
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 アヴァニスカイラインルーム THB65,000 デラックスルーム THB55,000 ステューディオスーペリア THB58,000 スタンダードルーム THB67,000 スーペリアルーム THB60,300 / THB60,300
デラックス・リバービュールーム THB75,000 Premier Room THB103,000 アヴァニデラックスルーム THB75,000 グランドデラックスルーム THB59,000 1ベッドルームデラックス THB68,000 デラックスルーム THB77,000 デラックスルーム THB60,300 / 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 1ベッドルームグランドデ
ラックス

THB75,000 グランドデラックスルーム THB87,000 ウェルネススィート THB68,700 / THB78,600

ベルエアースィート THB65,000 2ベッドルームスィート THB115,000 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

https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/bangko
k/bdms-wellness-resort-bangkok/overview/

01SEP20 - 31DEC20

• 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

• 大容量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）

• 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。

•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。
• ホテル滞在中にCOVID-19テストが陽性の場合は、
全額ご返金できません。

• 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いただください。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。

• 払い戻し出来ません。 • 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

アナンタラ・サイアム・バンコク・ホテル

Bumrungrad International Hospital

01SEP20 - 31DEC20

https://www.anantara.com/ja/riverside-bangkok https://www.anantara.com/ja/siam-bangkok https://www.avanihotels.com/ja/atrium-bangkok http://www.belairebangkok.com/ja/ https://www.maitriahotels.com/sukhumvitbangkok/?utm
_source=google&utm_medium=gmb

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

01SEP20 - 31DEC20

ソラリア西鉄ホテル・バンコク

Samitivej Hospital

01SEP20 - 31DEC20

https://www.solariabangkok.com/ja/index.html

Thailand Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels

値段/お一人様当り

マイトリアホテル・スクンビット18
バンコク ア チャトリウム コレクション

Bumrungrad International Hospital

モーベンピックBDMSウェルネスリゾートバンコク

Bangkok Hospital

01SEP-31OCT20 / 01NOV-31DEC20

アヴァニ・アトリウム・バンコク・ホテル

Piyavate Hospital

01SEP20 - 31DEC20

ベルエアー・バンコク

• 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）
• 大容量のインターネットアクセス（無料）

• 大容量のインターネットアクセス（無料）
• テレビ（国際放送、ローカル放送）
• 滞在期間中の新聞のご手配
•追加のアラカルトルームサービスご利用
（20% ディスカウント）
• ランドリーサービスご利用（20% ディスカウント）

• 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）

• 二日おきのクリーニングサービス

• Wi-Fi インターネットアクセス

•コーヒー、紅茶対応（室内）

• エコフレンドリーなアメニティ（16日間）

• キッチン装備（ 電気コンロ、電子レンジ、冷蔵庫など）とプ

ラスティク食器類（ご希望で）

• スマートTV、You Tube、YouTube、ヨガマット、軽食コー

ナー、ルーフトップガーデンご利用可（7日目の陰性結果の

後）

• 追加の別途サービス：

- 45,500バーツで12歳以下の子供追加（大人との共用）

- ランドリーサービスパッケージ - 15日間で45 着（2,250
バーツ、ドライクリーニングを除く）

•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）

• ホテル内で2回のCOVID-19 スクリーニングテストの実施 • ホテル内で３回のCOVID-19 スクリーニングテストの実• 2回のCOVID-19スクリーニング検査実施(RT-PCR• 2回のCOVID-19 検査の実施 • 3回のCOVID-19 スクリーニングテストの実施 • 2 回のCovid-19 (SARS-COV-2 RT-PCR) 検査の

• 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

•スワンナプーム空港とホテル間のお車の手配 （片
道のみ）

•スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）とホテ
ル間のお車の手配

•スワンナプーム空港（またはドンムアン空港）からホ
テルへのお車の手配

• 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 •3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス •3食（朝・昼・夕）のフルボードサービス

•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

• 3食（朝・昼・夕食をメニューから選択いただけます）
• ソフトドリンク（１日３缶まで）
• 飲料水（１６日間）

• 特別監修のメニューより3食（朝・昼・夕）

• 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

• （必要に応じて24時間の）病院までの救急車のご手配

• 24時間常駐の看護師

• 検疫期間中のあらゆる健康関連のご要望に簡易対応
可能の有資格ホテル・メディカルスタッフ（テレメディカル
サービス）

• 毎日の健康モニタリング

•（室内）フェイスマスク、アルコールジェル、体温計

• 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

• パンデミック・スクリーニングテスト用計画エリア

•ホテル内メディカルスタッフ

• COVID-19に関する24時間ビデオ相談サービス
• バムルンラード病院（提携病院）による問診サービス
（テレヘルスサービス）
• サージカルフェイスマスク、ハンドジェル、体温計（16
日間）
• 看護師による24時間体制（1日2回の体温測定と健
康状態の確認）

• 通常のランドリーサービス（1日3着まで）
• 大容量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
合は、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

•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

※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。
※

15泊16日15泊16日 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



HOTEL NAME

URL

Co-hospital
Validity

Deluxe Room THB73,000 Deluxe Room THB89,000 Avani Skyline Room THB65,000 Deluxe Room THB55,000 Studio Superior THB58,000 Standard Room THB67,000 Superior room THB60,300 / THB60,300
Deluxe River View Room THB75,000 Premier Room THB103,000 Avani Deluxe Room THB75,000 Grand Deluxe Room THB59,000 One-Bedroom Deluxe THB68,000 Deluxe Room THB77,000 Deluxe Room THB60,300 / THB67,000

Deluxe River Front Room THB77,000 Siam Suite THB141,000 Tribeca Room THB60,000 One-Bedroom Grand
Deluxe THB75,000 Grand Deluxe Room THB87,000 Wellness Suite THB68,700 / THB78,600

BelAire Suite THB65,000 Two-Bedroom Suite THB115,000 Solaria Room THB107,000
Family Deluxe Room THB119,000 (for 2 persons)

Duration of Stay

Transfers

COVID19 Screening
Tests

Medical Related
Assistance

Meals

Other Hotel
Services/Amenities

Refund Conditions

• Regular laundry Service (3 pieces per day)
• High-speed Wi-Fi internet
• 50 Inches smart TV (with 110 channels)
• Room cleaning service (once in every 2 days)
• TOTO Washlet
• Shower or Bathtub (Bathtubs available in Deluxe
Rooms and above)

• Non refundable
• In case of flight irregularity, stay date can be
amended subject to room availability.

16days / 15 nights

• Airport pick-up service on arrival day to hotel

• 2 times RT-PCR COVID-19 Test

• 24 Hours nursing service

*The ASQ package does not include consultation costs with doctors and any other treatments at the hospital other than the COVID-19 tests during Quarantine.

16days / 15 nights16days / 15 nights 16days / 15 nights 16days / 15 nights 16days / 15 nights 16days / 15 nights

• Full board 3 meals per day including
breakfast, lunch and dinner

• Medical staff on site for temperature checks, health
evaluations and COVID -19 screening
• Medical reports and COVID-19-free certificate upon
departure

• Ambulance service on demand
• Designated area for periodic screening tests • 24-
hour nurse on duty to administer twice daily
temperature checks and conduct health evaluation
• Certified medical staff on site for any health-
related needs while under quarantine
• Admittance to hospital if testing positive for
COVID-19
• Issuance of regular official reports on the status
of each patient under observation
• Obtaining official COVID-19-free certificated on
day 13 prior to the patient's release

• Transportation via ambulance to hospital (24-hou
service on demand)
• 24-hour registered nurse on duty
• Certified medical staff on site for any health-related
needs whilst under quarantine (Telemedicine service)
• Daily health monitoring
• Face masks, alcohol gel and thermometer in the
room
• Admittance to hospital if testing positive for COVID-
19
• Issuance of regular official reports on the status of
each patient under observation
• Obtaining official COVID-19 free certificate on day
14 • Dedicated area for periodic screening tests

• 24/7 medical staff on site

• 24-hour video consulting service for COVID-19
concerns
• Bumrungrad telehealth service
• Surgical face masks, hand gel, thermometer for
16 days
• 24-hour nurse on duty to administer twice daily
temperature checks and conduct heath evaluation

• Daily health monitoring with 24-hours nurse
supervision

• Full board meals including breakfast, lunch and dinner Full board meals including breakfast, lunch and dinneull board meals including breakfast, lunch and dinn

• Full Board with more than 100 menus selection
from International cuisine to Thai, Thai street
food, Indian, Chinese, Japanese, Arabic, Italian &
Vegetarian. (Breakfast, Lunch, & Dinner)
• Afternoon tea

• Complimentary 3 meals per day with selective
menus                                    • Complimentary
soft drinks (3 cans per stay)
• Complimentary drinking water for 16 days

• 3 meals a day from specially curated menu
including breakfast, lunch and dinner

• 1-way transfer from BKK or DMK Airport to Hote

• 2 COVID-19 screening tests conducted on property • 3 COVID-19 screening tests conducted on property • 2 times COVID-19 screening tests (RT-PCR) • 2 Covid-19 tests • 3 COVID-19 screening tests • 2 times Covid-19 (SARS-COV-2 RT-PCR) test

• Transfer from Suvarnabhumi, Don Muang Airport to the
hotel           • Transfer to Bangpakok 9 International
Hospital if required

• Transfer between airport (BKK or DMK) and the
hotel

• One way transfer between BKK or DMK
Airport and the hotel • Airport Transfer from BKK or DMK to hotel • Airport pick-up to hotel (Suvarnabhumi or Don

Mueang airport to the hotel)

• Single occupancy in your preferred room type for a total
of 15 nights
• Complimentary WiFi and more than 40 TV channels

• 64 international and local news, music and
entertainment TV channels
• Free high-speed internet access

• Complimentary high speed internet
• International/Local TV channels
• Free PressReader available during stay

• 20% discount on additional A La Carte room
service menu items
• 20% discount on all laundry services

• Netflix Password (maximum 4 passwords per
room - log in using guest own device)
• Free WiFi
• Cleaning service on Day 7, Day 10 and Day 13
• Access to Pool area & Fitness room from day 7
• Free laundry 15 pieces per person (except dry
cleaning)

• Cleaning service every 2 days
• Complimentary Wi-Fi internet access
• In-room coffee & tea making facilities
• Set of eco-friendly amenities for 16 days
• Fully equipped kitchen (electric stove, microwave,
refrigerator etc.) with plastic utensils and tableware
upon request
• Smart TV, YouTube, yoga mat, refreshment area,
rooftop garden access after negative results of day 7
test
• Extra Services:
- Extra child under 12 years old charged at THB45,500
(sharing with adult) 
- Laundry service package - 45 pieces for 15 days at
THB2,250 (excludes dry cleaning)

Thailand Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels

Price/person

MAITRIA HOTEL SUKHUMVIT 18 -
A CHATRIUM COLLECTION

Bumrungrad International Hospital

Mövenpick BDMS Wellness Resort

Bangkok Hospital
01SEP-31OCT20 / 01NOV-31DEC20

AVANI ATRIUM BANGKOK HOTEL

Piyavate Hospital
01SEP20 - 31DEC20

BELAIRE BANGKOK

World Medical Hospital
01SEP20 - 31DEC20

SOLARIA NISHITETSU HOTEL BANGKOK

Samitivej Hospital
01SEP20 - 31DEC20

https://www.avanihotels.com/ja/atrium-bangkok http://www.belairebangkok.com/ja/ https://www.maitriahotels.com/sukhumvitbangkok/?utm
_source=google&utm_medium=gmb

ANANTARA RIVERSIDE
BANGKOK RESORT

Bangpakok 9 International Hospital
01SEP20 - 31DEC20

ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL

Bumrungrad International Hospital
01SEP20 - 31DEC20

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

01SEP20 - 31DEC20

• Spacious rooms with balcony
• Access to our lush outdoor garden area
• Daily health monitoring with 24-hours nurse
supervision
• Supplements to boost the immune system
• Free High speed Wi-Fi
 
• Coffee & Tea making facilities, Kettle
• iHome Zenergy Sleep Therapy Speaker and Lamp
(Available in Deluxe or Wellness Suite room)
• Yoga mat, stretch band and stability ball available in
Wellness Suite only. Yoga mat is provided in Deluxe
and Superior room
• Access to Pressreader application (top digital
newsstand with over 7,000 international publications)

• Spacious rooms with balcony
• Access to our lush outdoor garden area
• Daily health monitoring with 24-hours nurse
supervision

• Non Refundable
• In case of flight irregularity, stay date can be
amended subject to room availability.

Cancellation Notice:
- at least 14 days before arrival date, NO charge
- 7-13 days before arrival date, 50% of total
amount will be charged
- 0-6 days before arrival date, 100% of total
amount will be charged
- In case of unforeseen circumstance,
cancellation can be made without fee.  In such
a case, supplementary documents are required
as evidence

• Cancellation Notice:
- at least 14 days before arrival date, NO charge
- 7-13 days before arrival date, 50% of total
amount will be charged
- 0-6 days before arrival date, 100% of total
amount will be charged
• In case a passenger tests positive for COVID-19
during their stay at the hotel, the full amount
charged will not be refunded

• Non-refundable
• In case a passenger cannot travel, notification must be
sent to hotel at least 48 hours before check-in date. If
notification is sent less than 48 hours, 100% of total
amount will be charged.
• Hotel will not make a refund, but will save the total paid
amount for 6 months as deposit for passenger to use at
hotel's facilities in the future.
• In case a passenger tests positive for COVID-19 during
their stay at the hotel the full amount charged will not be

• Non-refundable • Cancellation Notice:
- at least 14 days before arrival date, NO charge
- 7-13 days before arrival date, 50% of total
amount will be charged
- 0-6 days before arrival date, 100% of total
amount will be charged


