーク＆エキゾティック！
他に類を見ない極上の異世界
Phulay Bay, 
a Ritz-Carlton Reserve
プーレイベイ リッツカールトン リザーブ

リッツカールトンの新ブランド「ザ・リザーブ」を冠するエキゾ
ティックリゾート。目の前にはアンダマン海のパノラマが広が
り、大自然の息吹に包まれるセレモニーは神秘的。誰も見たこ
とがない世界へゲストを誘う、ファンタジックなウエディング
を楽しめます。
111 Moo 3 Nongthalay, Muang, Nong Thale, Krabi Town 81000, 
Thailand

日本でのお問い合わせ先：ア ド  エ

123通路の壁や建物、プールもすべてが巨大！　モダン・エキゾティ
ックな異空間で永遠の幸せを祈るふたりは、時空を超えた物語の主人公

ボートでしか行けない秘密の島
海洋国立公園内の隔絶リゾート
RAYAVADEE
ラヤバディ

断崖絶壁のライムストーンに囲まれているため、ボートでのみ
アクセスが可能。「プリンセスの島」を意味する「ラヤバディ」は、
海洋国立公園内にある美しくも特別な世界。既存の木を一本
も切り倒さないなど、自然と人が共存する場所が、ふたりで歩
む人生の始まりの地に。天然の洞窟で永遠を誓い合うセレモ
ニーはここだけ！
214 Moo 2, Tambon Ao-Nang, Amphoe Muang, Krabi 81000, 
Thailand

日本でのお問い合わせ先：ド  エ

1奇岩がそそり立つカルスト地形が広がるクラビ　2敷地内にある洞窟
での挙式は厳粛そのもの　3濃密な自然と共存するパヴィリオン

208/66 Moo 4 Maret, Lamai Beach, Maret, Ko Samui 84310, Thailand
日本でのお問い合わせ先：ア エ

Silavadee Pool 
Spa Resort シラヴァディー プール スパ リゾート

Krabi

Samui

49/8-9 Moo 4, Tambol Taling-Ngam, Amphur Koh Samui, Suratthani 84140,Thailand
日本でのお問い合わせ先：ア エ

Conrad Koh Samui  コンラッド コ サムイ

9/10 Moo 5, Baan Plai Laem, Bophut, Koh Samui, Suratthani 84320, Thailand
日本でのお問い合わせ先：ド  エ エス シ

Six Senses Samui シックスセンシズ サムイ

177 Moo 1, Bophut Beach ¦ Koh Samui, Bophut, Ko Samui 84320, Thailand
日本でのお問い合わせ先：コ エ

Zazen Boutique 
Resort & Spa ザゼン ブティック リゾート&スパ

58/1 Moo 4 Bangrak Beach, Bophut, Ko Samui 84320, Thailand
日本でのお問い合わせ先：コ エ

The Scent Hotel ザ セント ホテル

38/2 Moo 3, Borpud ¦ Chaweng Beach, Chaweng, Bophut, Ko Samui 84320, Thailand
日本でのお問い合わせ先：コ エ

Centara Grand Beach 
Resort Samui センタラ グランド ビーチ リゾート サムイ

14/3 moo2 ¦ Surathani, Chaweng, Bophut, Ko Samui 84320, Thailand
日本でのお問い合わせ先：コ エ

Amari Koh Samui アマリ コ サムイ

「タイのビーチウエディングは最
高！　ロマンチックなハネムーン
ステイが叶う場所も豊富で、スパ
も魅力！　細やかで温かいおもて
なしもタイならでは。私自身もタ
イ挙式経験者なので、何でも相談
してくださいね！」

Staf f
VOICE coco wedding

矢川佳絵さん

「様々なニーズに応えられる会場バ
リエーションの豊富さや、日本か
らもアクセスしやすく、ご両親や
ご友人にも参列いただきやすい点
がタイウエディングを選ぶメリッ
ト。日本人の花嫁同士のバッティ
ングがあまりないのも魅力です」

ケリーアン（STワールド）
長谷川浩美さん

Chiang Mai
51/4 Chiang Mai-Sankampaeng Road, Moo 1, T. Tasala, A. Muang, Chiang Mai 
50000, Thailand
日本でのお問い合わせ先：エ ケン

Dhara Dhevi 
Chiang Mai ダラ デヴィ チェンマイ

100/1　Moo2, Chaweng Beach Road, Chaweng, Bophut, Ko Samui 84320, Thailand
日本でのお問い合わせ先：コ エ

Sareeraya 
Villas & Suites サリーラヤ ヴィラズ&スイーツ

219 Moo 5, Ang Thong, Ko Samui 84140, Thailand
日本でのお問い合わせ先：コ エ

Four Seasons 
Resort Koh Samui フォーシーズンズ リゾート コ サムイ

1

2

3
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国
で
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お
も
て
な
し

タイ王国の首都・バンコクは、黄金の塔が連なる

王宮をはじめ高層ビルが林立する大都会。チャオ

プラヤ川沿いなどに歴史と気品をたたえて佇むラ

グジュアリーホテルや、世界最高峰の屋外レスト

ラン、伝説のシルク王の邸宅などが幸せな花嫁を

迎えます。世界のセレブリティを虜にする微笑み

の国の洗練されたおもてなしと、悠久の歴史と都

会的なエッセンスが交錯するプレステージで忘れ

られない思い出を。

名門の風格漂う高層ホテル
The Peninsula Bangkok
ザ ペニンシュラ バンコク 

ラグジュアリーホテルが連なるチャオプラヤ川沿岸一帯。
その中でもひときわ威厳に満ちた存在感を放つ高層ホテ
ル。全室リバービューの窓に映る大河の眺めは息をのむ
ほど。開放感溢れるリバーカフェ＆テラスや、洗練された
ダイニングレストランなどで多彩なウエディングシーンを
実現できます。

絶
景
を
望
む
高
層
フ
ロ
ア
の
会
場

で
リ
ュ
ク
ス
な
ひ
と
と
き
を

333 Charoennakorn Road, Klongsan, 
Bangkok 10600, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ド  エ

City Wedding
BANGKOK
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※問い合わせ先　�ア�アースカラーズ　ケ�ケリーアン　コ�ココウエディング　サ�サメール�ウエディング　ド�ドリームエージェント　エ�エーアンドエー　エス�エスティーワールド　�
ケン�ケントス・ネットワーク　サン�サンプラーン�リバーサイド　シ�シックスセンシズ　テ�ティフレックス�マルコン　（詳細はP13へ）

静寂をまとうホテルの別棟を
貸し切るプライベートな一日
The Sukhothai Bangkok
ザ スコータイ バンコク

タイ最初の王朝がコンセプトというホテル内は、仏像や伝統工
芸品で彩られ、まるで美術館か博物館のよう。漂う静寂と優
雅さは、ここがバンコクの中心街にあることを忘れさせてくれ
ます。中庭に佇む別棟を少人数で貸し切って行うウエディング
は贅沢そのもの。ガーデンセレモニーもタイの伝統的な仏式
も、落ちついた雰囲気で叶います。
13/3 South Sathorn Road ¦ Thungmahamek, Bangkok 10120, 
Thailand

日本でのお問い合わせ先：ド  エ

1伝統的なタイ式もホテル内で本格実現　2別棟のガーデンでプライベ
ートな挙式を　3手入れの行き届いた中庭には水が揺らめく池が

世界的シルク王の家で
ミュージアムウエディング
Jim Thompson's House
ジム トンプソン ハウス

タイシルクの名を世界に広め、「シルク王」と呼ばれたジム・ト
ンプソン。古美術の収集家でもあった彼がかつて住んでいた
邸宅は、アユタヤをはじめタイの古い住居を集めて建てられ
た建築遺産。敷地内には本格的なタイ料理レストランが併設
され、優雅なウエディングが実現。大切なゲストと共に、人生
最良の一日を過ごせます。
6 Soi Kasemsan 2, Rama 1 Road, Bangkok

日本でのお問い合わせ先：ド  エ

1タイの古い建築様式を多く取り入れたチーク材の家。建物自体が歴史
を物語る博物館　2東洋美術のコレクションが美しく配された空間

永遠を紡ぐ伝説のホテル
Mandarin Oriental, Bangkok
マンダリン オリエンタル バンコク 

親しい人と過ごすプライベートウエディングから盛大
なパーティーまで、その一瞬が永遠になるレジェンダ
リーホテル。アフタヌーンティーで有名な「オーサーズ
ラウンジ」での挙式、装花や写真撮影まで、選び抜かれ
たプロがふたりをサポートします。
48 Oriental Avenue, Bangkok 10500, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ド  エ

微笑みの国の伝統的な結婚式
Sampran Riverside
サンプラーン リバーサイド

タイ式の伝統的なウエディングといえばここ。華麗な
衣装に身を包み、厳かに行われる伝統的なセレモニー
を実現できます。象に乗ってのパレードは、忘れられ
ない思い出に！ 挙式の後はオーガニックなブッフェを
楽しみながら、ゲストと楽しいひとときを過ごせます。
Km 32 Pet Kasem Road, Sampran, Nakorn Pathom, 
73110 Thailand

日本でのお問い合わせ先：エ サン

夢のような天空の別世界へ
lebua at State Tower
ルブア アット ステート タワー

オープンエアのレストラン・バーとして世界トップクラ
スの高さを誇る「Sirocco」や「The DOME」で知られる高
層タワーホテル。料理もホスピタリティも最上級！　“天
空”と呼ぶにふさわしいロケーションで、忘れられない
パーティーが実現できます。
1055 Silom Road ¦ State Tower, Bangrak, Bangkok 
10500, Thailand

日本でのお問い合わせ先：ド  エ 

3/2 Khao Road ¦ Vachirapayabal, Dusit, Bangkok 10300, Thailand
日本でのお問い合わせ先：エ ケン

The Siam ザ サイアム

21/100 South Sathon Road ¦ Thai Wah Tower II, Bangkok 10120, Thailand
日本でのお問い合わせ先：ド  エ

Banyan Tree Bangkok バンヤン ツリー バンコク

「人が優しく清潔感があるタイは、
ご両親ご親族様も安心して渡航で
きる場所。バンコクでの都会派パ
ーティーも、島でのビーチウエデ
ィングも、ご希望のスタイルで実
現。欧米系の最先端ヴィラなども
続々誕生しています」

Staf f
VOICE DREAM AGENT

名和佳子さん

「憧れのリゾートウエディングもタ
イなら比較的リーズナブルに叶い
ます。チャペル、ビーチ、邸宅ス
タイルと、挙式会場も多彩。微笑
みの国・癒しの楽園の上質なホス
ピタリティが、おふたりとゲストを
おもてなしします」

サメール ウエディング

1

2

3
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人生最高の瞬間を海の彼方の楽園で叶えるタイウエディング。ドレスやブー
ケの手配は？　ヘアメイクは？　両親やゲストにも楽しんでもらえる？…と、
遠方ゆえの不安を抱く花嫁のために、ここで一挙に疑問やお悩みを解決！

Q
A&タイウエディング

憧れをかたちにするための

Q3
プーケット島なら11月～ 3月の乾期が安定した気候でベストシ
ーズン。サムイ島の乾期は3月～ 5月と、エリアによって若干
異なるので確認を。たとえ雨期でも一日中雨が降り続くことは
まれなので、オープンエアの挙式も可能です。

タイウエディングのベストシーズンは？
雨期でも挙式は叶う？

Q1 海外ウエディング全般に言えることですが、ハネムーンも兼ね
るため意外とリーズナブルに感じるケースが多いのが実情。さ
らにタイならではの温かいホスピタリティに、プライス以上の
満足度を得られると評判です。

日本やハワイと比べて費用の目安は？

Q2
ツアーオペレーターやプロデュース会社を通せば現地でのドレ
スレンタルもスムース。日本で事前試着した同じドレスを現地
で借りられるシステムならより安心。世界で一着のドレスをオ
ーダーするのもタイなら格安です。

ドレスは現地でもレンタルできますか？
日本での試着も可能？

Q7
最短1カ月前でも大丈夫ですが、手配できないアイテムが出て
くるなどリスクもあり。人気会場やホテルを押さえるために
は、3カ月前にはプロデュース会社に申し込むのがマストです。
半年前などできるだけ早めに動くのが理想的！

準備はいつから
始めた方がいいですか？

Q4
挙式料（会場費、装飾、ケーキ＆シャンパン、ブーケ＆ブートニア、
音楽、司式者等）と新郎新婦宿泊費などを含むのが一般的。ほかスパ
やヘアメイク、カメラマン、象の行進やタイの伝統音楽や舞踏、パ
ーティーなどをオプションで追加すると、より豪華で印象的な一日に。

ウエディングパッケージって
何が含まれているの？

Q5
現地での生花のブーケは調達ＯＫです。プロデュース会社を
通せば、花の種類や色のリクエストなど、細かい希望にも対
応可。日本では高価なオーキッドなどの蘭は、タイなら比較
的リーズナブルなのでオススメです。

生花のブーケを持ちたい！
現地で調達できますか？

Q6
夕方に到着するフライトが多いため、現地での打ち合わせや
衣装合わせは2日目に。3日目が挙式となるケースが多いとか。
挙式当日は、朝からお支度～挙式～記念撮影＆フォトツアー
の流れの後、ゲストを交えパーティーに。

到着～挙式・パーティーまでの
モデルスケジュールを教えて！

12 Amazing Wedding Destination  THAILAND



Q8
日本人または日本の美容師免許を持つプロのヘアメイクアー
ティストが現地に常駐。イメージが明確に伝わるよう、雑誌の
切り抜きなど参考写真を用意すると、より安心です。希望すれ
ばヘアメイクリハーサルにも対応してくれます。

ヘアメイクは
イメージ通りにできる？

Q9 現地ツアーオペレーターやプロデュース会社を利用する場
合、通訳を兼ねて日本人または日本語のできるコーディネ
ーターが付き添ってくれます。また、多くのホテルには日
本人スタッフが常駐しサポートしてくれるので安心を。

英語が苦手でも大丈夫？

Q11
司祭（牧師・神父）、音楽奏者、介添人へ
のチップは挙式料金に含まれているの
で必要ありません。チップを渡す習慣は、
あくまでも気持ちの表れ。フォトグラフ
ァーやヘアメイクスタッフなど、特にお
世話になったと感じた場合にどうぞ。

ずばり、チップは
どうするのがベター？

AGENT LIST

Q10 両家の親睦や親孝行をかねて、新郎新婦の両親と渡航す
るケースが一般的。加えて親族、親友などを招待しても、
観光やアクティビティが豊富なタイなら、旅行気分で楽
しんでもらえます。日程が決まったら早めに伝えましょう。

両親や友人も招待するべき？

パッケージに含まれていない場合、ぜひオプショ
ンで追加してほしいのが、タイならではのグッド
ロケーションで撮影するフォトツアー。なかでも
透明な海と白砂のビーチを背景にしたドラマチッ
クな記念写真は、一生の思い出として押さえてお
きたいところ。
ほかにも宿泊しているホテルの敷地内での撮影、
タイの民族衣装に着替えての撮影、ベビーエレフ

フォトウエディングで楽しむ！ タイならではのロケ撮影
ァントとのフォトセッションも人気です。
また、現地での挙式をしないカップル向けに、衣装
やヘアメイクを含む写真だけのフォトウエディング
も各社で手配可能。
常夏の楽園タイで撮影した記念写真は、帰国後パー
ティーのウエルカムボードやムービー、招待状などに
大活躍！　海外リゾートならではのふたりのHAPPY
な表情が、ゲストの微笑みを誘う素敵な演出に！

プロデュース会社＆現地オペレーター

ホテル・ホテル代理店

ア アースカラーズ　EARTH COLORS
〒107-0062　東京都港区南青山5-12-2
KURASAWA BLDG 3F
Tel：03-6427-9993
http://www.earth-colors.com/

ケ ケリーアン　KELLY AN
〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂1丁目10
番7号　五島育英会ビル6Ｆ
Tel：03-5784-2655
http://kellyan.co.jp/

ケン ケントス・ネットワーク
〒107-0062　東京都港区南青山4-16-16　
カルム南青山205
Tel：03-3403-5328
http://www.kentosnetwork.co.jp/

コ ココウエディング〈東京オフィス〉coco wedding
Mail：info@cocowedding.jp
http://www.cocowedding.jp
※初回はメールにてお問い合わせください

サ サメール ウエディング　Sa-mer WEDDING
23/109-110 Boat Lagoon, Thepkrasattri 
Road, Ko Keow, Phuket 83000 Thailand
Mail：info@sa-mer.com
※サロンはプーケットですが、日本語で対応可能です

シ シックスセンシズ
Tel：0120-921324
Mail：japan@sixsenses.com
http://jp.sixsenses.com/home

テ ティフレックス マルコン
〒103-0015　東京都中央区日本橋箱崎町1-5 
ハニー箱崎ビル7F
Tel：03-3663-1023
Mail：sales.33@t-flexmarcon.co.jp
http://www.t-flexmarcon.co.jp/

ド ドリームエージェント　DREAM AGENT
〒106-0032　東京都港区六本木7-3-16　
六本木インターナショナルアネックス305
Tel：03-5775-4845
http://www.dream-agent.info/

エ エーアンドエー　A&A
〒104-0061　東京都中央区銀座4-10-3 
セントラルビル6F
Tel：03-5550-0170
http://www.aatour.co.jp/

旅行会社

（五十音順）

※すべて日本国内から日本語で手配可能

エスティーワールド　STW
〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂1丁目10
番7号　五島育英会ビル6Ｆ
Tel：03-5784-2622【東京】
Tel：052-238-3220【名古屋】
Tel：06-6345-1755【大阪】
http://stworld.jp/

エス

サンプラーン リバーサイド
Km 32 Pet Kasem Road, Sampran, Nakorn 
Pathom, 73110 Thailand
Mail：oskmarketing@yahoo.com
http://sampranriverside.com/

サン
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ハーバルボールやオイルトリートメントなど様々な
コースが用意された高級ホテル内のラグジュアリー
スパで、特別に贅沢な至福の時を

ホテルの高級スパ

ハネムーンステイをふたりっきりで楽しむなら、ア
イランドリゾートの水上コテージやヴィラで。波の
音に包まれてふたりだけの甘い時間を楽しもう

アイランドリゾート

プーケット島をはじめ透明度の高い海では、水中メ
ガネとシュノーケルをつけて潜るだけで人魚の気分
に。魚やサンゴとたわむれて

シュノーケリング

インドのヨガと中国のツボ指圧を融合させタイ風に
科学的にアレンジ。総本山「ワット・ポー」をはじめ、
町中のサロンで体験ＯＫ

タイ式マッサージ

観光やショッピングを楽しみたい親世代には、各方
面へアクセス便利なバンコクのシティホテルがお薦
め。ホスピタリティも万全！

シティホテル

伝統あるゴルフ場も数多くあり、いずれもグリーン
の手入れが行き届きサービスも万全。リーズナブル
な価格設定も嬉しい

ゴルフ

日本と比べて格安プライスで施術が受けられるマッ
サージ天国・タイ！　短時間＆気軽なフットマッサー
ジでも効果は絶大

フットマッサージ

友人同士で賑やかに過ごせるリーズナブルな宿泊施
設も豊富。気軽にステイできるから、よりアクティ
ブな旅を満喫できそう

リゾートホテル

全国102カ所に国立公園があり、自然保護区が57カ
所もあるタイ。トレッキングや自転車などで豊かな
自然にふれるエコツアーも人気

エコツアー

SPA & RELAXATION

常夏の楽園ウエディングの前後は、家族や友人たちと
タイの魅力を満喫！　いにしえの文化と近代が融合す
るバンコク、自然が雄大なリゾートエリア、歴史を感
じる古都や世界遺産で、食べてお買い物して観光して、
たくさんの旅の思い出を心に刻んで。

よくばり
みんながスマイル！

タイを満喫！

ふたりもゲストも楽しめる極上のリラックスタイム

STAY

ACT IVIT Y

Stay で
FOOD & SWEETS

高級リゾートからシティホテルまでステイの選択も自由自在！

ゆったり派もアクティブ派も満喫できるタイの壮大な自然
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一度は体験してみたい贅沢ディナーもタイならぐっ
と身近に。茜色の空から満天の星空へと変わりゆく
ロマンティックなひとときを

サンセットディナー

王宮文化薫るベンジャロン焼をはじめ素朴で実用的
なセラドン焼など豊富。これから始まる新生活にも
馴染む美しい器を持ち帰って

ベンジャロン焼

プーケットやサムイを拠点に、クラビやピピなど島
をめぐるアイランドツアーが人気。雄大な自然の中
で何もしない贅沢な時間をふたりきりで楽しもう

リゾート三昧

王室の宮廷料理を味わえる高級レストランをはじめ
高層ビルのルーフトップにある展望レストランなど
で、絶景と絶品料理を味わって

高級レストラン

艶やかな光沢があるタイシルクは世界に名高い工芸
品。有名店ジム・トンプソンをはじめ専門店も多数
あり、洋服等をセミオーダーしてもgood

タイシルク

世界遺産の街アユタヤやスコータイなどで仏教遺跡
を観光したり、古都チェンマイへ足を延ばして、タ
イ王朝の歴史にふれる旅を

世界遺産めぐり

大型フードコートや屋台、町角の食堂、マーケット
のカフェなどエネルギッシュな地元の人にまじって
の食事もタイならではの醍醐味！

ナイトマーケット

スパが盛んなタイだからこそ、お香やアロマグッズ、
人気スパブランドのソープやコスメグッズなどのナ
チュラル系雑貨もお薦め

アロマグッズ

軽快な音を立てて走るトゥクトゥクでのタウン観光
も楽しいもの。観光スポットを巡りつつ、美味しい
食堂へ連れて行ってくれるツアーも

トゥクトゥクツアー

GOURMET 美食の国でグルメを心ゆくまで堪能！

SHOPPING

TOURISM

FOOD & SWEETS

意
外と

クセに
なる！　ドリアン

タ
イ
料
理と

いえば
コレ！　トムヤ

ム
ク
ン

人気
料理のカオマンガ

イ

果物の女王！
マンゴスチン

食べやすくてマイルドな
グリーンカレー

定番おやつ
タップティムクロープ

雑貨の宝庫タイで楽しくお土産ハンティング

見どころいっぱい！　忘れられない絶景や笑顔と出会う旅へ
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ミャンマー

マレーシア

カンボジア

 ベトナム 

アンダマン海

タイ湾

ラオス

ベトナム

スリン諸島

シミラン諸島

ピピ諸島

パンガー

スラーターニー

パンガン

タオ島

トラン

ホアヒン
チャアム

パタヤ

ウボンラーチャターニー

カンチャナブリー
アユタヤ

ナコーンパトム

ナコーンラーチャシーマー
（コラート）

ウドーンターニー

ナコーンパノム

コーンケーン

スコータイ

バンコク

プーケット島
クラビ

サムイ島

チェンライ

チェンマイ

バンコク

プーケット島
クラビ

サムイ島

チェンライ

チェンマイ

THAILAND  TRAVEL  INFORMATION

タイ国政府観光庁
Tourism Authority of Thailand

東京事務所 〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-7-1　有楽町電気ビル南館2F
 Tel：03-3218-0355　Fax：03-3218-0655
 E-mail：info@tattky.com
大阪事務所 〒550-0014　大阪市西区北堀江1-6-8　テクノーブル四ツ橋ビル2F
 Tel：06-6543-6654  06-6543-6655　Fax：06-6543-6660
 E-mail：info@tatosa.com
ホームページ http://www.thailandtravel.or.jp（日本語） 

 タイ国政府観光庁　  @tat_jp　  @tat.jp

タイ基本情報

国名 タイ王国
（タイ語名：プラテート・タイ／英語名：Kingdom of Thailand）

面積 約51万4000km2（日本の約1.4倍）

人口 約6570万人（2015年現在）

首都 バンコク（通称）
※正式名称：クルンテープ・マハーナコーン・アモーンラッタ
ナコーシン・マヒンタラーユッタヤー・マハーディロック・ポップ・
ノッパラット・ラーチャタニーブリーロム・ウドムラーチャニー
ウェートマハーサターン・アモーンピマーン・アワターンサティ
ット・サッカタッティヤウィサヌカムプラシット

宗教 国民の9割以上が仏教徒
 （そのほかイスラム教、キリスト教など）

言語 タイ語（公用語）
 ※観光地のホテルやレストランでは、英語も通じます

気候  熱帯性気候。年間平均気温約29℃、バンコクの平均気
温は4月が35℃、12月が17℃。11 ～ 3月が乾期、4
～ 5月が暑期、6 ～ 10月が雨期。

通貨・両替  バーツ（Baht）。空港や両替のできるホテルを除いて
円やドルは使用できません。到着時に空港で両替を

（2016年5月現在1バーツ＝約3.1円）。

ビザ  日本国籍で30日以内の観光目的の滞在なら、往復の
航空券または他国へ出国する航空券などを所持して
いればビザ無しで入国可能。パスポート残存期間は
タイ入国時に6カ月以上。※在京タイ王国大使館 VISA課 
Tel.03-5789-2449（iwww.thaiembassy.jp）

チップ  タイにはチップの習慣があります。ホテルでは荷物を
運んでくれたポーターやハウスキーパーに20バーツ程
度。サービス料を含まないレストランで食事をした場
合には、料金の10％を目安にテーブルの上へ。

マナー  空港やレストランを含む冷房がきいた建物内では、ス
モーキングエリアを除き「禁煙」。路上での吸い殻のポ
イ捨てはもちろん、ゴミの投げ捨てや唾吐きも罰金の
対象になります。マナーを守って楽しい旅を!

服装  一年を通して日差しが強く、高温多湿の気候なので、
通気性のいい服装がおすすめ。敬虔な仏教国であるタ
イでは、寺院は神聖なる信仰の場所。ワット・プラケオ、
王宮や一部の寺院では、極端に肌を露出した服装（タン
クトップやホットパンツなど）や、かかとのないサンダ
ル、ミュールでは入場できません。

電気  電圧は交流220V（50Hz）で、プラグはBF、Cタイプ。
日本の電化製品を使用する場合はプラグ・アダプター・
キットを用意しておきましょう。ノートパソコンのア
ダプターには220Vでも使用できるものがあるので、
説明書で確認を。

時差  日本からマイナス2時間。日本の正午はタイの午前10時。

VAT（タイの消費税）の払い戻し
旅行者がタイ国内の同一店で同日に購入した合計2000バーツ
以上の買物については、7％の税金（ValueAddedTax）分を帰国
時に空港で払い戻してもらうことができます。

安全な旅のために
外国人観光旅行者の安全を図るために、ツーリストポリスが設
けられているのでトラブルが発生した場合は連絡を（英語）。
■ ツーリストポリスセンター
局番なし 1155（英語）　www.touristpolice.go.th

■ その他の連絡先
在タイ日本国大使館 領事部
177 Witthayu Rd.,Lumphini,Pathum Wan,Bangkok 10330
Tel.02-207-8500またはTel.02-693-3000（代表）
邦人保護
Tel.02-207-8502またはTel.02-696-3002　
www.th.emb-japan.go.jp

日本からのアクセス

編集／ サンケイリビング新聞社 シティリビング編集部

〒102-8515 東京都千代田区紀尾井町3-23
Tel：03-6703-4420

制作／  Creative Studio One AKASAKA

〒107-0052 東京都港区赤坂3-3-3 住友生命赤坂ビル9F
Tel：03-5797-7712

発行日／2016年6月17日

撮影・画像協力／ 今林浩一（EARTH COLORS）、Sa-mer Wedding　※五十音順

■日本→バンコク
日本（札幌、成田、羽田、中部、関西、福岡）からバ
ンコクへの直行便は、タイ国際航空（TG）、日本航空
（JL）、全日空（NH）のほか、香港、台北、上海、シン
ガポール、ソウル経由も運航。フライト時間は約6
時間。

■バンコク→プーケット
スワンナプーム国際空港（国内線ターミナル）からタイ
国際航空、バンコクエアウェイズが発着。ドンムアン
空港から、ノックエア、エアアジア、オリエントタイ
エアラインが発着。フライト時間は約1時間20分。

■バンコク→サムイ
スワンナプーム国際空港からタイ国際航空、バンコク
エアウェイズが発着。フライト時間は約1時間。

■バンコク→チェンマイ
スワンナプーム国際空港からタイ国際航空、バンコク
エアウェイズが発着。フライト時間は約1時間20分。

■バンコク→クラビ
スワンナプーム国際空港からタイ国際航空が、ドンム
アン空港からエアアジアが発着。フライト時間は約1
時間20分。




