
ラヤバディ･エクスペリエンス

エクスカーション･ブローシャー
ラヤバディのエクスカーション（ツアー）は、多くのリゾートに用意されているツアーとは違い、パーソナルで忘れられ
ない内容に特化した、『最高級（ベスト）』を体験するものばかりです。特別な人と静かな夕暮れのビーチへエスケープ、
またはラグジュリアスなスピードボートに乗り、家族や友人と美しい島を探検し、美しいサンゴ礁をシュノーケリングで
満喫するなど、ラヤバディで体験する海のエクスカーションは刺激的なアドベンチャーやロマンスにあふれています。

手付かずのマングローブの森の中をカヤックで探検し、美しいクラビの風景をアジア象の背中で揺られ堪能する。
パーソナルなレッスンを受けて、終日または半日コースで岩壁のクライミングにチャレンジ。滝まで続くネイチャート
レイルのハイキングや、プライベート･ボートに乗り、スキューバ･ダイビングのレッスンへ。芸術的なタイ料理を終日、
または数日かけて学ぶこともできます。

思いついたことをお気軽にご相談いただければ、熱心なスタッフが最適なプログラムを提案いたします。

エクスカーションに関するお問い合わせ、ご予約は
reservation@rayavadee.com までご連絡ください

ゲストアクティビティーセンターは毎日午前８時より午後８時まで営業しています。



海のエクスカーション

垂直にそびえる石灰岩の断崖が紺碧の海へとつながります。サンゴ礁の中を虹色の魚が群れを成し、静かな入り江に
誘われて行きます。大切な人と共にシャンパンとお気に入りの愛読書を抱え、絵に描いたような素晴らしいビーチ･ピ
クニックがそこには用意されています。

柔らかな風が髪の毛を掻き分け抜けていくその瞬間に、リラックスと夢と共に至福の時へとエスケープしてゆきます。

プライベート･スピードボートでの
エクスカーションの手配も承ります。



海のエクスカーション

ピピ島ディスカバリー
世界的にも有名なアイランド･デスティネーション、魅惑的なピピ島には、ドラマティックな断崖、エメラルドグリーンに
輝く海、そしてもちろん真っ白なビーチが待っています。ピピ島は、ピピ･ドンとピピ･レイと呼ばれる二つの島から成り
立ちます。豊かな緑の木々、隠れた洞窟や様々な魚が乱舞するサンゴ礁はアンダマン海でも圧倒的な美しさを誇り、
まさに自然を愛する人のパラダイスです。

リゾートのラグジュリアスなツインエンジン･スピードボートを利用し、島の周りのクルーズをお楽しみください。泳ぎ、
シュノーケリングも満喫でき、美しいバンブー島でのピクニックは、心身ともにリラックスいただけます。ビーチ好きの
ゲストに是非体験していただきたい、最高のウォーター･エクスカーションです。

プライベートチャーター（２名分 )                                      26,000++ (2,000++ ３人目以降１名分)
混載（４名より催行）                                              6,100++ (１名分)

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、スノーケリング用具、ピクニックランチ、ソフトドリンク、水、タオル
所要時間：６時間３０分 
移動： ツインエンジン・スピードボートクルーザー
持ち物： 持ち物：帽子、サングラス、日焼け止め、水着、サンダル、お気に入りの本、カメラなど

※ 潮の干満、天候によりスケジュールやスノーケリングのポイントが変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況
に応じて最良のプログラムをご用意します。



海のエクスカーション

パン･ガー湾アドベンチャー
何千年もかけ地底のプレートが徐々に動いて形成されたパン･ガー湾の風景は、この世のものとは思えません。厳しい
自然が作り上げた湾の石灰岩の崖や島は、様々な形に姿を変え、古代 の人々が信じていた神話の生き物や伝説の海賊
などが住む時代へと誘われます。

ラヤバディのラグジュリアスな２エンジンのスピードボートに乗り、パン･ガー湾を快適にクルーズし、シーカヤックで
洞窟やマングローブの森を探検するのはいかがでしょう。また見事な眺めのホン島を訪れて、泳ぎ、ピクニックをし、
ビーチでリラックスしてください。

プライベートチャーター（２名分）                                   29,000++ (2,000++ ３人目以降１名分)
混載（４名より催行）                                           7,200++ (１名分)

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、スノーケリング用具、カヤックレンタル、ピクニックランチ、ソフトドリンク、水、タオル
所要時間：６時間３０分 
移動： ツインエンジン･スピードボートクルーザー
持ち物： 帽子、サングラス、日焼け止め、水着、サンダル、お気に入りの本、カメラなど

※ 潮の干満、天候によりスケジュールやスノーケリングのポイントが変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況
に応じて最良のプログラムをご用意します。



海のエクスカーション

ポダ島やチキン島にてシュノーケリング
ポダ島、チキン島、タッブ島やシー島はプラナンビーチからスピードボートでわずか１５分ほどの場所に位置します。
ポダ島の素敵なビーチで至福の時を過ごし、熱帯魚とともに泳ぎ、シュノーケリングをお楽しみください。さらに引き汐
時にはマジカルなパウダーホワイトの砂浜でリラックスいただけ、最高の半日ツアー体験をお約束します。

このエクスカーションでは、シングルエンジンまたはツインエンジンのスピードボートをご利用いただけます。

プライベートチャーター半日エクスカーション（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                           10,000++（３人目より１名1,200++)
ツインエンジンスピードボート                                          14,100++（３人目より１名1,200++)
混載（４名より催行）                                                                       3,700++（１名分)

プライベートチャーター1日エクスカーション（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                                     12,600++（３人目より１名2,000++)
ツインエンジンスピードボート                                               16,800++（３人目より１名2,000++)

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、スノーケリング用具、フレッシュフルーツ（半日）、ピクニックランチ（１日）、ソフトド
リンク、水、タオル
所要時間：３時間３０分（半日）６時間３０分（１日） 
移動： シングルエンジン･スピードボートクルーザー、又はツインエンジン・スピードボートクルーザー
持ち物： 帽子、サングラス、日焼け止め、水着、サンダル、お気に入りの本、カメラなど

※ 潮の干満、天候によりスケジュールやスノーケリングのポイントが変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況
に応じて最良のプログラムをご用意します。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



海のエクスカーション

バンブー島･エスケープ
近くのピピ･ドン島やピピ･レイ島と比較して、あまり知られていないバンブー島ですが、美しく透き通る水、真っ白な砂
浜と素晴らしい風景を誇り、数時間のエスケープにふさわしい アイランド･デスティネーションです。スイミング、シュノーケル
はもちろん、砂浜でのリラックスなど、日常から離れるには最高の場所です。すでにピピ島に行かれた方、半日だけアイ
ランドで時を過ごしたいと希望する方には最適の選択肢でしょう。

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、スノーケリング用具、フレッシュフルーツ（半日）、ピクニックランチ（１日）、ソフトド
リンク、水、タオル
所要時間：３時間３０分（半日）６時間３０分（１日） 
移動： シングルエンジン･スピードボートクルーザー、又はツインエンジン・スピードボートクルーザー
持ち物： 帽子、サングラス、日焼け止め、水着、サンダル、お気に入りの本、カメラなど

※ 潮の干満、天候によりスケジュールやスノーケリングのポイントが変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況
に応じて最良のプログラムをご用意します。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます

プライベートチャーター半日エクスカーション（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                           12,200++（３人目より１名1,200++)
ツインエンジンスピードボート                                          17,000++（３人目より１名1,200++)
混載（４名より催行）                                                                       4,800++（１名分)

プライベートチャーター１日エクスカーション（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                                     15,300++（３人目より１名2,000++)
ツインエンジンスピードボート                                               21,000++（３人目より１名2,000++)



海のエクスカーション

ホン島
ラヤバディの西側、美しいパン・ガー湾とリゾートの間に位置するホン島のドラマティックな美しさは、まさに思い出に
残るデスティネーションとなるでしょう。そびえる石灰岩の断崖、エメラルドの海、美しい砂浜や隠れた洞窟に囲まれ、
のんびりした時間をお過ごしいただけます。

ホン島の中心には、一定のレベル以上に潮が満ちているときだけ探検可能な大きな洞穴があります。何千年もの侵食
作用により形成されたこのユニークな特徴から、この島の名前「ホ ン」（タイ語で「部屋」や「洞窟」という意味）はつけら
れました。ピクニック･ランチ、読書、スイミングを楽しみ、ラグーンを探検することも可能です。

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、スノーケリング用具、フレッシュフルーツ（半日）、ピクニックランチ（１日）、ソフトド
リンク、水、タオル
所要時間：３時間３０分（半日）６時間３０分（１日） 
移動： シングルエンジン･スピードボートクルーザー、又はツインエンジン・スピードボートクルーザー
持ち物： 帽子、サングラス、日焼け止め、水着、サンダル、お気に入りの本、カメラなど

※ 潮の干満、天候によりスケジュールやスノーケリングのポイントが変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況
に応じて最良のプログラムをご用意します。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます

プライベートチャーター半日エクスカーション（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                           12,500++（３人目より１名1,200++)
ツインエンジンスピードボート                                          17,800++（３人目より１名1,200++)
混載（４名より催行）                                                                       4,800++（１名分)

プライベートチャーター１日エクスカーション（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                                     15,500++（３人目より１名2,000++)
ツインエンジンスピードボート                                               20,600++（３人目より１名2,000++)



海のエクスカーション

サングリア･サンセット
遅い午後にスピードボートに乗り、近くの島へプライベート･トリップはいかがですか。ポダ島の静かなビーチでスイ
ミングやシュノーケルをし、潮の満ち引きにあわせて現れる砂州を散歩することもでき、その間にガイドは、冷えた
サングリアと美味しいカナッペをご用意し、サンセットを見る最高のスポットをお探しします。とてもロマンティックで、
思い出に残るエクスカーションとなるでしょう。

プライベートチャーター（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                          11,600++（３人目より１名2,000++)
ツインエンジンスピードボート                                          16,200++（３人目より１名2,000++)
混載（２名より催行）                                                                       4,400++（１名分)

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、カナッペ、サングリア（ピッチャー） 、ソフトドリンク、水、タオル
所要時間：２時間３０分 
移動： シングルエンジンまたはツインエンジンスピードボート
持ち物： サングラス、カメラ、水着、サンダルなど

※ 潮の干満、天候によりルートが変更される場合があります。経験豊かなガイドとボートのクルーが、その日の状況に応じて最良のア
ドベンチャーをご用意します。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



海のエクスカーション

タ･レーン自然保護区
鋭くそびえる断崖、峡谷、そしてラグーンなどタ･レーン自然保護区の見事な風景は、自然を愛する人には天国のような
場所に映ることでしょう。この地区独特のマングローブや豊かな鳥類、動物などをカヤックから探索し、タイでも指折り
のユニークな景色をご堪能ください。

アドベンチャーに旅立つ前に、ガイドからカヌーの漕ぎ方のレッスンがあります。絶景の崖に囲まれたマングローブ林
の緑あふれる水路を、巧みにオールを操り滑るように漕ぎ進んでください。タ･レーンまではスピードボートで約３０分
です。

プライベートチャーター（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                          13,500++（３人目より１名2,000++)
ツインエンジンスピードボート                                          19,000++（３人目より１名2,000++)
混載（４名より催行）                                                                       4,750++（１名分)

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、スノーケリング用具、カヤック用具、ドライバッグ、フレッシュフルーツ、ソフトドリンク
、水、タオル
所要時間：４時間００分
移動： シングルエンジン、又はツインエンジンスピードボート
持ち物： サングラス、カメラ、サンダルなど

※ 潮の干満、天候によりルートが変更される場合があります。経験豊かなガイドとボートのクルーが、その日の状況に応じて最良のア
ドベンチャーをご用意します

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



海のエクスカーション

タ･レーン＆ホン島
タ･レーンとホン島の一日エクスカーションは、ソフトなアドベンチャーとリラクゼーションのバランスに優れた最高の
体験をお約束します。見事な景観のタ･レーン自然保護区の中をカヤックで旅し、さらにホン島の美しいビーチを泳ぎ、
砂浜でリラックスしてください。

鋭くそびえる断崖、峡谷、そしてラグーンまで備えるタ・レーン自然保護区の見事な風景は自然を愛する人には天国のよ
うな場所に映るでしょう。この地区独特のマングローブや豊かな鳥類、動物などを、カヤックから探索し、タイでも指折り
のユニークな景色をご堪能ください。

ホン島のドラマティックな美しさは、まさに思い出に残るデスティネーションとなるでしょ う。そびえる石灰岩の断崖、
エメラルドの海、美しい砂浜や隠れた洞窟に囲まれ、のんびりと時間をお過ごしいただけます。

プライベートチャーター（２名分）：

シングルエンジンスピードボート                                          18,500++（最大２名)
ツインエンジンスピードボート                                          21,500++（３人目より１名2,000++)
混載（４名より催行）                                                                       6,100++（１名分)

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、スノーケリング用具、カヤック用具、ドライバッグ、フレッシュフルーツ、ピクニックラン
チ、ソフトドリンク、水、タオル
所要時間：６時間３０分
移動： シングルエンジン、又はツインエンジンスピードボート
持ち物： サングラス、カメラ、水着、サンダルなど

※ 潮の干満、天候によりルートが変更される場合があります。経験豊かなガイドとボートのクルーが、その日の状況に応じて最良のア
ドベンチャーをご用意します。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



海のエクスカーション

ロックアイランド・シュノーケリングパラダイス
二つの石灰岩が隣り合って成り立つロックアイランドでは、自然のままの美しいビーチと熱帯雨林、珊瑚礁を見ることが
できます。このロックアイランドは自然保護官により大切に管理、保護されているタイで最も美しいビーチのひとつとして
知られています。白砂のビーチとクリスタルクリアーウォーター、カラフルで美しい海の生き物たちが見られる二つの島
は、およそ１００メートルの距離に位置しており、その島の中心には老齢のバンヤンツリーの密林があります。大きな
モニターリザードや、蟹の群れを見る貴重な機会があるかもしれません。

ラグジュアリーなリゾートのツインエンジンスピードボートで島の周りをクルーズし、泳いだり、シュノーケリングをしたり、
ビーチでリラックスするのも良し、そして昼食にはロックアイランドの穏やかなビーチに、ピクニックランチをご用意
いたします。

まだ熱帯の無人島に訪れたことのない方は、ぜひこの機会にロックアイランドへ贅沢な旅をお楽しみください。

プライベートチャーター（２名分）：

ツインエンジンスピードボート                                         39,000++（３人目より１名１,500++)

含まれるもの： ガイド、国立公園入場料、スノーケリング用具、ピクニックランチ、ソフトドリンク、水、タオル
所要時間：７時間３０分
移動： ツインエンジンスピードボート
持ち物： 帽子、サングラス、日焼け止め、本、カメラ、水着、サンダルなど

※ 潮の干満、天候によりルートが変更される場合があります。経験豊かなガイドとボートのクルーが、その日の状況に応じて最良のア
ドベンチャーをご用意します

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



海のエクスカーション

All prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and 7% tax

ラヤバディ ‐ プーケット （ボートラグーン、またはヨットヘブンまでボートで）                           32,500++
ラヤバディ ‐ プーケット （直接西海岸のリゾートへ）                                                              40,900++
ラヤバディ ‐ プーケット （直接東海岸のリゾートへ）                                                            36,500++
ラヤバディ ‐ ピピ島 （直行）                                                                        21,000++
ラヤバディ ‐ ピピ島 （移動と観光）                                                                      27,300++
ラヤバディ - ピピ島 - プーケット
（移動と観光でボートラグーン、またはヨットヘブンまで）                                                              41,000++
（移動と観光で西海岸のリゾートへ直行）                                                                        44,500++
（移動と観光で東海岸のリゾートへ直行）                                                                    40,000++
ラヤバディ - パン・ンガ湾 - プーケット
（移動と観光でボートラグーン、またはヨットヘブンまで）                                                            39,900++
（移動と観光で西海岸のリゾートへ直行）                                                                   40,500++
（移動と観光で東海岸のリゾートへ直行）                                                                    36,500++
ラヤバディ - ヤオノイ島（直行）                                                         15,900++
ラヤバディ - ヤオノイ島（ホン島観光と移動）                                                 18,000++
ラヤバディ ‐ ランタ島（直行）                                                                           40,900++
ラヤバディ ‐ クラビ桟橋（片道）                                                                         6,000++
ラヤバディ ‐ 本島桟橋 （片道）                                                                    3,000++



陸のエクスカーション

象の背中に乗りジャングルを散策、または美しい滝までのハイキングはいかがですか？エメラルドプールや温泉、クラビ･
タウンの朝市を訪れることもできます。１０００段以上の階段を上り、 頂上にあるタイガー･ケーブ･テンプルに辿り
着けば眼下には美しい平原の眺めが広がりま す。ミステリアスなマングローブ林の中をカヤックで進むのも素晴らしい
体験のひとつです。

ラヤバディの魅力的なランド･エクスカーションでは、これらをはじめとした素晴らしいアド ベンチャーをご用意し、エリア
最高級（ベスト）のエクスカーションをご体験いただけます



陸のエクスカーション

クロン･トム･エメラルド･プール & 
ホット･スプリング

クラビのクロン･トム地区は、地域の低地部に位置し、野生生物が多く住む森の中を流れている美しい小川からその名
前がつきました。自然に湧き出た温泉の治癒効果や生い茂る緑の中に現れるそのエメラルド色のプールが大変有名
なクロン･トムは、大自然と心を通わせることを望むゲストには最適の散策場所です。

リゾートから船着き場までボートに乗り、さらに車で４０分ほど行くとクロン･トム地区に到着します。その美しい風景を
心からご堪能ください。エクスカーションの最後は地元のレストランで美味しいタイ料理に舌鼓を打ってください。

プライベートチャーター（２名分）                                                                 11,500++（３人目より１名2,000++)
混載（４名より催行）                                                                       4,000++（１名分)

含まれるもの： 車とボートでの移動、ガイド、国立公園入場料、地元レストランでのランチ、ソフトドリンク、水、タオル
所要時間：５時間
移動： ボートとバン
持ち物： サングラス、カメラ、水着、サンダルなど

※ スケジュールの内容が変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況に応じて最良のアドベンチャーをご用意しま
す。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



陸のエクスカーション

タ･レーン･カヤック･アドベンチャー
陸路からも海路からもアクセス可能なタ･レーン自然保護区には、鋭くそびえる断崖、峡谷、 そしてラグーンまであり、
その見事な風景は自然愛好者には、天国のような場所に映ることでしょう。この地区独特のマングローブや豊かな鳥類、
動物たちを、シーカヤックから探索し、タイでも指折りのユニークな景色を堪能してください。

リゾートから船に乗り近くの桟橋へと移動します。陸に降り立ち、クラビの絵のような風景の中を進み、美しいタ･レーン
に到着します。ドラマティックに削られた断崖と緑に囲まれた水路を滑るように漕ぎ進み、その美しい景色をご堪能
ください。最後は地元の美味しいタイ料理のランチでアドベンチャーを締めくくります。

プライベートチャーター（２名分）                                                                 12,800++（３人目より１名2,000++)
混載（４名より催行）                                                                       3,800++（１名分)

含まれるもの： 車とボートでの移動、ガイド、カヤックレンタル、国立公園入場料、地元レストランでのランチ、ソフトドリンク、水
、タオル
所要時間：５時間
移動： ボートとバン
持ち物： サングラス、カメラ、水着、サンダルなど

※ スケジュールの内容が変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況に応じて最良のアドベンチャーをご用意しま
す。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



陸のエクスカーション

ハン･ナック･ネイチャー･ハイク
ハード･ノッパラット･ターラー ＝ ムー･コー･ピピ国立公園はクラビの美しいアンダマン海沿いに位置します。山側を
ハイキングし、公園内で最も高い「ハン･ナック」の峰まで登ると、ホン島からパン･ンガ湾や、タ･レーン自然保護区の入
り組んだマングローブの森をはるか眼下に望み、その見事な景色に思わず登山の疲れを忘れてしまします。

約７kmのハイクは、体力やペースにもよりますが、往復で約４時間かかります。体力に自信のある方には是非お試しい
ただきたい、素晴らしい自然美を体感できるアドベンチャーです。

プライベートチャーター（２名分）                                                                 8,500++（３人目より１名2,000++)

含まれるもの： 車とボートでの移動、ガイド、国立公園入場料、サンドイッチ、ソフトドリンク、水、タオル
所要時間：６時間
移動： ボートとバン
持ち物： サングラス、カメラ、楽な服装、ウォーキングシューズ

※ スケジュールの内容が変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況に応じて最良のアドベンチャーをご用意しま
す。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



陸のエクスカーション

プーケット･ショッピング＆オールド･タウン･トリップ
アンダマンの真珠と呼ばれるプーケットはタイの南西沖、アンダマン海にある国内で最も大きな島です。プーケットは
かつてゴムとスズ産業で繁栄し、中国から多くの移民が来ました。

プーケットのオールド･タウンはその時代の伝統的な建築様式が残り、中国とポルトガルの影響を色濃く受けた建物が、
現在はレストランや流行の店に生まれ変わり軒を連ねています。さらにいくつか中国式の寺院も存在しています。

クラビから車で２時間程度のプーケットは、日帰りでお楽しみいただけます。島の美しい海岸線を走り、賑やかなパトン
の街で買い物をしながら、プーケットの歴史を感じられるオールド･タウンを訪ね、素敵な路地裏を散策する時間もご用意
しています。

プライベートチャーター（２名分）：

トランスファーボートとバン                                           14,300++（３人目より１名2,000++)
ツインエンジンスピードボートとバン                                      39,000++（３人目より１名2,000++)

含まれるもの： 車とボートでの移動、ガイド、ソフトドリンク、フレッシュフルーツ、サンドイッチ、水
所要時間：９時間
移動： ボートとバン
持ち物： サングラス、カメラ、楽な服装と靴など

※ 天候によりスケジュールの内容が変更される場合があります。経験豊かなガイドが、その日の状況に応じて最良のアドベンチャーを
ご用意します。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



ラヤバディ･エクスペリエンス

ロッククライミング
新しい高みを目指して…..

クラビの石灰岩でできた断崖はロッククライミングを趣味とする人にとっては憧れの場所で、世界中からチャレンジャ
ーが集まって来ています。様々なオーバーハングや鍾乳石、そしてゴツゴツとした岩が、年齢やレベルを問わず、マイン
ドとボディーに挑んできます。頂上からの眺めは半日または１日の苦労を忘れさせるほどの喜びがあり、思い出に残る
体験です。さらに地上を再び足で踏みしめた瞬間は、かけがえのない達成感を味わうことでしょう。

エクスカーションに関するお問い合わせ、ご予約は
reservation@rayavadee.com までご連絡ください



ロッククライミング

ライレイ湾でロッククライミング
美しいクラビ県プラナン半島のライレイ湾に位置する、世界的に有名なロッククライミング地の中心にラヤバディは位
置します。このエリアの見事な景色とゴツゴツとした石灰岩の断崖に魅かれ、毎年初心者も熱心なクライマーも多数ク
ラビを訪れています。

プログラム

半日プライベートコース
初心者に最適なこの４時間のプライベートのコースでは、専任ガイドがゲストのスケジュールに合わせ、ロッククライミングの
基本的な技術、ロープの結び方と巻き付け方を学びます。以前にロッククライミングの経験がある方にもお勧めできるコースで
す。

3,450++（１名分）                                                                            4,850++（２名分）

１日プライベートコース
この１日コースでは、すべてのレベルのゲストがより完成度の高いクライミング･スポーツを体験できます。２回のクライミング
に加え、さらに初心者用ルートとアドバンスルートでのクライミングを体験します。

5,200++（１名分）                                                                                     7,200++（２名分）

すべての料金には、クライミング用具、経験豊かなインストラクター、飲料水、保険が含まれています。
※注意：すべてのロッククライミングコースは、ラヤバディ独自の催行･運営ではなく、

外部のクライミング専門業者により運営されています。 

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



ラヤバディ･エクスペリエンス

奥深いタイ･クッキング
料理の旅に出発….

タイ料理独特の味わいをラヤバディの料理クラスで極め、魅力あふれるタイの文化を感じてください。
全てのクラスでは、タイ料理で使用されるハーブやスパイスを学ぶことから始まります。続いて味の

バランスや、さらにタイ料理を食べる際のアドバイス等を学びます。

プライベートクラス、およびグループクラスをご利用いただけます



タイ料理クッキングクラス

簡単に作れる本物のタイ料理を実技を通して学びます。美味しい軽食（スナック）メニューから、ピリッと
したサラダやスパイシーなカレー、麺料理や揚げ物、香り高いスープまで、毎回様々なメニューを取り
上げます。

自分で作るタイ料理は格別に美味しいでしょう！他のゲストとの出会いも望めるラヤバディのクッキン
グクラスは１クラス８名までとし、楽しく賑やかな環境でありながらも参加者全員に目が行き届くように
設定されています。（個別のクッキングクラスもアレンジ可能です。）

クラスはアウトドアで、カジュアルでリラックスした雰囲気の中行われています。１回でも数回でも、
ラヤバディのタイ･クッキングクラスへの参加は最高の思い出になることでしょう。

クッキングクラスは毎週月曜日、水曜日、土曜日の
午前１１時３０分より午後２時までKrua Pharanang にて開催

詳細･予約は
reservation@rayavadee.com までどうぞ



タイ料理クッキングクラス

タイ料理の材料
多数のエキゾチックなハーブやアロマ･スパイスを使用するタイ料理のヒーリング効果は、美味しい
だけではなく、体にも大変良いとされています。例えば、チリ（唐辛子）はビタミンＣや抗酸化物質が
とても豊富で、消化を助けます。クリームイエロー色のレモングラスの茎部はストレスや緊張を和らげ、
風邪防止にも効果があります。カフェライム（コブミカン）とその葉はタイ料理でも人気のカレーに風
味を沿え、さらに伝統的なタイのシャンプーや肌のクレンジングにも使用されています。ガランガルは、
スープやカレーによく使われる根茎で、のどの痛みを抑え、腹痛を治癒するために飲み物に入れられて
います。

タイ料理、およびタイ料理の材料をさらに詳しく学びたい方には、
実地型クッキングクラスがお勧めです。



タイ料理クッキングクラス

メニュー
月曜日    鶏ひき肉とスイートコーンのクリスピーカップ
    トムヤムクン　（辛くて酸っぱい海老のスープ）
    鴨肉のレッドカレー

水曜日    牛肉とハーブのサラダ
    チキンのココナッツミルクスープ
    チキンのグリーンカレー

土曜日    タイ風海老のフライ
    パッタイ（ライスヌードルのタイ風焼きそば）
    マサマンガイ （タイ南部のチキンカレー）
   

グループクラス                             3,500++（1 名分、各自調理台付き）
タイ料理のコースランチを含みます。

ランチ、ラヤバディ特製エプロン、キャンバス地バッグ、
レシピーセット、カレーペイスト・スターターキット、

修了証を含みます。
(２名より催行）

1,500++ （1 名分、各自調理台付き）
７歳～１２歳のお子様も、ご両親と同じ調理台で参加可能。

１調理台につき２名まで。

プライベートクラス                                                                             4,800++（1 名分）
お好きなメニューを                                                                                                                            4,500++（1 名分、２名より）
3コース選び個人指導.。                                                                                      アディショナルメニュー　（１品につき　1,000++ ）

                                                

（タイクッキングクラス）

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます



フルーツ･カービングとガーランド（花輪）作り

料金：お一人様　                                       1,250++ バーツ++（1時間)

野菜やフルーツのカービング 
昔はタイの宮廷の女性たちだけが伝統のフルーツカービングの技術を身につけることができたと
言われています。あなたのディナーテーブルを飾るため、ご自身で花、鳥、動物等を新鮮なフルーツと
野菜を用いて作ってみてはいかがでしょうか。楽しみながら学ぶことができ、完成したものはお召し上
がり頂けます。

料金：お一人様　                                       1,500++ バーツ++（1時間)

花輪作り
タイの高貴な女性たちに好まれた技術に花輪があります。これはお友達の送迎時、また聖堂やお寺を
飾るときに使われます。複雑な花輪で知られる “phung malai” は甘い香りのジャスミンで作られます。
花輪の技術を身につけて魅惑的なタイ文化にもう一歩足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

料金はタイバーツで、１０％のサービス料と７％の税金が加算されます


