
ホテル名

URL

提携病院

有効期限
デラックスルーム THB73,000 デラックスルーム THB89,000 デラックスルーム THB55,000 スタンダードルーム THB67,000 スーペリアルーム THB60,300

デラックス・リバービュールーム THB75,000 プレミアルーム THB103,000 グランドデラックスルーム THB59,000 デラックスルーム THB77,000 デラックスルーム THB67,000

デラックスリバーフロントルーム THB77,000 サイアムスイート THB141,000 トライベッカルーム THB60,000 グランドデラックスルーム THB87,000 ウェルネススィート THB78,600

ベルエアースィート THB65,000 ソラリアルーム THB107,000
ファミリーデラックスルーム THB119,000 (for 2 persons)

滞在期間

送迎

COVID19スクリーニング・
テスト

医療関連のお手伝い

お食事

その他のホテル
サービス・アメニティ

払い戻し条件

注意

Thailand Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期間中
のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・手当などの
費用は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は原文（英語）の
和訳となります。ご不明な点は原文をご確認下さい。

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、
検疫期間中のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、
その他の治療・手当などの費用は含んでおりませんので、ご注意
下さい。また、上記は原文（英語）の和訳となります。ご不明

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期間
中のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・手当
などの費用は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は原文（英
語）の和訳となります。ご不明な点は原文をご確認下さい。

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージ
は、検疫期間中のCOVID-19検査以外の病院での医師の診
断、その他の治療・手当などの費用は含んでおりませんので、ご
注意下さい。また、上記は原文（英語）の和訳となります。ご

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージ
は、検疫期間中のCOVID-19検査以外の病院での医師の
診断、その他の治療・手当などの費用は含んでおりませんの
で、ご注意下さい。また、上記は原文（英語）の和訳となり

•到着日に空港からホテルへのお車の手配    

• 2回のRT-PCR COVID-19 検査の実施

• 看護師による24時間サービス体制

15泊16日15泊16日 15泊16日 15泊16日

• 3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス

•スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）とホテル間のお車の手配

•3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス

• メディカルスタッフによるホテル内での体温チェック、健康診断、COVID-19ス
クリーニング
• （ご出発時の）メディカルレポートとCOVID-19陰性証明書

• 救急車手配（必要に応じて）
• パンデミック・スクリーニングテスト用計画エリア
•24時間常駐の看護師による毎日2回の体温測定と健康状
態のチェック
•検疫期間中のあらゆる健康関連のご要望に対応可能の有資
格ホテル・メディカルスタッフ
• COVID-19検査陽性の場合の病院への入院対応
•経過観察下の全ての患者の状況についての公的報告書の発
行
• COVD-19陰性の公的証明書の入手

•ホテル内メディカルスタッフ

• バルコニー付きのお部屋
• ガーデンエリアへのアクセス
• 看護師による24時間健康状態のモニタリング
• 免疫システムを強化するサプリメント
• 高速Wi-Fi
• コーヒー、紅茶対応（ケトル）
• iHome Zenergy Sleep Therapy Speaker and
Lamp （デラックス、ウェルネススィートルームにて利用可）
• ヨガマット（デラックスとスーペリア―ルーム）、ストレッチバン
ドとバランスボール（ウェルネススィートのみ）

値段/お一人様当り

モーベンピックBDMSウェルネスリゾートバンコク

Bangkok Hospital

01NOV-31DEC20

ベルエアー・バンコク

01SEP20 - 31DEC20

ソラリア西鉄ホテル・バンコク

Samitivej Hospital

01SEP20 - 31DEC20

アナンタラ・リバーサイド・バンコク・リゾート

Bangpakok 9 International Hospital World Medical Hospital

アナンタラ・サイアム・バンコク・ホテル

Bumrungrad International Hospital

https://www.anantara.com/ja/riverside-bangkok https://www.anantara.com/ja/siam-bangkok
https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/

bangkok/bdms-wellness-resort-
bangkok/overview/

• 払い戻しできません。
• 出発便に遅延、スケジュール変更などが発生した場合は、滞
在日は空室状況により変更される場合があります。

キャンセルのご連絡について：
-ご到着日より14日前まで：キャンセル料無料
-ご到着日より13~7日前まで：全額に対して50%のキャン
セル料
-ご到着日より6日～当日の場合：全額がキャンセル料とし
てチャージされます。

• 払い戻しできません。
• お客様が旅行を開始できない場合は、チェックイン予定日の少なくとも48時
間前までにご連絡ください。もしご連絡が48時間を切った場合は 金額の
100%がチャージされます。
• ホテルは払い戻しを致しませんが、お支払いいただいた全額を6か月間は将
来のご利用のためのデポジットとして保全させていただきます。
• ご滞在中のCOVID-19テストが陽性の場合は、全額返金できません。

• キャンセルのご連絡について：
-ご到着日より14日前まで：キャンセル料無料                           -ご
到着日より13~7日前まで：全額に対して50%のキャンセル料
-ご到着日より6日～当日の場合：全額がキャンセル料としてチャージされ
ます。

01SEP20 - 31DEC20

https://www.solariabangkok.com/ja/index.htmlhttp://www.belairebangkok.com/ja/

•スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）からホテルへ
のお車の手配 （片道のみ）

• 2 回のCovid-19 (SARS-COV-2 RT-PCR) 検査の実施

• 特別監修のメニューより3食（朝・昼・夕）

• 通常のランドリーサービス（1日3着まで）
• 高速Wi-Fiインターネット
• 50 インチ　スマートテレビ（110チャンネル）
• お部屋のクリーニングサービス（2日に1回）
• TOTO ウォシュレット
• シャワー、またはバスタブ（バスタブはデラックスルーム以上にて
ご利用可能）

• 払い戻しできません
•出発便に遅延、スケジュール変更などが発生した場合、滞在
日は空室状況により変更される場合があります。

15泊16日

• 看護師による24時間の観察と毎日の健康モニタリング

•3食（朝食・昼食・夕食）のフルボードサービス

• ご希望のタイプのお部屋の15泊シングルでのご利用
• 無料WiFiと40チャンネルのテレビ

• 64番組のテレビ（国際放送、ローカル放送、映画、音楽番
組など）
• 高速インターネットアクセス（無料）

• Netflix パスワード（1部屋最大4つまでのパスワード利用可。ログインは
お客様の個人デバイスご利用）
• クリーニングサービス（7日、10日、13日）
• プールエリアとフィットネスルーム利用可（7日目より）
• お一人様15着までフリーランドリーサービス（ドライクリーニング除く）

• ホテル内で2回のCOVID-19 スクリーニングテストの実施

•3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス
（100種類以上のメニュー：タイ、インド、中華、和食、中東、イタリアン、
ベジタリアンより）
• アフタヌーンティ

• ホテル内で３回のCOVID-19 スクリーニングテストの実施 • 2回のCOVID-19 検査の実施

• スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）からホテルまで 　          •ホ
テルから バンコク９国際病院まで（ご要望があった場合）

•スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）とホテル間のお車
の手配

01SEP20 - 31DEC20

https://www.anantara.com/ja/riverside-bangkok
https://www.anantara.com/ja/siam-bangkok
https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/bangkok/bdms-wellness-resort-bangkok/overview/
https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/bangkok/bdms-wellness-resort-bangkok/overview/
https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/bangkok/bdms-wellness-resort-bangkok/overview/
https://www.solariabangkok.com/ja/index.html
http://www.belairebangkok.com/ja/


ヴィスタルーム   72,000.-THB デラックス (32 Sq. m.) 49,900.-THB    デラックスルーム (30 Sq. m.)  60,000.-THB デラックス(35平方M) THB60,000 デラックスルーム(40平方M) THB65,000
ヴィスタファミリールーム 115,000.-THB スイート (65 Sq. m.) 64,000.-THB     グランドデラックスルーム (35 Sq. m.)  65,000.-THB Gデラックス(35平方M) THB68,000 ファミリー2ベッドルーム(56平方M) THB75,000

アバンテックスイート 120,000.-THB  ファミリールーム (45 Sq. m.) 120,000.-THB スイート(77平方M) THB89,500 エグゼクティブアパートメント(70平方M) THB80,000

アバンテックファミリースイート 160,000.-THB  エグゼクティブスイート (85 Sq. m.) 100,000.-THB デラックススイート(80平方M) THB80,000
プレミアムスイート(95平方M) THB85,000

     

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫
期間中のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治
療・手当などの費用は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上
記は原文（英語）の和訳となります。ご不明な点は原文をご確認下

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検
疫期間中のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他
の治療・手当などの費用は含んでおりませんので、ご注意下さい。ま
た、上記は原文（英語）の和訳となります。ご不明な点は原文をご

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期間中の
COVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・手当などの費用
は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は原文（英語）の和訳とな
ります。ご不明な点は原文をご確認下さい。

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期間中
のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・手当など
の費用は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は原文（英語）
の和訳となります。ご不明な点は原文をご確認下さい。

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期間中の
COVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・手当などの費用
は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は原文（英語）の和訳となり
ます。ご不明な点は原文をご確認下さい。

BNH Hospital Samitivej Sukhumvit Hospital BNH Hospital

01 September – 31 December 2020 01 October 2020 – 15 March 2021 02OCT20-31DEC20

BNH Hospital

01 September - 31 March 2021 (inclusive)

• ３回のCOVID-19 検査の実施 • 2回のCOVID-19 検査の実施 • 2回のCOVID-19 検査の実施• ３回のRT-PCR COVID-19 検査の実施

ル・メリディアン・バンコク ゼニス・スクンビット・ホテル プルマン・バンコク・ホテルG

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkdm-
le-meridien-bangkok/

https://www.zenith-hotel.com/ https://www.pullmanbangkokhotelg.com/ja/

コートヤード・バイ・マリオット・バンコク

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkcy-
courtyard-bangkok/

•到着日に空港からホテルへのお車の手配    •到着日に空港からホテルへのお車の手配    • スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）からホテルまで

15泊16日 15泊16日 15泊16日

•	同室大人一人35,000.-THB、子供（12歳未満）25,000.-THB

15泊16日

•到着日に空港からホテルへのお車の手配    

•	49インチ　スマート TV, Netflix, YouTube
•	7000誌以上のオンライン新聞や雑誌（Press Reader）
•	室内リクリエーション：ヨガマット、 PS4 （レンタル）
•プールサイドでのコーヒーまたは紅茶の無料サービス	
•フィットネスセンター	
•	7日目から一日置きのルームクリーニングサービス
•	ルームサービスの20%割引
•ランドリーサービスの	50%割引

•予約確認後１０％分をお支払いいただきます。残額は到着時にお支払いいた
だきます	
•	空室状況により予約日の変更可
•	COEが取得できなかった場合、または到着日より7日前まではキャンセル料はか
かりません、全額返金します
•到着日より3－6日前まで：	50%のキャンセル料 がかかります
•	到着日より3日未満前まで：100% のキャンセル料がかかります
•返金手数料として６％がチャージされます

• 無料ランドリーサービス（1日2枚まで。追加分は20％割引適用。ド
ライクリーニングは対象外）
• 高速Wi-Fiインターネット
• フィットネス（テクノジム機器完備）
• 室内、室外にリラクゼーションエリア
• 49インチ　スマートテレビ
• ズームによるフィットネスクラス、バーチャルヨガ、その他インルームエン
ターテインメント
• 7000誌以上のオンライン新聞や雑誌（Press Reader）
• 2回目の検査の結果により、室内及び室外のリラクゼーションエリアへ
のアクセス可（要予約）
 2 時間ル ムサ ビ メ 20% 割引

•アメニティー完備、ケーブルTV, 電気ケトル、ドライヤー、　Wi-Fiイ
ンターネット、デスク	
•	防音二重窓
•	バスタブ付き
•	飲料水、コーヒー＆紅茶、マスク、アルコールジェル
•	ルームクリーニング（ASQルールに基づき3日ごと）
•	ルームサービスメニューの15%割引
•	ランドリーサービスとスパの20% 割引(スパ利用は 13 日目の検査
結果による）
•	2度の体温チェック
•検査結果によりプール、レストラン、スパ利用可	

• 世界中に3000以上のホテルを持つアコーホテルへのメンバー登録により、
ASQパッケージで"Double Your Points"獲得
• チェックアウト日に、スカーレットワインバー＆レストラン、25degreesバー
ガーでご利用いただけるTHB500分のギフトバウチャーをご提供
• 次回プルマンバンコクホテルGご宿泊の際にベストレートから50%割引の特
典
• コーヒー、紅茶のアメニティ
• 指定クリーニング業者のクリーニングサービス10%割引
• 豊富な種類からお選びいただける枕
• 7000を超える世界中の雑誌や新聞にアクセスいただけるE-reader
• 高速Wi-Fi インターネット環境

•払い戻しできません。
•	予約日の変更：到着日の3日前まで可
•	ビスタルーム、ビスタファミリールームは到着日の14日前までの支払い
が必要
•	アバンテックスイート、アバンテックファミリースイートルームは予約後24
時間以内の支払が必要
•	支払が完了されなかった場合予約がキャンセルされることがあります

•ご到着日より7日前まで：キャンセル料無料	
•ご到着日より4－6日前まで：３５％のキャンセル料がかかります
•ご到着日より3日前より、またはノーショー： 65%のキャンセル料が
かかります

• 予約時にデポジットとしてTHB5,000のお支払い、残金は到着時にご精
算（払い戻し不可）　　　　　　　　　　　　　　　　　　• キャンセルまたは延期
の場合は、大使館や航空会社発行のキャンセル事由を証明できる書類が
必要

• 看護師による24時間サービス体制 • 看護師による24時間サービス体制
• 救急車手配（必要に応じて） •多国語スタッフによる24時間サービス体制

• 3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス　（昼、夕食はヨーロピアン、
アジアン、またはタイ料理から選択可）

• 3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス
•	最終日の夕食はトロピカルマックスレストランにてスペシャルディナーを
提供

•受賞歴のあるレストランによる3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス
• アフタヌーンティ

•	看護師による24時間サービス体制

•	 3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス（タイ、ウェスタン、ベジタリアン、インド
料理から選択可）
•	無料ミニバー (7日目、11日目に補充）

• 3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス（食物アレルギーに対応したタイ料理ま
たは西洋料理のオプション）

ランカスター・バンコク

https://lancasterbangkok.com/

Piyavate Hospital

01OCT20-31MAR21

• ウェルカムスナック
• 無料高速Wi-Fiインターネット
• 1回目のCOVID-19スワブテスト後、フィットネスとリラクシングエリア
• ルームサービスとクリーニングサービス20%割引

• キャンセルのご連絡について：
-ご到着日より14日前の前日まで：全額に対して10%のキャンセル料
-ご到着日より14~7日前まで：全額に対して50%のキャンセル料
-ご到着日より6日～当日の場合：全額がキャンセル料としてチャージされます。

15泊16日

• スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）からホテルまで

• 2回のCOVID-19 検査の実施

• 看護師による1日2回の検温と健康モニタリング
・ 24時間看護師常駐と救急車手配

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkdm-le-meridien-bangkok/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkdm-le-meridien-bangkok/
https://www.zenith-hotel.com/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkcy-courtyard-bangkok/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkcy-courtyard-bangkok/


デラックスプレミアムルーム(40平方M) THB60,000 スーペリアルーム(28㎡) THB48,000 プレミアム (30㎡.) THB55,000 デラックス (40-45㎡.) THB60,000
グランドスイートルーム(65平方M) THB74,000 プレミアムコーナー (40 ㎡) THB65,000 デラックススイート (70㎡) THB90,000
デラックスファミリーコネクティング

(80平方M)
THB120,000 デラックススイートルーム (50㎡) THB88,000

エグゼクティブスイートルーム (80 ㎡) THB98,000

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期間中
のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・手当など
の費用は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は原文（英語）
の和訳となります。ご不明な点は原文をご確認下さい。

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期
間中のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・
手当などの費用は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は
原文（英語）の和訳となります。ご不明な点は原文をご確認下さい。

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期間中の
COVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・手当などの費用
は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は原文（英語）の和訳とな
ります。ご不明な点は原文をご確認下さい。

上記のASQ(Alternative Stay Quarantine)パッケージは、検疫期
間中のCOVID-19検査以外の病院での医師の診断、その他の治療・
手当などの費用は含んでおりませんので、ご注意下さい。また、上記は原
文（英語）の和訳となります。ご不明な点は原文をご確認下さい。

     

•3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス
• スナックとソフトドリンク
・1日4本のペットボトルのお水、コーヒー、紅茶

グランドセンターポイントホテル・ターミナル21

https://www.grandecentrepointterminal21.com/ja/

Bumrungrad Hospital

09OCT20-31DEC20

• 無料Wi-FIアクセス
• ウォークインシャワーとバスタブ
• メイドクリーニングサービス
• 電子レンジ
・ ケーブルTV
　
7日目以降のアクティビティ
・パットとミニゴルフ練習場
・テニスコート
・フィットネス
・フィットボール（毎週月曜日）
ウ イトトレ ング（毎週水曜日）・全額前払い＆払い戻し不可

・ご連絡なしのキャンセルは100%のキャンセル料
・キャンセル不可
・ご変更等の場合は少なくとも到着3日前までにホテルまでご相談ください

パークプラザ　バンコク　ソイ18 ザ　ランドマーク　バンコク

15OCT20- 31DEC20 01OCT20 -31 DEC20

•スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）から
　ホテルへのお車の手配 （片道のみ）

•スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）から
　ホテルへのお車の手配 （片道のみ）

•	3食（数種類から選択）
•20%引きでインルームダイニングサービス利用可

•	3食
•	到着時のウェルカムフルーツ・フラワー・軽食
•無料の飲料水・コーヒー・紅茶

15泊16日

• 到着時Bumrungrad Hospitalによるお迎えサービス

• リアルタイムPCR (3回)

• 24時間看護師常駐

ジ　ウェスティングランデ　スクンビット　バンコク

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-
plaza-bangkok-soi-18 https://www.landmarkbangkok.com/ https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkwi-the-

westin-grande-sukhumvit-bangkok/

Piyavate Hospital Bumrungrad International Hospital Samitivej Sukhumvit Hospital

05OCT20 -30DEC20 

空き状況によりデラックスシティービュールーム（30㎡）へ
無料アップグレード可

15泊16日 15泊16日 15泊16日

•スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）から
　ホテルへのお車の手配 （片道のみ）

•	2回の COVID-19 (RT-PCR)検査の実施 •	3回の COVID-19検査の実施 •	2回の COVID-19検査の実施

•	看護師による24時間サービス体制
•	感染防止用品の設置
　（アルコールハンドジェル、マスク、体温計）
•	ピヤウェート病院の遠隔診療

•遠隔診療（毎日8:00a.m. - 5:00p.m.)
•	看護師による24時間サービス体制

•	 看護師による24時間サービス体制
•	医師による2回の無料遠隔診療（ご要望に応じて）
•COVID-19公式陰性証明お渡し
•	１日２回の検温

•	3食（朝・昼・夕）フルボードサービス

•	無料高速Wi- Fi
•1回目の	COVID-19検査後、2日毎にルームクリーニング（昼間）
•	ミニバー内完全無料（アルコール飲料は無し）
 追加補充の場合は追加料金必要
•	コーヒー、紅茶
•	ケーブルテレビ、DVDプレーヤー、ヨガマット
•	25%引きでランドリーサービス利用可(ドライクリーニング及び即日仕上
げは除く)

•無料高速インターネットアクセス
•	国際及び国内テレビ放送
•	無料海外新聞・雑誌
•	2日毎のルームクリーニング
•	食事の24時間ルームサービス15%引き
•	ランドリーサービス15%引き
•	リラックスエリア及び該当エリアに設置の運動器具の利用
（11階サンデッキ屋外エリア。COVID-19検査で陰性となった７日後よりソー
シャルディスタンスのガイドラインに沿って利用可。）

•	無料高速インターネットアクセス
•	46のテレビチャンネル（国際・国内ニュース、音楽、娯楽） 、
 Netflix（ご要望及び利用可能状況に応じて）
•	デラックススイートはヨガマットの利用可
　（デラックスルームはご要望に応じて利用可）
•	ランドリーサービス20%引き
•	 COVID-19検査用指定エリア設定
•	入院や病院のサービスを受ける場合は追加料金適用

•	予約確認後に全額クレジットカード払いが必要です。
キャンセル及び到着日変更のご連絡について：
-ご到着日より7日前までキャンセル料無料
-到着１日前までに連絡で無料で日程変更可
-ホテルへの事前連絡なしに到着が遅れた(No-Show)場合、宿泊費
全額払い戻し不可となります。
•	フライトキャンセル・COE・COVID-19検査が認められないもしくは陽
性である等の外的要因にてキャンセルの場合、
宿泊費は全額返金されます。その場合は、到着2日前までにホテル側
へ証明となる書類等送付が必要となります。

•	払い戻しできません。
•	お部屋の空き状況により日程変更可能です。

•全額前払い＆払い戻し不可。予約確認後にクレジットカードによるギャ
ランティーが必要。ご到着3日前にクレジットカードに全額請求いたします。
•	払い戻しできません。
•ご到着3日前までにお支払い確認ができなかった場合、ご予約がキャン
セルされる可能性があります。
•ご本人以外のクレジットカードはご利用できません。また、チェックイン時に
クレジットカードをご提示いただきます。
•	予約変更はご到着予定日前日の18時までに行っていただく必要があり
ます。
•	キャンセルまたは予定通りホテルにチェックインできなかった場合、全額が
キャンセル料としてチャージされます。
•	このパッケージは救急車手配・入院・病院サービスの料金は含まれており
ません。滞在中にCOVID-19検査で陽性となった場合は、追加料金が
適用となります。
•	COVID-19検査で陽性となった場合、事前にお支払いいただいた全額
払い戻し不可、譲渡不可、次回のご滞在への保全不可となります。

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-plaza-bangkok-soi-18
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-plaza-bangkok-soi-18
https://www.landmarkbangkok.com/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkwi-the-westin-grande-sukhumvit-bangkok/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/bkkwi-the-westin-grande-sukhumvit-bangkok/
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