
キャバレーショー ᴥ ディナークルーズ ᴥ サーカス ᴥ 遊園地 ᴥ

動物園 ᴥ ワニ園 ᴥ 象園 ᴥ 水族館 ᴥ ムエタイ ᴥ カルチャーショー ᴥ　
タイ古典舞踊 ᴥ ディナークーポン ᴥ
【クーポンのご注意】
■ローイカトン、クリスマスイブ、大晦日、バレンタインデーは特別料金になります。

■クーポンには送迎は含まれていません。

■キャンセルは100％のお取消料がかかります。

■目的地の詳細地図をお渡しします。タクシー用のタイ語表記もご準備いたします。

■土曜日に予約ができないクーポンがあります。

■ご予約・お問い合わせは、電話・メールにてお気軽にどうぞお問い合わせください。

Calpiso Show Calpiso Show Mambo Show

トランスジェンダーによる歌あり、踊りあり、 トランスジェンダーによる歌あり、踊りあり、 トランスジェンダーによる歌あり、踊りあり、

笑いあり、誰でも楽しめるショーです。 笑いあり、誰でも楽しめるショーです。 笑いあり、誰でも楽しめるショーです。

VIP シート大人1,500B VIP シート大人450B  DLXシート400Ｂ

VIP シート大人900B VIP シート子供1,000B　*身長120cm未満 VIP シート子供400B DLXシート350B

VIP シート子供600B　*身長120cm未満 ①ディナー18；30～　ショー19；00～ *子供身長120cm未満

開演時間　①20;15 ②21;45　1ドリンク込み ②ディナー20;30～　ショー20;45～ 開演時間　①19；15 ②20;30　1ドリンク込み

場所；アジアティーク/バンコク 場所；アジアティーク/バンコク 場所；BTSチョンノンシー+車30分

Mambo Golden Dome Show Playhouse Magical

本格タイ料理の夕食を食べながらの、 トランスジェンダーによる歌あり、踊りあり、 トランスジェンダーによる歌あり、踊りあり、

古典舞踊鑑賞をお楽しみください♪ 笑いあり、誰でも楽しめるショーです。 笑いあり、誰でも楽しめるショーです。

VIP シート大人500B  VIP シート大人480B  DLXシート350Ｂ VIP シート大人550B  DLXシート450Ｂ

VIP シート子供430B *子供身長120cm未満 VIP シート子供380B DLXシート275B VIP シート子供380B DLXシート375B

食事；タイセットディナー *子供身長120cm未満 *子供身長120cm未満

開演時間　ディナー18；30～ショー19；30～ 開演時間 ①18；00 ②19;15 ③20;30 ④21;45 開演時間　①20；00 ②21;30　1ドリンク込み

場所；BTSチョンノンシー+車30分 場所；ラチャダピセーク道り 場所；MRTラートプラオ駅1出口徒歩5分

Tiffany Cabaret Show Alcazar Cabaret Show Chao Phraya Princess

トランスジェンダーによる歌あり、踊りあり、 トランスジェンダーによる歌あり、踊りあり、 ライトアップされたワットアルンを眺めながら

笑いあり、誰でも楽しめるショーです。 笑いあり、誰でも楽しめるショーです。 ロマンチックな夜をお過ごしください♪

VIP GOLD 大人730B  VIPシート650Ｂ VIP シート大人650B  DLXシート550Ｂ 大人1,030B  子供 850B

VIP GOLD 子供650B VIPシート550B VIP シート子供450B DLXシート350B *子供4歳以上-10歳未満

*子供身長120cm未満 *子供身長120cm未満 時間 ①19;30 ②20;00 ③21;300～

開演時間 ①18;15 ②19;30 ③21;00～ 開演時間 ①19;30 ②20;00 ③21;300～ 場所；リバシティー

場所；パタヤ 場所；パタヤ 食事；インターナショナルブッフェ

TEL 02-662-3190　<スクンビット33/1フジ1号店近く>
URL ; www.jts123.comJ.T.S.International Co.,Ltd.

キャバレーとディナー ディナークルーズキャバレーショー

有効期限
2017年10月31日

キャバレーショー

タイ古典舞踊とディナー キャバレーショー キャバレーショー

キャバレーショー キャバレーとディナー

クーポン



Horizon Dinner Cruise Grand Pearl Cruise Wonderful Pearl Cruise

ライトアップされたワットアルンを眺めながら ライトアップされたワットアルンを眺めながら アユタヤ遺跡巡り、帰りは船上ブッフェと

ロマンチックな夜をお過ごしください♪ ロマンチックな夜をお過ごしください♪ クルーズをゆったりとお楽しみください♪

大人1,980B  子供 1,100B 大人1,150B  子供 750B 片道クルーズ 大人1,150B  往復 1,500B

*子供6歳以上-12歳未満 *子供4歳以上-11歳未満 片道クルーズ 子供850B 往復 1,100B

時間；19；30-21；30 時間；19；30-21；30 *子供4歳以上-11歳未満

場所；シャングリラホテル 場所；リバーシティー 時間　12;30～

食事；インターナショナルブッフェ 食事；インターナショナルブッフェ 場所；リバーシティー

サーカスショー 遊園地 動物園

The Magical Circus Dream World Safari World

芸術性溢れるスリリングなパフォーマンス! タイが誇る有名遊園地ドリームワールド 動物の居住区域内を車で見て回るサファリ

タイで初めてのサーカスショーです♪ 子供も大人も楽しい夢の世界へ♪ パーク。　各種ショーも見られます♪

ノーマルシート大人580B 入場料とランチ　大人850B 入場料マリンとランチ　大人725B  子供625Ｂ

ノーマルシート子供430B スノータウンと4Dアドベンチャー大人120B 入場料とランチ　大人700B  子供600Ｂ

*身長120cm未満 平日；10；00-17；00 *子供4歳-12歳, 身長140cm未満

開演時間　①18；00～②20；00～ 週末と祝日；10；00-19；00 時間 08;45-18;00　ショータイム10;30-16;40

場所；アジアティーク 場所；バンコク近郊 場所；バンコク近郊

水族館 タイボクシング 動物園

Siam Oceean World Muai Thai IYO Samphant Elephant Zoo

BTS直結のデパートSiam Paragon内 立ち技最強ムエタイ・タイボクシングを バンコクから車で1時間、象、ワニショーの

東南アジア最大の水族館です♪ リングサイドで観戦しましょう♪ アトラクションです♪

ラチャダムリスタジアム/日・月・水・木・金 入場料とランチ　大人840B  子供530Ｂ

入場料のみ 大人790B　子供630B リングサイド大人2,200B 入場料のみ　大人600B  子供350Ｂ

フルパック 大人 1,000B 子供800B ルンピニースタジアム/火・金・土・日 *子供4歳-12歳, 身長140cm未満

時間　10;00-21;00 リングサイド大人1,800B 開演時間；08；30-17；30

場所；BTS サヤム 開演時間　18時/19時/20時 場所；バンコク近郊

ショー タイ古典舞踊とディナー お食事

Siam Niramit Show Silom Village Baiyoke Sky Hotel

世界最大の劇場（ギネスの登録）に150以上 タイ料理の夕食と古典舞踊の一夜を満喫♪ バンコクの摩天楼から下界を一望しながら

の劇団員。世界レベルのパフォーマンスです。料理は辛さを抑えたセット料理です。 インターナショナルビュッフェを堪能！

ショーのみ大人900B 子供700B

ショーとディナー大人1,100B 子供900B タイ料理 大人520B 子供500B ランチ　大人630B 子供340B

*12歳未満, 子供身長90-140cm未満 シーフード 大人880B 子供860B ディナー　大人740B 子供390B

開演時間　お食事17；00～　ショー20；00～ 開演時間　お食事19;30～　ショー20；20～ *子供身長120cm未満

場所； MRT　タイ文化センター 場所；シーロム Bangkok Sky Resturant 76&78FL

ディナークルーズ ディナークルーズ アユタヤクルーズ


