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タイ基本情報 ラグジュアリーツアー
企画・運営会社リスト

微笑みの国・タイに、いま世界中の富裕層が集まってきているのをご存じですか？
彼らはタイの太陽と風土、そしておおらかでサービス精神にあふれる国民性の虜に
なっています。
ラグジュアリーな旅の目的は、バカンスやビジネス、インセンティブツアーなど、
みなそれぞれ。エグゼクティブな皆さんを、経済成長著しい首都“バンコク”、世
界有数のビーチリゾート“プーケット”“パタヤ”、歴史ある街“チェンマイ”“ア
ユタヤ”など、様々な顔を持つタイの街々がお迎えします。
ラグジュアリーなフライトで日本を飛び立ち、タイ国内最高級のプライベート
ジェットで各街を巡る。あなたのどんなわがままにも応えるコンシェルジュサービ
スや王宮建築を模したホテルでのスパ、3 つ星レストランやタイネスを感じる現地
の食事、日常を忘れてしまう解放的なリゾート、大自然に囲まれた最高級のアクティ
ビティやゴルフコース……。楽しみ方は、皆さまにお任せしましょう。
これからお伝えするタイの魅力に驚いてもらうとともに、あなたや家族、大切な人
だけのラグジュアリーな旅を計画してみてください。

amazing 
Thailand

国名 タイ王国

首都 バンコク

人口 6,500 万人

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

言語 タイ語

通貨 バーツ。空港や両替のできるホテルを除い
て、タイでは円やドルは使用できない。（2016
年 7 月現在 1 バーツ = 約 3 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なしで入国可能。
パスポート残存期間はタイ入国時に 6 カ月
以上。

チップ タイにはチップの習慣がある。ホテルのポー
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
上に。

マナー 空港やレストランを含む冷房が効いた建物
ではスモーキングエリアを除いて禁煙。路
上での吸い殻のポイ捨てはもちろん、ゴミ
の投げ捨て、唾はきも罰金の対象になる。

電気 電圧は交流 220V（50Hz）でプラグは BF、
C タイプ。中級以上のホテルでは日本と同
じプラグも使用可。日本の電化製品をご利
用の場合はプラグ、アダプター、キットを
携帯することをおすすめします。

時差 日本からマイナス 2 時間。日本の正午はタ
イの 10 時。

フライト情報　　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、日本航空、全日空、デルタ航空、
タイエアアジア、ノックスクートの 10 社ほ
か、香港、台北、上海、シンガポール、ソ
ウル経由も運航している。

その他の注意事項　　タイでは仏教の日が年に数日あ
り、それらの日にはアルコール類の販売は
法律で禁止されています。また、選挙前日
や当日も禁止になります。

Exo Travel　　
DMC　Bangkok
Mr. Kim Martin Rasmussen ／ Product Manager
Mobile: 66 9 4690 6060
E-Mail: kim@exotravel.com

Golfasian　　
Golf Tour Operator ／ DMC　Bangkok
Mr.Mark Siegel ／ Managing Director
Tel: 66 2714 8470　Mobile: 66 9 0909 7791
E-Mail: mark@golfasian.com

Sayama Travel GroupCo.,Ltd 　　
DMC　Bangkok
Mr.Stanley Yangekskul
／ Director of business development-Asia
E-Mail: DBD@sayamatravel.com

Exotic Voyage　　
Tour (Inbound)　Phuket

【Contact1】 
Ms.Darya Ivanova ／ Business Development
E-Mail: development@exoticvoyage.com

【Contact2】
Mrs.Olga Natakuatoong ／ Vice Managing Director
Tel: 66 82 425 2625
E-Mail: olga@exoticvoyage.com

Asian Trails Ltd.
Mr. Yves Van Kerrebroeck／Deputy Managing Director
Tel. 66 2 626 2023
E-Mail: yves@asiantrails.org

Destination Asia (Thailand) Limited
Mrs. Pornthip Hirunkate ／ Managing Director
Tel: 66 2 271 1458
E-Mail: addie@destination-asia.com

World Travel Service LTD
Ms.Kanlayanee Kanyamee
／ Conference & Convention(MICE)
Tel: 66 2 233 5900
E-Mail: conven@worldtravelservice.co.th

Silver Hawk Group
Ms.Vanida Makbud ／ Marketing&Sales Manager
Tel: 66 91 823 2897
E-Mail: silverhawkgroup@gmail.com
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ホスピタリティあふれる機内サービスと
約 6時間のフライト。
世界ナンバーワンのラウンジを堪能

極上の空の時間を愉しみながら、タイへ向
かいましょう。タイ国際航空のロイヤル
ファーストクラス、JAL、ANA のビジネ
スクラスの直行便が用意されています。心
もからだも癒されるフルフラットシート、
各エアラインが腕を競う機内食を満喫して
いるうちに、あっという間にバンコク・ス
ワンナプーム国際空港に到着です。
スワンナプーム国際空港は、旅客ターミナ
ルビルとしては世界一の広さを誇ります。
さらにそのラウンジは、英国の調査会社に
て、三度もファーストクラス・ラウンジ部
門で 1 位となったサービスが用意されてい
ます。ロイヤルオーキッドスパ・ラウンジ
では、ハーバルオイルを用いた全身マッ
サージのサービスを提供。プレミアムな体
験が味わえます。

http://www.thaiairways.com

寛ぎのフライトで
スワンナプーム国際空港へ
ファーストクラスもしくはビジネスクラスを選び、
最高級のおもてなしを受けながら「微笑みの国」へ。

ANA は東京⇔バンコク間で 1
日４便、JAL は 1 便が就航中
（2016 年 6月現在）。

https://www.ana.co.jphttps://www.jal.co.jp
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タイのエグゼクティブな空の旅に関して、20 年以上にわたり、トップの座に君臨する航空会社。
サイアムランドフライング社のホーカーやキングエアーといった航空機は、顧客に対して最先端
のデザイン、パフォーマンス、技術だけでなく最高の快適さを提供しています。また、医者のチー
ムを 24 時間待機させ、緊急の医療サービスに対応しているのも特徴です。

Siam Land Flying ［サイアムランドフライング］ 
http://www.aircharterthailand.com

バンコクを拠点にした独立系の航空会社。アメリカ、ヨーロッパ、中国の富裕層に人気です。「顧
客に合う最も完全なチャーター」を目指し、バンコク、上海、そして東京にも拠点を持ちます。
Global Jet Sales との提携を通じて、プライベートジェットの販売の仲介も行っており、プライ
ベートジェットを借りるのでなく、購入したいと思ったとき、選択肢になりうる航空会社です。

OrientSKYs ［オリエントスカイズ］  
www.orientskys.com

国際線と国内線の拠点を持っていることから、世界中にプライベートジェットを飛ばすことがで
き、グローバルにアクセスできるのが魅力です。フライト中のケータリングはもちろん、ホテル
の手配から地上での移動にはお抱え運転手まで手配ができ、わがままかつ豪華な旅を約束してく
れます。

Stratos Jet Charters ［ストラトスジェットチャーターズ］ 
www.stratoskets.comliet-charter-airports/thailand

アドヴァンスアヴィエイションは、タイの VIP ヘリコプターのチャーターサービスの最大手。
プライベートジェットのチャーターも行っており、ガルフストリームの G-200 や、一流の EC-
135 と EC-130 ヘリコプターを有しています。タイ国内ではバンコク、チェンマイ、プーケット
の３カ所に拠点があり、ヘリでの移動を愉しみたい方は活用してみてはどうでしょう。

Advance Aviation ［アドヴァンスアヴイエイション］  
www.advanceaviation.co.th

タイのプライベート航空をリードする専門会社。タイにおける最高クラスのラグジュアリーなフ
ライトを提供しています。2007 年に設立され、ドンムアン空港にプライベートジェットのター
ミナルをもつ国内最初で唯一の会社でもあります。ガルフストリームとセスナからなる素晴らし
い航空機を操業しており、オリジナルな客室とアメニティを誇っています。

Mjets ［エムジェッツ］
www.mjets.com

タイ着。
プライベートジェットの愉悦
タイ選りすぐりの 5 つ星プライベートジェット航空会社なら
次なる目的地まで、ストレスフリーの移動を可能にします。

タイ北部で大自然を感じながらエレファン
トトレッキングをしたり、南部のエキゾ
チックなビーチリゾートでゆったりとした
時間を過ごしたりと、タイの魅力を思う存
分満喫してください。そのときはぜひ、プ
ライベートジェットのチャーターを。タイ
は東南アジアの最高レベルのプライベート
ジェット航空会社が揃っています。
優雅で気ままな旅を叶えてくれる５つ星の
航空会社のリストから、あなた好みのサー
ビスを選んでみてください。
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タイランド・エリートの会員は、到着時に専属の
アシスタントが飛行機のドアまで迎えにきてくれ
ます。高級ラウンジに誘導され、入国書類を記入、
時間を無駄にすることなくスムーズに入国できま
す。そして、ホテルや住居までリムジンサービス
が待っています。同様のサービスは出国時にも適
応。さらに、法律で定められた手続きの必要もな
く、滞在を毎年延長することができます。
タイランド・エリートは 365 日 24 時間、サポー
トセンターが対応します。もちろん日本語でのコ
ミュニケーションも可能です。高級ゴルフクラブ
とスパの使用、年 1 回の健康診断の他、ホテルや
レストラン、ショッピングモールといった提携先
から免税の特典も受けることができます。

Web site www.thailandelite.com
Mail contactinfo@thailandelite.com 

すべては、忘れられない体験のために

ありとあらゆる要望に応える
コンシェルジュサービス
ラグジュアリーな旅に心配は不要です。
すべてはタイランド・エリートと呼ばれるコンシェルジュに任せればいいのです。

タイ有数のコンシェルジュ会社が、洗練さ
れた顧客である、あなたの要望に応えます。
高級コンシェルジュサービス「タイランド・
エリート」は、入国をお手伝いするだけで
なく、高級なサービスに対応、会員の方々
が滞在を延長し居住することまで可能にし
ます。
タイランド・エリートとは、外国人のビジ
ターと国外在住の方対象の国際的な会員制
クラブで、タイに到着したその日から特別
なサービスを受けることができます。入国
の際の特別対応はもちろん、ゴルフクラブ
やスパ、その他の高級施設へ足を運べる特
典付きのプログラムです。

「最高級のエンタテイメントが観たい」
「タイの王室や富裕層しか入れないような
高級ゴルフコースをまわりたい」

「タイ特有のメディカルツーリズムを体験
したい」
など。ありとあらゆる、あなたの思いつき
や急な要望に、タイランド・エリートが応
えます。
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The St. Regis Bangkok

セント・レジス・バンコク

The Okura Prestige, Bangkok

ホテルオークラ・プレステージ・バンコク

Anantara Siam, Bangkok

アナンタラ・サイアム・バンコク

バンコク中心地にあるホテルのなかで、「洗練された豪華さでは、いちばんだ」
と専門家からお墨付きをもらうホテル。タイ王族も宿泊し、24 時間体制の
コンシェルジュサービス、広々とした空間、贅沢なインテリアはまさに最高
クラス。人がうらやむような上等品がいたるところに並んでいます。バンコ
クで最高の日本食レストランのひとつである「Zuma」もあり、人気を博し
ています。
www.stregisbnagkok.com

バンコクの中心に位置し、タイの首都を探検するのに理想的な拠点となって
います。すべての客室からバンコクの市街地が望めるのも特徴のひとつ。「眺
め」だけでなく、厳選されたアメニティと大きなフラット画面のテレビと
いった内装も評価されています。さらに、ハイエンド向けの日本食レストラ
ン「Yamazato」と、ホテル 25 階にある空中に浮ぶプールもラグジュアリー
体験を演出しています。
www.okurabangkok.com

以前は「Four Season Bangkok」だった場所が、Anantara に生まれ変わり、
新しいバンコクのランドマークとなっています。ラチャダムリ地区に位置し、
バンコクを探索するのにもってこいのロケーション。都会の真ん中にあるも
のの、デザインされた庭園により喧噪から完全に隔絶され、セレブたちのト
ロピカルな安息所となっています。タイの伝統的な建築が施された外装や、
ハンドプリントによるシルクの天井板といった内装にも特徴を持つエレガン
トなホテルです。
www.siam-bangkok.anantara.com

Mandarin Oriental Bangkok

マンダリン・オリエンタル・バンコク

快適さと高級さがにじみ出ている豪勢なリバーサイドホテル。１８７６年に
建てられ、ジョゼフ・コンラッド、グレアム・グリーンら文豪たちはホテル
独特の装飾に魅了されました。チャオプラヤー川沿いの新しい庭園とリバー
ウィングはバンコク有数の景色を誇ります。素晴らしいスパとレストランを
堪能すれば、なぜここがタイの首都で最も美しい場所であるかがわかるはず
です。
www.mandarinoriental.com/bangkok

バンコクでは最も魅惑的なホテルと称されるホテル。廊下やホールなどの公
共空間はタイアート・コレクションで飾りつけられています。地元のアー
ティストによる 1500 余りの絵画や彫刻コラージュを楽しむことができるの
が特徴です。その他にも、３つの塩水のプール、スパ、タイ料理を分子ガス
トロノミーな解釈によってアレンジした料理を提供する素晴らしいレストラ
ン「Sra Bua」も注目を集めています。
https://www.kempinski.com/de/bangkok/siam-hotel/

Siam Kempinski, Bangkok

サイアム・ケンピンスキー・バンコク

一度は泊まってみたい
 リゾートホテル＆ヴィラ
バンコク、タイ北部、南部にある高級リゾート、ヴィラをご紹介。
伝統、個性、どのホテルを拠点にするかは、あなた次第。

Bangkok

The Siam, Bangkok

ザ・サイアム・バンコク

個性派デザイナーズホテルとして注目を浴びているのが、ザ・サイアム。
３２００万ドルもかけて建てられた贅沢なホテルは、間違いなく他に類をみ
ません。オーナーは、タイの富豪スコソンファミリー。全39部屋をアンティー
クコレクションで埋め、11 のプールヴィラ、3.2 平方メートルもある特大バ
スルームも設置。タイのいまを感じられるラグジュアリーホテルです。
www.thesiamhotel.com
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Le Meridien Chiang Rai Resort

ル・メリディアン・チェンライ・リゾート

熱帯の景色と山脈の背景の真ん中につくられた、ル・メリディアン。タイ特
有建築ランナー様式のホテルを拠点に、山岳民族を訪ねたり、エレファント
トレッキング、リバーツアーなど、文化を発見するアクティビティの機会を
多く提供してくれます。ビュッフェ形式の Latest Recipe、伝統的なイタリ
ア料理の Favora、素晴らしいカクテルやワインを提供してくれる Latitude、
プールサイドで軽食やドリンクが楽しめる Chill Bar などホテルの食事の施
設をお好みで活用してみては？
www.lemeridienchiangrai.com

Anantara Chiang Mai Resort & Spa

アナンタラ・チェンマイ・リゾート＆スパ

現代的なホテル「アナンタラ・チェンマイ・リゾート＆スパ」はチェンマイ
のランドマークとなっています。寺院めぐりやショッピングに明け暮れたあ
とは、伝統的なスパで疲れをとってください。タイならではのマッサージ技
術を学ぶことのできるクラスもあります。
ホテルのいたるところにあるプールや池の水面から反射する光が、昼夜を問
わず庭園を素晴らしいものにしています。風通しのよい、美しい部屋のバル
コニーから望むその景色を堪能してください。
www.chiang-mai.anantara.com

Rachmankha

ラチャマンカ

ラチャマンカは、歴史あるチェンマイのなかでもさらに伝統的でオーセン
ティックな体験がしたい方にお勧めの高級リゾートホテルです。11 世紀の
中国の家をモチーフにしており、客室は全 25 室。中庭・前庭もシンプルで
洗練されたつくりになっています。ゴージャスな他のリゾートホテルにはな
い静謐な空気が流れるのが魅力です。
長期滞在で活用する富裕層も多く、図書室には 2000 冊ほどのタイアート、
文化、デザインに関する本があり、プール、オープンエアーのレストランな
どを併設しています。
www.rachamankha.com

137 Pillars House, Chiang Mai 

137 ピラーズ・ハウス・チェンマイ

137 ピラーズは歴史的エピソードに事欠かないホテルです。チェンマイの
アーティスティックなエリア Wat Gate 地区にあり、遡ること 1889 年、か
つてはアンナ（映画「王様と私」）の息子である Louis Leonowens によって
所有されていました。いま一新された建物は、伝統的なタイ建築と現代のデ
ザインとの組み合わせが評判。広い部屋には、エスプレッソマシーンやプラ
イベートのコンシェルジュサービスがあり、我が家でくつろいでいるような
気分にさせてくれます。
www.slh.com/hotels/137-pillars-house

Four Seasons Resort Chiang Mai

フォーシーズン・リゾート・チェンマイ

「まさに、Amazing Thailand」。フォーシーズン・リゾート・チェ
ンマイほど、驚きに満ち溢れたホテルはありません。都市から
少し離れたホテルは青々とした水田が広がるロケーションに位
置します。ムエタイ、タイ料理教室、エレファントライドといっ
たアクティビティだけでなく、優美な建築と、ローカルに触発
されたスパ、伝統的で素晴らしいタイ料理といったタイネスを
十二分に味わえます。トロピカルガーデンに囲まれた部屋は広
く、ダークウッドの家具とタイシルクの織物で飾られています。
あなたがいままでに見たなかで最も豪華でプライベートな部屋
のひとつになるでしょう。
http://www.fourseasons.com/jp/chiangmai/

the  North

The Dhara Dhevi Chiang Mai

ダラ・デヴィ・チェンマイ

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

フォーシーズン・テンテッド・キャンプ・ゴールデントライアングル

ダラ・デヴィ・チェンマイの５つ星スパは、言葉を失うほどロ
マンティックなサービスを提供してくれます。
まずはその外観。ミャンマー最後の王朝マンダレー宮殿をイ
メージし、ファサードの上に彫られた彫刻、その建物は壮麗そ
のものです。チェンマイの職人が３年がかりで完成させました。
スパでは、米と種々のハーブそれに古（いにしえ）のセラピス
トが用いたアーユルヴェーダのオイルから作られるホームメイ
ドのスクラブを特徴としたトリートメントメニューが圧巻で
す。ダラ・デヴィでは「シロダラ」というインドの伝統に由来
する魅力的な施術法が用いられ、温めたオイルを、「第３の目」
である額にゆっくりと継続的に注ぎます。「からだの中心にい
る」という感覚に覆われ、神経伝達系の状態を改善すると言わ
れています。
www.dharadhevi.com

フォーシーズン・テンテッド・キャンプでの経験は、キャンプ
の常識を変えることでしょう。54 平方メートルもあるテント
のなかに、家具付きで美しく飾られたリビングルーム、37 平
方メートルの広さもあるアウトドアデッキには木製のバスタブ
がついています。
滞在パッケージには、空港までの往復の送迎と、食事、ハウス
ワインとスピリット、エレファントトレッキングとスパトリー
トメントが含まれています。周囲をジャングルに囲まれた環境
のなかで、冒険心がくすぐられます。
www.fourseasons.com/goldentriangle
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The Naka Island 
Phuket

ザ・ナカ・アイランド・プーケット

Four Seasons Resort 
Koh Samui

フォーシーズン・リゾート・
コー・サムイ

Vana Belle, Koh Samui

ヴァナ・ベル・コー・サムイ

Rayavadee, Krabi

ラヤバディー・クラビ

W Retreat Koh Samui

Ｗ・リトリート・コー・サムイ

La Residence, Hua 
Hin

ラ・レジデンス・ホアヒン

Banyan Tree, Koh Samui

バンヤン・ツリー・コー・サムイ

Soneva Kiri Koh Kood

ソネバ・キリ・コー・クット

のどかなナカ・ヤイ島に位
置し、プーケット海岸から
わずか 5 分のところにある、
高級なアイランドリゾート

の典型ともいえるホテル。パンガー湾のきらめく夕日を眺めな
がらシーサイドレストランで食事をしたり、ヴィンテージの自
転車で島全体を探索したりと、楽しみ方は数多くあります。
www.nakaislandphuket.com

タイスタイルの伝統的かつ
豪華なホスピタリティが、
フォーシーズン・リゾート・

コー・サムイの特徴です。リラクゼーションと若返りを目的に
訪れるセレブも多く、料理チームとリゾートコンシェルジュは、
各ゲストごとにメニューを考えてくれます。１日を海で過す、
ホテル内でくつろぐ、いずれにしても、永遠に記憶に残る滞在
を約束してくれます。
www.fourseasons.com/kohsamui

スターウッドグループにお
ける「Luxury Collection」の
ひとつに数えられるのが、
ヴァナ・ベル・コーサムイ。
ヴァナとはタイ語で「森」を

意味し、素晴らしい森の中に 80 ものプールヴィラが建ちなら
びます。サムイ島のなかでも有名なチャウエンビーチの人里離
れた小湾にあるため、島にいるのが自分たちだけだと感じさせ
てくれます。
www.vanabellekohsamui.com

ラヤバディーは、３つの白
浜とクラビ県特有の石灰岩
の景色とが楽しめるホテル。
高くそびえる崖に周囲を囲
まれたロケーションのため、

ホテルに行く手段は、ボートしかありません。「天から贈られ
た立地」のため、どこにも出かけず、このホテルを満喫するこ
とになるでしょう。
www.rayavadee.com

東南アジアにある 2 つの W・
リトリートのひとつ。サム
イ島の最南端に位置し、熱
帯のジャングルに囲まれた
ロケーションのなかに 74 の

プールヴィラがあります。流行の先端をいくバーと、２つの世
界クラスのレストラン、美しいスパ、リゾートスタイルのアク
ティビティとが組み合わさり、世界中のセレブや自家用機で飛
び回るジェットセッターたちから、絶好の保養地として愛され
ています。
www.wretreatkohsamui.com

ホアヒン・インターナショ
ナ ル・ リ ゾ ー ト の ひ と つ
で、コロニアル様式のプラ
イベートヴィラ。プライベー

トコンシェルジュ、プライベートプール、プライベートシェフ
つきのキッチンもあり、言葉通りすべてを独占できます。プロ
テニス界とも関わりが深く、ロジャー・フェデラーやラファエ
ル・ナダルといったトッププレイヤーが好んで宿泊するホテル
です。
www.huahin.intercontinental.com/la-residence

サムイ島の南海岸にある風
光明媚なラマイ湾を見渡せ
る丘に建つホテル。伝統的
なタイ建築を反映し、エキ
ゾチックな雰囲気が漂うこ

とから、あなたにとって安息の場所となることでしょう。それ
ぞれのプールにはあなたの心を満たす備品とアメニティがあ
り、世界的に有名なスパでは、ホリスティックなトリートメン
トを受けることができます。
www.banyantree.com

タイ本土から 80 キロ離れた
クット島に位置します。コ
バルトブルーの海に囲まれ、
まるで「漂流」したかのよ
うな体験ができます。人里

離れた湾にあるヤシの木の丘に上がれば、日常のストレスを忘
れさせてくれることでしょう。娯楽も充実しており、スパや映
画館、レストラン、タイでも注目のアウトレットもあります。
www.soneva.com/soneva-kiri

Amanpuri

アマンプリ

プーケットの多くの豪華なリゾートホテルがモダンシック路線の一方で、アマンプリ
は伝統的なタイスタイルを選んでいます。それゆえにファンが絶えません。ココナッ
ツ林に囲まれたプライベートビーチ、フレンチと和食の芸術的技法を組み合わせたレ
ストラン「Naoki」、そして最も人気なのが、「Aman Spa」。木とガラスでできた６つ
のタイ様式の建築のなかで、ヨガや瞑想を行うメニューが注目されています。
www.amanresorts.com

Sri Panwa

スリパンワ

Six Senses Yao Noi

シックス・センシズ・ヤオノイ

Point Yamu by Como, 
Phuket

ポイント・ヤムー・バイ・コモ・
プーケット

Phulay Bay A Ritz-
Carlton Reserve, Krabi

プーレイ・ベイ・リッツカール
トン・リザーブ・クラビ

プライベートプール、プラ
イベートビーチ、そして美
しいスパが、スリ・パンワ
の魅力。ヴィラには 2 人で
は十分過ぎるほどの大きさ

のテラスバスタブがあり、素晴らしいオーシャンビューと夕暮
れ時にカクテルを楽しまないことが罪のようにさえ思えてくる
ロケーション。本誌記者は「天国のようで、家に帰りたくなかっ
た」とコメント。誰と行くか悩む場所かもしれません。
www.sripanwa.com 

タイ南部パンガー湾に位置
するシックス・センシズ・ヤ
オノイは、一度訪れると離
れられなくなるほどの聖域。
プーケット国際空港からヘ

リコプターに乗り、ジェームズ・ポンドスタイルで到着するこ
とが可能です。一流シェフとコンシェルジュサービスがセット
になったプライベートダイニングも楽しめます。さらにビーチ
の散策、ロッククライミング、カヤックなど楽しみは無限大で
す。
www.sixsenses.com

ポイント・ヤムーは「タイ×
イタリア」の雰囲気をまとっ
たホテルです。イタリア人

デザイナー Paola Navone の手による設計は、南ヨーロッパの
リゾートの影響を多分に受けています。それもあって、レスト
ラン「La Sirene」は完璧なイタリア料理を提供します。また、
100 メートルもあるプールサイドではパンガー湾を見渡すこと
ができ、優雅なバカンスを約束してくれます。
www.comohotels.com/pointyamu

リッツカールトングループ
が展開する「世界で最も素晴
らしい場所に隠れたリゾー

ト」のうちのひとつ。人里離れたプライベートリゾートでは、
極上の体験ができるのは間違いありません。もちろんあなただ
けのコンシェルジュサービスも用意できます。巨大なベッドに
備え付けのプール、熱帯特有の中庭など、魅了される点は数え
きれないほどあるリゾートです。
www.ritzcarlton.com/krabi

the  South
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安らぎに満ちた
癒しのスパ
微笑みの国・タイは世界最高レベルのヘルス・リトリートが
ある場所として知られています。
デトックス、ヨガ、オーガニックフードなどのサービスを受け、
からだと心を解放させましょう。

Chiva Som International Health Resort

チバ・ソム・インターナショナル・ヘルス・リゾート

世界をリードするヘルス・リゾートとして世界各国のセレブから支持される
チバ・ソム。毒素が流れ出るようなラグジュアリー・スパを体験できます。
1995 年にオープンして以来、タイ湾にあるそのリゾートにハリウッドのセ
レブやビジネスの大物などを迎えてきました。チバ・ソムのスタッフたちは、
セレブたちを若返りの道へと導くことに誇りを感じています。
チバ・ソムの自然療法とホリスティックプラクティショナーはこの業界では
最高クラスです。個人の顧客のニーズに合わせてデトックスプログラムをつ
くるのも特徴。200 以上のトリートメントがあり、全身から毒素を排出する
特別なプログラムから、リラックス状態を生み出す入門のプログラムまでを
ご用意しています。
さらにゲストに好評なのが、チバ・ソムにあるオーガニックガーデンからと
れた新鮮な野菜やハーブでつくるヘルシーなレシピを学ぶことができる料理
教室です。
www.chivasom.com
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Absolute Sanctuary, Koh Samui
アブソリュート・サンクチュアリ・コー・サムイ

Spa Sanctuary, Banyan Tree Phuket
スパ・サンクチュアリ・バンヤン・ツリー・プーケット

Kamalaya, Koh Samui
カマラヤ・コー・サムイ

モロッコにインスパイアされた保養所で、マラケ
シュのカーペットと豪華なシルクの枕の上に横に
なること自体が最高のデトックス。デトックスの
聖地として「the Detoxer's Delight」と呼ばれる
だけのことはあります。アブソリュート・サンク
チュアリでは、身体を元気づけるために、ホリス
ティックな指圧セラピーや、魂をもう一つの次元
に引き上げるためのレイキ・セッション、ヨガ、
クレンジングボディラップのある 20 日間のプロ
グラムなどが人気です。
www.absolutesanctuary.com

タイの上流階級が好んで足を運ぶ「ウェルネスリ
ゾート」。かつては仏教の僧侶のための瞑想寺院
だった洞窟の隣に位置していることもり、良いエ
ネルギーを発しているスポットとして注目されて
います。カマラヤは内省のためには完璧な環境で
しょう。ここでは瞑想を中心としながら、不眠症
や感情の不安定さ、燃え尽き症候群といった特定
の問題に対処することもできます。
www.feellifespotential.com

「若返り」を図りたいなら、スパ・サンクチュア
リをおいて他にはありません。豪華な 14 ものヴィ
ラが、プーケットのバンタオ湾の緑樹の中に位置
しています。ゲストは、明るい色の花々や大きな
葉っぱのヤシの木に囲まれた庭園でヨガを楽しむ
ことができます。ヨガでほぐれた筋肉は、さらに
ヴィラ内でのマッサージでベストのコンディショ
ンに仕上がることでしょう。
www.banyantree.com

Chi, The Spa, Shangri-la Hotel, Bangkok
チ・ザ・スパ・シャングリラ・ホテル・バンコク

The Barai Spa, Hyatt Regency, Hua Hin
ザ・バライ・スパ・ハイアット・リージェンシー・ホアヒン

The Peninsula Spa, The Peninsula Bangkok
ザ・ペニンシュラ・スパ・ザ・ペニンシュラ・バンコク

地下にある修道院の美しさに見とれた後、リラク
ゼーションを行います。あまりの心地よさに、身
を任せずにはいられません。数々の賞を受賞する
スパのメニューは、泥、ハーブを使い、内部と外
部の調和を取り戻す方法を主としています。ま
た、ピンクキャビアのフェイシャルトリートメン
トや、ホットストーンのマッサージなど、ゲスト
は自分の要望にあった、2 時間から 4 時間のプロ
グラムをつくることが可能です。
www.shangri-la.com

チャオプラヤー川を見渡すタイのコロニアル様式
の建物の中に、ザ・ペニンシュラ・スパはあります。
ここでは、身体と心、魂のためのトリートメント
を提供しています。緊張を和らげ、感覚を向上さ
せる海塩と蒸気のアロマテラピーがお勧め。また、
ザ・ペニンシュラ・スパは、男性向けのトリート
メントメニューも得意としています。浄化作用と
ホワイトニング効果のあるフェイシャルと強い圧
力のフット、ネック、背中のマッサージも体験し
てみてください。
www.peninsula.com

バライの特徴は、4 大要素に基づいた独特なメ
ニューで、「感覚解放の旅」に連れていってくれ
ることです。「水・土・風・火」の、どのメニュー
を選ぶかで、ストレス解消、バランス、美、エナ
ジー補給に合ったトリートメントを受けることが
できます。ロマンティックなプログラム「Water 
Couple Connect」も素晴らしく、この 2 人用の
プログラムはチャクラの均衡を保つマッサージだ
けでなく、ジャスミンやイランイランといった媚
薬効果を使ったスクラブやフェイシャルを行いま
す。
www.thebarai.com
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J’aime by Jean-Michael Lorain
ジェイミー・バイ・ジーン・ミシェル・ローレン

L’Atelier de Joël Robuchon
ラトリエル・ドゥ・ジョエル・ロブション

Gaggan
ガガン

Aziamendi
アジアメンディ

ジーン・ミッシェル・ロレインは、フランス最年少でミシュランの３つ星を
獲得したシェフ。彼は多くのアジア人が伝統的なフランス料理に対して心地
よく感じていないことにとても敏感でした。
そこで、フレンチをよりアジアの家庭向けのスタイルで、伝統的フランス料
理の味に妥協することなく提供することを模索したのです。
アジアに優しいクラシックなフランス料理がここにあります。
www.jaime-bangkok.com

世界一星を持つシェフとして知られるフレンチの神様ジョエル・ロブション
のレストランです。黒と赤を基調にしたクラシックモダンな空間にデザイン
された店内。オープンキッチンでは、シェフたちがまるでオペラの舞台さな
がらのパフォーマンスを繰り広げます。店を取り仕切るエグゼクティブ・シェ
フは、パリ、ロンドン、バンコクと 12 年間、ロブションとともに仕事をし
ているオリヴィア・リムジン。彼がキッチンからカウンターまで、料理の流
れを完全にコントロールしています。本格フレンチと独創的なパフォーマン
スを愉しんでください。
www.robuchon-bangkok.com

インド人シェフのガガン・アナンダは、世界一予約がとれないレストラン「エ
ルブジ」で「分子ガストロノミー」を学んだ気鋭。「単にインド料理でなく、
全く新しいスタイルの料理を提供する、世界で最初のレストランです」とガ
ガンシェフ。

「完璧に調和がとれていながら、口の中で味が爆発する」と評されるほどの
料理。2015 年、2016 年と連続でアジアナンバーワンの称号を得ています。
www.eatatgaggan.com

スペイン・ビルバオのレストラン「アジアメンディ」でミシュラン３つ星を
受賞したシェフであるエネコ・アクスタによるレストラン。プーケット国際
空港から北へ 20 分の場所にあります。
料理長のアレクサンダー・バーガーは、エネコの妥協しない姿勢を継承、料
理への情熱を共有しています。アンダマン海の美しさにインスパイアされた
店内のデザインとともに最高の一皿を満喫してください。
www.aziamendi.com

美食家たちを唸らす、 
アジア No.1 レストラン
「アジアベストレストラン５０」で 1 位となった「Nahm」「Gagan」のみならず、
タイには世界各国の料理評論家、シェフ、レストランオーナーが注目するレストランが集まります。

Nahm
ナーム

オーストラリア生まれのデビッド・トンプソンはタイ料理の巨匠として世界的
に知られています。2010 年には、ロンドンのレストラン「Nahm」と一緒にミ
シュランの星を獲得し、バンコクの「Nahm」はアジアナンバーワン、世界の
ベスト 50 のレストランに選ばれています。
タイの伝統料理を研究し、独自のソースを生み出し、いま世界で一番のタイ料
理を味わうことができます。
www.comohotels.com/metropolitanbangkok/dining/nahm
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Sirocco
シロッコ

Sala Rim Naam
サラリムナーム

ステイトタワーの 63 階に到着すると、芸術的に照らされた階段から鳴り響
くジャズバンドの演奏が聞こえてきます。
シロッコは、世界で一番高い場所にあるオープンエアー・レストラン。バン
コクで最も気分を高揚させてくれる景色を目の当たりにすることでしょう。
新進気鋭のシェフ Gonzalo Ruiz が提供する料理は、カラビネーロスの赤エ
ビや、カタロニアのアンコウ、ブルターニュのロブスターなどの地中海料理
がメイン。シロッコ特有のブイヤベースが病み付きになるはずです。
www.lebua.com/sirocco

マンダリン・オリエンタル・バンコクの対岸に位置し、サラリムナーム
は何十年にもわたって、タイ独特の文化を感じられるレストランとして
名を馳せています。タイ北部様式の豪華な装飾のパビリオンの中で、料
理と伝統的タイ舞踊を体験できます。
www.mandarinoriental.com

宮廷料理とタイ伝統舞踊を堪能
タイの宮廷料理は、王宮の中で発展、洗練し続けています。
調理には多大な手間と時間をかけ、芸術ともいえる領域です。

フランス料理と同じく、オードブルからデザートまでのメニュー構成。（写真左）
宮廷料理の大きな特徴がカービング。果物や野菜などを彫刻する。カービングを体験できる施設もあるので、
興味ある方はコンシェルジュに一声かけてみては。（写真右上、下）

Le Normandie
ル・ノルマンディー

Water Library Chamchuri Square
ウォーター・ライブラリー・チャンチュリー・スクエア

Vogue Lounge
ヴォーグ・ラウンジ

過去 40 年にわたり、ル・ノルマンディーはバンコクの料理界の中心として
存在します。マンダリン・オリエンタル・バンコクの５階庭園ウイングをま
るまる占め、チャオプラヤー川を見渡す景色も素晴らしいものです。ミシュ
ランの星を獲得したシェフを次々に迎え、伝統に甘んじることなく発展を続
けています。
www.mandarinoriental.com/bangkok

ウォーター・ライブラリーの創立者 Pote Lee が、シンガポール人の有名
シェフ Haikal Johari の創作料理に惚れ込んだことから、名レストランの歴
史は始まりました。現在の料理長は、ミシュランの星の経歴をもったドイツ
生まれの Mirco Keller。「オーストラリア産牛肉にローストしたシャロット
と、希少なカンボジア産黒コショウを使ったこの世で最もおいしいハンバー
ガー」「提供するまでに３度調理したフライドポテト」は試す価値があります。
www.waterlibrary.com

世界で最も影響力のあるファッション雑誌『ヴォーグ』の価値観を反映し
たレストラン。食事は、ミシュラン 2 つ星を獲得した香港フォーシーズンの
料理長だった Vincent Thierry が担当。カクテルは日本人のミクソロジスト
Hideyuki Saito、音楽は香港の有名 DJ の Maarten Goetheer が監修していま
す。
1920 年代のアートデコ運動にインスパイアされた内装には、アンディ・
ウォーホルの絵画も飾られ、バンコクで最も格好いいレストランと称されて
います。
www.voguelounge.com

Savelberg

サーベルベルグ

オランダ人シェフ「ヘンク・サーベルベルグ」は、ミシュランの星を得たレ
ストランを４軒も生んだ伝説のシェフ。オランダ風のモダンフレンチは、ゲ
ストが気づきさえしないような細部にまでラグジュアリー感にこだわってい
ます。研ぎすまされた料理は特別にデザインされたプラチナのテーブルウェ
アの上に表されます。こちらのサービスもアジアで初めての試み。一見の価
値があります。思い出に残る食体験を味わってください。
www.savelbergth.com
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Enter tainment

Af ter  Dark

タイらしさを十二分に感じられることのできるタイ古典舞踊、ムエタイを観に、街へ繰り出しましょう。

陽が落ちてからの遊びで最もおすすめしたいのは「ルーフトップバー」。
開放感あふれる空間で極上の夜景を見ながら、食事とお酒を楽しめる絶好のスポットです。

J.Boroski Mixology 

J・ボロスキ・ミクソロジー

タイ古典舞踊

Moon Bar, Banyan Tree Bangkok

ムーン・バー・バンヤン・ツリー・バンコク

ムエタイを観る

The Speakeasy Rooftop Bar, Hotel Muse Bangkok

ザ・スピークイージー・ルーフトップ・バー・ホテル・ミューズ・バンコク

Octave Rooftop Lounge & Bar, Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit

オクターブ・ルーフトップ・ラウンジ＆バー・バンコク・マリオット・ホテル・スクンビット

もしこの魅力的なバーを見つけることができたなら、幸運でしかありません。薄暗くミステリ
アスな雰囲気の中で、お店お任せのカクテルが提供されます。
www.josephboroski.com

きらびやかなタイシルクの
衣装と、美しい手指の動き
で演じられるタイ古典舞踊
は、もともとは宮廷の舞踊
として、スコータイ王朝や
アユタヤ王朝の時代から伝

承されてきたものです。バンコク市内であれば、国立劇場で鑑
賞することができます。

バンヤン・ツリーの 61 階の高さにあるルーフトップバー。静かで優雅な雰囲気のおかげでディ
ナーの前あるいは後に飲むのに最適です。
www.banyantree.com

タイの国技・ムエタイ（Muay=
格闘技、Thai= タイ）は、激
しいパンチ、肘打ち、キック、
芸術的なファイントなどを
取り入れた格闘技です。今
日でも人気のあるスポーツ

の１つであり、タイの歴史を織り込んだ長い歴史をもつ伝統的
なスポーツです。

隠れ家酒場と賑やかなルーフトップバーは、本来両立しないはずなのに、ザ・スピークイージー・
ルーフトップ・バーは奇跡のように両立しています。静けさと優雅さが共存する空間によって、
大成功をとげています。
www.hotelmusebangkok.com

美味しいお酒を飲みながら、バンコクの 360 度の夜景を愉しめます。バンコクのマリオット・
ホテルの上にあり、サフランが入ったウォッカと、シャンペンのカクテルといった独創的なレ
シピも魅力です。
www.marriott.com

チェンマイの熱気球エレファント・トレッキング

バンコクの花のアート探求

早朝 1 時間ほどの小旅行（www.balloonadventurethailand.com）
で、朝日とチェンマイの山々と木々の緑を愉しんでくださ
い。

山に分け入ったり、川を渡りながら大自然と戯れる１日ツアー
が人気です。日本語の通じる現地旅行会社としては、パタラ・
エレファントファーム（http://www.pataraelephantfarm.com）
があります。

お抱え運転手を手配し（www.firstclassbangkok.com）、シャン
ペンを備えたジャガーＸＪで向かうのは、オールドタウン
の Dusit エリア。国際的に有名なタイのフローラルアーティ
スト Sakul Intakul の新構想である花の文化博物館（www.
floralmuseum.com）は、世界で唯一の花輪作りが受講できます。

エコツーリズム

タイ北部には、ドイ・インタノン国立公園、ドイ・ルアンチェ
ンダオ国立公園など、緑豊かなトレッキングエリアが豊富にあ
ります。日帰りコース、１泊～数泊コースまで、様々なツアー
が用意されています。雄大な自然の中を歩くエコツアーが人気
です。

日本では味わえない
遊びを体験

忙しい日常を忘れ、非日常へとしばしの逃避です。
バンコクの人気スポットやタイ北部の山岳地帯、南部の島々にある手つかずの自然に触れてください。

Activit y
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タイシルクの最高級ブランド「ジム・トンプソン」

伝統工芸からタイ初のデザイナーズブランドまで、あらゆる角度から物欲が刺激される。

バンコクで一番新しいモール。10 以
上のエリアとホールがあり、多様なブ
ランドの数に興奮が止まりません。タ
イショッピングモールのフラグシップ
といえる場所です。
http://www.theemdistrict.com/info-emquartier.php

Em Quar t ier 
［エム・クオーティエ］

歴史と伝統あるショッピングモール。
サイアム・パラゴンのすぐ隣に位置
し、若者の Fly Now Ⅲ , Kloset and 
Greyhound Original といったタイデ
ザイナーのブランドが並びます。
http://www.siamdiscovery.co.th/

Siam Center
［サイアム・センター］

タイやハリウッドスター御用達のブラ
ンドが軒を連ねます。タイのハイブラ
ンドの本拠地となっています。
http://www.centralembassy.com/

Central Embassy
［セントラル・エンバシー］

バンコクで最もよく知られています。
東南アジア最大の水族館であるサイア
ム・オーション・ワールドや、マダム・
タッソーもあります。
http://www.siamparagon.co.th/

Siam Paragon
［サイアム・パラゴン］

高級なタイファッションとアクセサ
リーが手に入る、富裕層に向けた高級
路線。従業員とコンシェルジュの献身
的なサービスにも感動するはず。
http://www.gaysorn.com/

Gaysorn Shopping Centre
［ゲイソン・ショッピング・センター］

世界で６番目に大きなショッピング
モール。約 800 席もある高級な映画館
に、「Zen」と「伊勢丹」の 2 つのデパー
トも併設。
http://www.centralworld.co.th/landingpage/460/

Central World
［セントラル・ワールド］

エム・クオーティエの真向かいにある
高級ショッピングモール。特筆すべき
フードコートがあり、タイ料理だけで
なく、アラビア料理、ベトナム料理な
ど各国の料理が愉しめます。
http://www.emporiumthailand.com/

Emporium
［エンポリアム］

バンコク最大のオープンエアーのナイ
トマーケットで、40 以上のレストラ
ンにバンコク最大の観覧車も。カリプ
ソ・キャバレーも鑑賞できます。
http://www.asiatiquethailand.com/index.php/th

Asiat ique The River front
［アジアティーク・リバーフロント］

独特なセンスでブランドを取りそろえ
ることから、流行に敏感な層から支持
を受けています。ライフスタイルブラ
ンドや、ヘルス＆ビューティーブラン
ドのセレクトに特長があります。
http://www.erawanbangkok.com/

Erawan Bangkok
［エラワン・バンコク］

ショッピングの楽園
「バンコク」

世界的なハイブランドからタイ王室・セレブ御用達のオンリーワンの逸品まで。
バンコク・サイアム駅周辺のショッピングモールを歩けば、
あらゆるものを手に入れることができます。
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Phuket

プーケット

プーケットは、タイ南部のアンダマン海に面する
タイ最大の島。ヨットレース「プーケット・キング・
カップ・レガッタ」もあり、世界中のヨットマン
から愛される島でもあります。12 月の第 1 週か
ら第 2 週にかけて開催される「レガッタ」の開催
期間は、島全体がパーティーのような雰囲気に包
まれます。また、プーケットは一流の顧客向けに

「プーケット国際ボートショー」も主催し、高級
ヨットの商談がマリーナで行われています。成田
からの直行便も出ており、バンコクからは約 1 時
間20分、チェンマイから約2時間で到着できます。

特別な思い出をつくるためにプライベートヨットやクルー
ザーをチャーターし、クルージングを愉しむ。船にはあ
なたの希望に応えた各種オプションがあり、イタリアの
AZIMUT Benetti Group の最新のヨット「アジムット・ヨッ
ト・タイランド」に試乗できる施設もあります。
タイ湾やアマンダマン海など、微笑みの国を知るには、海の
旅は不可欠です。ドラマティックな海岸線と無数の楽園の
島々を最高のラグジュアリー環境のなか、探検してはいかが
でしょうか。。

 CHIANG MAI
チェンマイ

 HUA HIN
ホアヒン

KRABI
クラビ

 KOH SAMUI
サムイ島

BANGKOK   
バンコク PATTYA   

パタヤ

Surin&Similan 
スリン&シミラン

PHANG NGA BAY
パンガー湾

PHUKET
プーケット

KOH CHANG
チャーン島 

KOH PHI PHI
ピピ島 KOH LIPE

リペ島 

Koh Samui

サムイ島

サムイ島は、タイ観光においてトップクラスの人
気を誇るビーチリゾート。タイの南海岸にある楽
園です。バンコクから約 80 分のフライトで到着
できます。
白い砂浜とココナッツ林に囲まれていることか
ら、「ココナッツアイランド」とも呼ばれ、波音
と風で揺れるヤシの葉の音を聞きながら、贅沢
でのんびりした時間を過ごしてもらいたい場所。
もちろん、ラグジュアリーなスーパーヨットの
チャーターが可能。アントン国立海洋公園の群島
と、Sleeping Cow 島から Three Pillars 島までの
特徴的な海岸を航行するのをお忘れなく。

クルーズ & 島巡り
美しく静かな海を航海しながら、絵はがきのように美しい島々へ。
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Koh Lipe

リぺ島

タイ最南端に位置するリぺ島があるブタン群島は、リぺ島を含む 51 の島々
からなり、とても神秘的な場所です。チャーン島同様、穴場リゾートに数
えられています。
リぺ島からクルージングを行えば、熱帯雨林と葉に覆われた無人の島々を
通り過ぎ、文明から脱出するかのような経験ができます。また、クリスタ
ルブルーの海では、キングフィッシュやレッドスナッパーなどフィッシン
グの絶好のスポットです。 

Pattaya

パタヤ

バンコクから南東へ約 160 キロメートル。車を約 2 時間走らせれば訪れる
ことのできるビーチリゾートです。ダイビングなどのアクティビティを愉
しむだけでなく、「オーシャン・マリーン・パタヤ・ボートショー」に足
を運んでみてください。無料の食事と最新の産業テクノロジーのデモンス
トレーションがあり、ラグジュアリーなヨット生活を垣間見ることができ
ます。「私だけのスーパーヨット」への欲望を駆り立ててくれることでしょ
う。

Koh Chang

チャーン島

チャーン島は、プーケットに次いでタイで 2 番目に大きな島。タイ最後の
秘境と呼ばれる島だけに、観光客向けのエリアから逃げ出したい人には
うってつけのリゾートです。サムイ島やプーケットとは違って、他のボー
トを見ることなく美しい海を独り占めしたかのようなヨット遊びができま
す。ホワイトサンドビーチ、クロンプラオビーチなど、チャン群島には発
見すべきスポットが多数あり。バンコクからはバンコクエアウェイズで 1
日 3 便運航中。プライベートジェットを活用したいところです。

Hua Hin

ホアヒン

バンコクから南西に約 200 キロ、タイ湾を挟んでパタヤの対岸に位置する
のがホアヒン。タイ王室御用達の格調高いリゾートして名を馳せます。世
界中の富裕層が、タイ最古のゴルフコース「ロイヤル・ホアヒン」や大自
然でのトレッキング、渓流での川下りといったダイナミックなアクティビ
ティ、新鮮なシーフード料理などを求めてやってきます。
ホアヒン・ビーチでは、エンジン音のするマリンスポーツが禁止されてい
るため、ゆったりと落ち着いた時間を過ごすこともできます。

Surin&Similan

スリン＆シミラン

スリン・シミラン諸島は、世界有数のダイビングスポットです。プーケッ
トの北西にある９つの島々は美しいサンゴ礁と海面下の大変多くの種類の
魚を誇っています。
クルージングスポットとしてもプレミアな体験を約束できる場所となって
います。クルーザーの錨をおろして、海面下の世界にダイブする「至極の
冒険」を。

Koh Phi Phi

ピピ島

ピピ諸島周辺はサンゴ礁に囲まれ、椰子の木に覆われたラグーンが見もの
です。ピピ諸島は、ピピドンとピピレなど 6 つの島からなり、定期船でプー
ケットから 2 ～ 2 時間半、クラビから約 90 分でたどり着くことができます。
タイでも有数なダイビングスポットであり、世界中のダイバーがエメラル
ドグリーンの海を求めて集まってきます。
目を見張るような絶景を見ながら、無人島の島々を探検してみてください。

Phang Nga Bay

パンガー湾

プーケットとタイ本土の西海岸に位置するパンガー湾には、微笑みの国で
恐らく一番美しい島々が並びます。パナック島からピンカン島へと続く
200 メートルの長さの洞窟から、何年も前にジェームズ・ボンドの映画『黄
金銃を持つ男』が撮影された島まで、クルージングしながら発見したくな
る島々が、そこかしこにあります。
スーパーヨットをチャーターし出航。未知の領域を感じてください。

Krabi

クラビ

タイ南部にあり、バンコクから約 1 時間 20 分で訪れることのできる、ク
ラビ。
ピピ島やランタ島やカイ島といった、美しい 130 以上の島々が点在してい
ることもあり、これらをスーパーヨットでめぐる「アイランド・ホッピン
グ」を愉しんでもらいたいところです。高級マリーナ「クラビ・ボート・
ラグーン」では、ヨットやクルーザーをチャーターでき、気軽にラグジュ
アリー・クルージングが愉しめます。
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ペニンシュラ・ホテル・グループが所有する
タイ・カントリー・クラブ。汚れひとつない
綺麗なクラブハウスから、コース、カスタマー
サービスまであらゆる細部までが 5 つ星クラ
スです。アジアの６つのツアーイベントを主
催し、タイガー・ウッズやビジェイ・シンら
がプレーしました。たくさんの傑出したホー
ルがありますが、とくにすべて水面に面する
パー 3 コース「クワッド」が特筆。またゲー
ムの前後に、クラブハウスのビュッフェを試
食するのをお忘れなく。タイで最高のビュッ
フェです。
www.thaicountryclub.com

Bangkok, Thai Country Club 
バンコク・タイ・カントリー・クラブ

アジアで最もユニークなコースといえるの
が、ロイヤル・ジェムズ・シティ。マスター
ズの開催地・オーガスタや、全英オープンの
開催地・セント・アンドリュースの名物ホー
ルを再現したコースなのです。
スコットランド・トルーンのパー 3・ホール

「郵便切手」、セント・アンドリュースの「ロー
ドホール」、フロリダ・ドラルの「ブルー・
モンスター」などの名物コースが、ここ一か
所で体験できるのです。ゲーム中の会話が盛
り上がることは間違いないでしょう。
www.royalgemsgolfcity.com

The Royal Gems City
ロイヤル・ジェムス・シティ

タイ・カントリー・クラブのように、アルパ
イン・ゴルフ・クラブは限られた人たちだけ
がプレーできるプライベートクラブです。バ
ンコクの中心部から車で 1 時間かかります
が、移動するだけの価値があります。最初の
ホールからラウンドの終わりまで、大きな
木々としげみ、灌木とが木陰を作り出し、落
ち着いた環境でプレーできるのが特徴です。
タイガー・ウッズが優勝した 2000 年のジョ
ニー・ウォーカーカップを主催したのも、ア
ルパイン。バンコクのなかで最もチャレンジ
ングなコースと言う人もいます。
www.alpinegolfclub.com

Alpine Golf Club
アルパイン・ゴルフ・クラブ

Bangkok

タイで最も美しいコースの１つであり、なか
には地球上で最も美しいゴルフコースだとす
いう声も聞くコースです。美しい高地の環境
にあり、ぜひその景色と空気を堪能してくだ
さい。前半の９ホールは比較的なだらかな
コース、後半の９ホールは上り下りと勾配の
あるコースとなり、対照的な設計になってい
ます。とくに、18 番ホールのつくりは、ア
ジアでナンバーワンの景色と言われていま
す。
www.chiangmaihighlands.com

Highlands Golf & Spa Resort
ハイランズ・ゴルフ＆スパ・リゾート

Chiang Mai

2000 年代初頭、男子ゴルフのアジアと欧州
の代表団体戦「ロイヤル・トロフィー」の舞
台となった、世界中のゴルファーから注目を
集める名門コース。バンコク中心部から車で
約 70 分、アマタ工業地帯に位置します。と
くに 17 番の浮き島グリーンは舟でグリーン
に渡る設計になっており見物。過去 4 年連続
してアジア「ベストコース」を受賞している
だけのことはあります。
www.amantaspring.co.th

Amata Spring
アマタ・スプリング

Chonburi

タイ最大のゴルフ複合体である、サイアム・
カントリー・クラブの３つのコースは毎年

「Honda LPGA 女性プロトーナメント」も主
催しています。
1970 年にオープンした The Old Course は、
タイで最初のプライベートゴルフクラブ。
2014 年には、「Waterside」として知られる
３番目のコースがプレーできるようになりま
した。サイアム・カントリー・クラブでは１
年間 10 万ラウンド以上プレーされているほ
ど、コースの人気とクオリティの高さに定評
があります。
www.siamcountryclub.com

Siam Country Club
サイアム・カントリー・クラブ

Pat taya

世界中のゴルファーを魅了する
11のコース
世界には素晴らしいゴルフコースが数多ありますが、
タイのゴルフコースは気候、風土、そしてフレンドリーなサービスにより、
スペイン、アメリカに続き、世界で３番目に人気です。
毎年 70 万人以上のゴルファーが、ゴルフツーリズムを目的に世界から集まり、
世界のどこよりも高いリピート率を誇ります。
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アジア最高のコースの 1 つとして知られるブラック・マウンテン。スウェー
デンの企業家によって所有され、最近主催された「タイ・クラシック」を含
めたいくつかのアジアツアーのイベントもプロデュースしています。ヴィラ
とコンドミニアム、スパ、テニス施設に加えて、コース上に宿泊施設もあり
ます。いま最も先鋭的なゴルフリゾートコースといえる場所です。
www.blackmountainhuahin.com

Black Mountain Golf Club
ブラック・マウンテン・ゴルフ・クラブ

バンヤンは、独自の魅力をもつコースです。ホアヒンからわずか 10 分の好
立地、欠点のないブラック・マウンテンよりもより牧歌的な田園風景のなか
でラウンドできます。
モダンなタイ様式のクラブハウスは、タイ王国で最高のオープンエアー。英
国とアイルランドの元ホテル経営者たちによって経営されていることもあ
り、食事がおいしいのも売りです。くつろいだ雰囲気を楽しみたいゴルファー
が、世界中から訪れます。
www.banyanthailand.com

Banyan Golf Club
バンヤン・ゴルフ・クラブ

壮観なジャングルをバックにラウンドできるのが、レッド・マウンテン。以
前はスズの採掘場だったところにつくられたコースは、緑のジャングルと露
出した赤土、石切り場の穴だったところのハザード、そして何よりタイらし
い青い空のもとでプレーできます。
プーケットのビーチから 30 分以上のドライブとタイで最も高いグリーン料
金（カートとキャディーを含めて 7200 バーツ）が必要ですが、レッド・ゴ
ルフはプレーする価値があるコースであるのは間違いありません。
http://www.redmountainphuket.com/

Red Mountain Golf Club
レッド・マウンテン・ゴルフ・クラブ

Hua Hin

アジアで最も記憶に残るホールと言われているのが、ブルー・キャニオン。
自然の地形を活かした渓谷と熱帯植物に囲まれたコースは日本人設計士・加
藤嘉一が手掛け、数々の賞を受賞しています。1998 年にタイガー・ウッズ
とアーニー・エルスがプレーオフで死闘を繰り広げたことからも有名になり
ました。プーケット空港から車で７分の好立地に位置しています。
www.bluecanyonclub.com/golf

Blue Canyon
ブルー・キャニオン

プーケットで一番のゴルフリゾートコースとして認められるのが、ラグーナ・
プーケットです。美しいバンタオ・ビーチのそばに建てられた７つのホテル
を含む、一大リゾート施設の一部にあり、多くの鳥と野生動物も集まる水辺
のコースが特徴的です。世界クラスのリゾート施設とともに、リゾートゴル
フの醍醐味を満喫してください。
www.lagunaphuketgolf.com

Laguna Phuket Golf Club
ラグーナ・プーケット・ゴルフ・クラブ

Phuket
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