SHINDAI AQ HOTEL PACKAGE

シンダイお勧め

AQ ホテル

AQ とは・・・
A Alternative
Q Quarantine
の略称で、タイ政府代替検疫施設のことを指しています。海外からタイへの渡航者にはワクチン接種証明書を取
得している場合 7 泊（8 泊の場合もあり。ワクチン 2 回接種後 14 日以上経過していることが条件。ワクチン
接種証明書がない場合は 10 泊。
）の隔離滞在が義務付けられております。滞在はホテルのお部屋ですが、あく
までも隔離の為の医療施設となりますので、お部屋の外へ出ることは決められたアクティビティだけに厳しく限
定されております。

Alternative State
Quarantine Hotels
in Bangkok / Sri Racha

【料金に含まれるもの】
弊社の手配手数料 7 日間パッケージプランの宿泊費 税金・サービス料 毎日 3 食の食事
らホテルまでの片道送迎 滞在中 2 回の PCR 検査 24 時間対応の看護師
＊航空便のバンコク到着時刻により、宿泊数が異なります
到着時刻が 00:01-18:00 であれば 7 泊 8 日ですが
到着時刻が 18:01-23:59 の場合は 8 泊 9 日となります

スワンナプーム空港か

【予約お申込時に必要なもの】
◆ご宿泊になる全員の方のパスポートコピー
◆バンコクご到着便のＥチケット控え（もし発券前の場合は、ご到着日・飛行機の便名）
◆ワクチン接種証明書コピー （タイ入国日に 2 回接種後 14 日以上経過していること）
＊ホテルにより、他の書類（医療保険証書等）も必要な場合が御座います
＊予約確保後、ご到着前に必要な書類（医療保険証書、PCR 検査陰性証明等）は予約確保時にご案内致します
【ご注意】
◆タイ政府の指示により、パッケージ内容・料金は急に変更される場合が御座います
◆予約確保後、払戻しは出来ません
＊ワクチン接種証明書がない場合は、10 日間の隔離措置となります。料金はお問い合わせ下さい
＊日程変更については、お問い合わせ下さい
＊1 名様 1 部屋が原則です。2 名様以上の同室はご家族に限ります
1 室の定員や必要書類についてはお問い合わせ下さい
お問い合わせ・お申込みはシンダイ各店へ
シーロム店 Tel: 0-2026-5000 Email: silom@shindai.co.th
スクンビット店 Tel : 0-2258-3920 Email : sukhumvit@shindai.co.th

シラチャ店 Tel : 0-3831-2623 Email : sj@shindai.co.th

フラマ・エクスクルーシブ・スクンビット
スクンビット ソイ１ BTS プルンチット駅から徒歩 10 分
7 日間（7 泊 or8 泊） 3 食付
デラックスルーム（36 ㎡）
プレミアルーム（40 ㎡）
プレミアコーナールーム（45 ㎡）

大人 1 名様
22,500 バーツ
24,500 バーツ
26,400 バーツ

バンパコク 9・インターナショナル病院提携

2 人目の大人
17,000 バーツ
17,000 バーツ
17,000 バーツ

子供（1-11 歳）
14,500 バーツ
14,500 バーツ
14,500 バーツ

幼児（0 歳）
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ

電子レンジ

ロイヤルプレジデント
スクンビット ソイ 15 BTS アソーク駅から徒歩 8 分
7 日間（7 泊 or8 泊） 3 食付
デラックス（40 ㎡）
デラックススイート（55 ㎡）
ファミリースイート（94 ㎡）

大人 1 名様
23,500 バーツ
28,200 バーツ
-

2 人目の大人
18,000 バーツ
18,900 バーツ
-

ﾜｰﾙﾄﾞﾜｰﾙﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ病院提携

電子レンジ

日本 TV

2 名様合計
60,300 バーツ

3 人目の大人
18,900 バーツ

子供（0-11 歳）
15,400 バーツ

子供（1-11 歳）
23,500 バーツ
23,500 バーツ
23,500 バーツ
23,500 バーツ

幼児（0 歳）
11,000 バーツ
11,000 バーツ
11,000 バーツ
11,000 バーツ

センターポイント・シーロム
BTS サパンタクシン駅から徒歩 5 分 全室バルコニー付き
7 日間（7 泊 or8 泊） 3 食付
デラックス（45 ㎡）
デラックスガーデンリバービュー（45 ㎡）
グランドデラックスガーデンリバービュー（66 ㎡）
ワンベッドルームガーデンリバービュー（90 ㎡）
ﾊﾞﾝﾊﾟｺｸ 9 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ病院提携

大人 1 名様
30,000 バーツ
40,000 バーツ
53,000 バーツ
62,500 バーツ

電子レンジ

2 人目の大人
28,000 バーツ
28,000 バーツ
28,000 バーツ
2,8000 バーツ

日本 TV

洗濯・乾燥機

ウォシュレット

喫煙ルームあり

*デラックスとシティビュールームは洗濯・乾燥機が御座いません

グランデ・センターポイント・スクンビット 55
スクンビット ソイ 55 トンローの好立地
7 日間（7 泊 or8 泊） 3 食付
シグネィチャデラックス（40 ㎡）
エグゼクティブスイート（70 ㎡）
ファミリースイート（110 ㎡）
ｽｸﾝﾋﾞｯﾄ病院提携

大人 1 名様
35,000 バーツ
43,000 バーツ
電子レンジ

2 人目の大人
22,000 バーツ
22,000 バーツ
日本 TV

2 名様合計
78,000 バーツ

ウォシュレット

子供（1-12 歳）
16,500 バーツ
16,500 バーツ
16,500 バーツ
日本語スタッフ

幼児（0 歳）
12,000 バーツ
12,000 バーツ
12,000 バーツ
喫煙ルームあり

*1 部屋につきランドリー15 枚もしくはルームサービス 1,500 バーツ分プレゼント
*シグネィチャデラックスには電子レンジは御座いません

グランデ・センターポイント・ターミナル 21
BTS アソーク駅直結
7 日間（7 泊 or8 泊） 3 食付
デラックスプレミアム（40 ㎡）
グランデスイート（65 ㎡）
デラックスコネクティング（80 ㎡）

大人 1 名様
35,000 バーツ
48,000 バーツ
-

バンパコク 9・インターナショナル病院提携

2 人目の大人
23,000 バーツ
23,000 バーツ
-

2 名様合計
76,000 バーツ

電子レンジ

日本 TV

子供（1-11 歳）
19,500 バーツ
19,500 バーツ
19,500 バーツ
ウォシュレット

幼児（0 歳）
16,000 バーツ
16,000 バーツ
16,000 バーツ
洗濯機（要ﾘｸｴｽﾄ）

アライズホテル・シラチャ
シラチャの中心地ロビンソンデパートシラチャから車で 5 分
7 日間（7 泊 or8 泊） 3 食付
スーペリア（35 ㎡）
デラックス・オーシャンビュー（40 ㎡）
1 ベッドルームスイート（58 ㎡）バルコニーオーシャンビュー
ファミリースィート 2 ベッドルーム（120 ㎡）
ウィパーラーム・レームチャバン病院提携

大人 1 名様
26,900 バーツ
30,500 バーツ
34,000 バーツ
-

日本 TV

2 人目の大人
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
-

3 名様合計
114,000 バーツ

日本食

*バスタブのあるお部屋は要リクエスト
*海の見えるお部屋あり 要リクエスト

その他、ご希望の AQ ホテルが御座いましたらお申し付け下さい

子供（0-11 歳）
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ

