Club Med Phuket
Planner Guide

H O L I S T I C

W E L L N E S S

E S C A P E

WORKTAINMENT
仕事はエンターテイメントだ

Club Med’s
Values
クラブメッドの特徴

インターナショナル
100 以上の国々から集まったスタッフ
クラブメッドでは、必ずしも仕事を仕事のように感じる必要はないと考えています。
チームが集まって同じ経験を通して心を開いていくことで、最高のアイデアが生まれ、
素晴らしい結果につながっていく。

が世界中のゲストをおもてなしする
クラブメッドでは、さまざまな文化と
の交流をお楽しみいただけます。

私たちはこれをワークテイメント
（仕事 +エンターテイメント）
と呼び、
ビジネスとレジャーが同時に存在する環境を提供しています。

創業以来のスピリッツ
1950 年創業時にさかのぼるクラブ
メッドのスタッフのおもてなしの精神

A new kind of

WORK

がバカンスを彩ります。

PLAY 新しい遊びを共有する

新しい仕事のかたち

さらなるサービス

WONDER

サスティナビリティー
世界の美しい場所でリゾートを運営し
ているクラブメッドは、1950 年の誕生
以来、環境保護と地域社会の支援に

始めから終わりまでストレスフリー

尽力しています。

オーダメイドのプラン

リゾート内ではスタッフがプログラムや
スケジュールを運営、進行いたしますので、

世 界で人 気 の 美しいビーチでのチームビル

幹事さんも他のチームメンバーと同じ体験

ディングや、専門インストラクターによるレッ

自由の楽園

をし、 仕 事 のためのインスピレーション

スンなど、さまざまなプログラムを目的やご

を得ることに集中していただけます。

希望をうかがいながらプラン作りいたします。

ク ラ ブ メッド で は お 客 様 の 様 々 な
ニーズに応えるプランやプログラム
を用意しております。

オールインクルーシブ

豊富なアクティビティ

リゾートの貸し切りもできます

クラブメッドのオールインクルーシブは、宿泊は

クラブメッドならではの 60 種類以上のユニーク

リゾートを貸し切り利用することでさらに自由

もちろん、1 日のお食事や軽食、バーでのドリン

なスポーツやアクティビティにチャレンジして、

なプログラムを提供できます。

ク、スポーツやアクティビティ、毎晩のエンター

チームの団結を高めましょう。 空中ブランコや

詳細はお問い合わせください。

テイメントに至るまで、すべて予算内に含まれ、

アーチェリーなど、普段なかなか体験できな

思わぬ出費に悩まされることはありません。

いスポーツや定番のゴルフなど幅広くご用意
しています。
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常に先駆者でいる
世界中で魅力的なリゾート開発を模索
し、またリゾート内で行われるスポーツ
アクティビティや文化プログラムは斬新
で新しい発想で常に改良され続けて
います。

Meetings & Events by Club Med
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Making Your
Planning Easy

A Typical
Worktainment Day こんな一日はいかがですか？

滞在予定は簡単に

クラブメッドは長年にわたり、企業の出張、チームビルディングを手間をかけずにプランニングできるよう、

仕事を仕事のようにとらえる必要はありません。

優れたワンストップソリューションを提供してまいりました。

クラブメッドでの 1 日は、単なる会議や研修以上のものになります。豊富なサービスやアクティビティで

経験豊富で専門知識とノウハウを持つ私たちにお任せください。

時間を最大限に活用するだけでなく、プールサイドでドリンクを片手に読書に時間をつくるのもおすすめです。
レストランの予約やスポーツやレッスンの参加費用、手続きにわずらわされることはありません。

AM
宿泊施設

フライトと送 迎

国際色豊かな
オールデイダイニング

プレミアムオープンバー

スー ペリア ル ー ムからス

往 復 の 飛 行 機、 空 港 と

国際色豊かな料理とローカ

夜はもちろん、日中もオー

夜は仕事から離れ、チーム

リゾ ート間 の 送 迎 を 含 む

ルグルメが並ぶビュッフェ

プンしているバーをお気軽

でプライベートな時間を過

カテゴリから、グループの

パッケージプランをご用意。

でチームの士気を高めましょ

にご利用ください。
コーヒー、

ごしましょう。 素晴らしい

ニーズに応じてお選びいた

安全でストレスのない移動

う。 朝・昼・夕食 の ほか、

ジュースはもちろん、カク

景 色とともに屋 外または

だけます。

を実現します。

軽食もお召し上がりいただ

テルやワイン、ビールもオー

屋内のスペースでカクテル

※フライトなしのプランも
ございます。

けます。

ルインクルーシブです。

をどうぞ。

ミーティング施設

チームビルディング

スポーツ&アクティビティ

ショー&パーティー

Wi-Fi

目的や人数に応じて、スペー

砂の中に足を踏み入れたり、

ク ラ ブ メッド で 楽し め る

夜はさらにチームの距離が

ゆったりとカクテルを楽し

スをご用意いたします。

重力に逆らったり。 美しい
自然の中でともに体を動か
しながら、チームの団結を
深めましょう。

は 60 種 類 以 上。 初 心 者
向けのレッスンもあり、安
心して挑戦することができ
ます。

9:00am

10:00am

12:00pm

1:30pm

3:30pm

ボリュームたっぷりの朝食

チームパワージョグ

朝のミーティング

インターナショナル
ビュッフェランチ

午後の
ディスカッション

バーでリフレッシュ

5:00pm

6:30pm

7:30pm

8:45pm

9:30pm

タイボクシング

カクテルパーティー＊

CHU-DAレストランで
プライベートディナー＊

G.Oショー

パーティー＆ダンス

カクテルイベント

イートまでさまざまなルーム

ス ポーツやアクティビティ

8:00am

縮まる機会。ライブミュー

む バ ー で も お 部 屋 で も、

ジックや G.O によるショー

リゾート全域で無料 Wi-Fi

やダンスまで、お楽しみは

をご 利 用 い た だ け ま す。

盛りだくさん。

E メールの返信や SNS も
思いのままです。
＊追加代金
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Sports

Sports

Work & Play
Anywhere
仕事もスポーツアクティビティも
すべてリゾート内で完結

ミーティングの合間にはタイボクシングなどの
新しいスポーツに挑戦。
初めてでも気軽に参加できるレッスンを通して、
新しい自分を発見できる充実のアクティビティ
が揃っています。

クラブメッドならではのアクティビティ、空中ブランコ。
初心者も上級者も、専任スタッフの指導のもと、安全に、
また最高のコンディションで思い切り楽しむことができます。
さあ、少しの勇気を出して、空を飛び越え、最初の“キャッチ”に挑みましょう。

Sports
◎空中ブランコ

◎アーチェリー

◎テニス

◎パワーウォーク

（6面/ナイター設備付き）

◎ゴルフ

ショートコース
（7ホール）
練習用グリーン
ドライビングネット

スカッシュ（4面）

◎タイボクシング
卓球

ペタンク

ビーチバレー／
バスケットボール

サッカー

バドミントン

◎シュノーケリング
ボートトリップ

◎アクア
フィットネス

水球

フィットネス
センター

◎ヨガ

など

●トランポリン

Leisure Activities
◎G.O
（ジーオー）
ショー

●スパ ＊

●ボードゲーム

●ビリヤード＊

◎印はレッスンまたはG.O
（ジーオー）
の同行があります。
※ウエアや運動靴、
水着の貸し出しはございませんのでご自身でご用意ください。
※シュノーケリングセットはシュノーケリングボートトリップにご参加時のみ
貸し出しいたします。
※シュノーケリングボートトリップにご参加希望の場合は50Ｍ程度、浮き輪なし
で泳げることが参加条件となります。現地にて、事前にスイミングテストを行う
ことがございます。安全上の理由でご参加をお断りすることがございますので
ご了承ください。
※天候やお子様の年齢などにより、
ご参加いただけないアクティビティもございます。

プライベートレッスン＊

ヨガ、アーチェリー、テニスなどプライベートレッスン、
グループレッスンをオーダーメードでも承ります。
プーケットでは心と体を穏やかに保つヨガレッスンが特に
おすすめです。

＊追加代金
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Dinners and Private Evenings

Where Dining Is
Extraordinary
非日常を演出するレストラン
「同じ釜の飯を食う」という慣用句もあるように
一緒に食卓を囲むことは仲良くなるための近道です。
たとえ初対面同士でもひとつの食卓を囲めば
チームの絆が深まるとクラブメッドは考えています。
プーケットではリゾート内に２つのレストランを完備し
人数や目的別にご利用いただけます。

メインレストラン「MAMUANG」
ビュッフェコーナーと人間の五感をテーマにした 5 つの
ダイニングルームで構成されたレストラン。フランス料理
のノウハウとロ ーカル グ ルメが 融 合したとって お き の
メニューが並ぶビュッフェをお召し上がりいただけます。
ダイニング ル ームはそ の日のお料 理や気 分に合わせて
お選びください。
屋内 366 席
屋外 142 席
営業時間

朝食

7:15〜10:00
12:15〜14:00
ディナー 18:45〜21:15

ランチ

スペシャリティレストラン「 CHU-DA」
提灯が灯された居心地の良い雰囲気のタイ料理専門レスト
ラン。 プールサイドに位置し、室内とテラス席をお選び
いただけます。 遅い昼食と夕食のアラカルトメニューを
ご用意しています。
屋内 61 席
屋外 51 席
営業時間 レイトランチ 13:30〜15：30
ディナー
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19:00〜20:30（不定期オープン／要予約）

Meetings & Events by Club Med
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Bar

Entertainment

Where Gatherings
Are Refreshing 楽しく語らう交流の場

世界各国から集まった
G.O のエンターテイメントショー

語らいの時間は、夜だけとは限りません。ミーティングの合間や食後の休憩時間など、

充実したミーティングの後は、チームで夜のショーに胸を高鳴らせ、

ちょっとした時間に立ち寄れる場所、それがクラブメッドのバー。

クラブメッドだけでしか味わえないセンセーショナルなテーマのパーティーを思う存分お楽しみください。

プーケットには 2 カ所のバーがあり、コーヒーなどソフトドリンクからビールやカクテルまで、

多才な G.O たちが楽しい夜を演出します。

お好きな 1 杯を片手に、いつもはできない話に花を咲かせましょう。

クラブメッドのスタッフ

G.O（ジェントル・オーガナイザー）
設立当初のクラブメッドでは、ボランティア

バー「SANOOK」

スタッフがお客様とともにスポーツを楽し

施設の中央に位置し、美しい景

みながら食事の用意などをしていました。

色が楽しめます。

彼らが、クラブメッドだけに存在する特別

朝からオープンしており軽食も

（ジーオー）の原型です。
な職業「 G.O 」

ご提供していますので、カフェと

通常のホテル業務にとどまらず、アクティ

してもご利用いただけます。
営業時間

ビティやキッズクラブの先生、エンター
テイナーとして活躍。クラブメッドをクラブ

9:00〜深夜1:00

メッドたらしめるもの、それは G.O のカリ
スマ的存在に他なりません。

SANOOK

Zen Poolバー

アクロバティックなサー
カスショーや夜通し踊り

大人専用のクワイエットプール「zen pool」に隣接するバー。

たくなるミュージック・

プールサイドでのひとときにご利用ください。

ヒッツなど、 毎 晩 異 な

営業時間

るテー マ のショーをお

9:00-18:00

楽しみいただけます。
Zen Poolバー
※ビール、
ワイン、基本的なカクテルは追加代金不要。一部の高級アルコール類は有料となります。
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Accomodation

Accomodation

Where Your
World Stands Still
パーソナルスペースも充実
「微笑みの国」と呼ばれる優しさに包まれたタイ。
アジア特有のエキゾチックな景観としっとりとした甘美な空間は、
訪れた瞬間に日常から別世界へと誘ってくれます。
神秘的な青い海と夕日、咲き誇る美しい花など自然に囲まれたリゾートの
中にある客室は、オリエンタルな伝統美に彩られたやすらぎの空間です。

スーペリアルーム

スーペリアルーム

スーペリアルーム

客室設備

[231室]

車椅子対応

・エアコン、シャワー（バスタブ

広さ

30㎡（室内28㎡）
最大定員

[1室]

なし）、テレビ、電話、ミニ冷蔵庫、
セーフティボックス、ドライヤー、

広さ

湯沸しポット、コーヒー／ティー

30㎡

セット、バスタオル、フェイスタ

大人 2名 +

最大定員

12歳未満の子供1名

大人 2名

（お子様はソファーベッドの
ご利用となります）

●

スイートルーム

[12室]
広さ

90㎡（室内74㎡）
最大定員
大人2名+

12歳未満の子供1名
（お子様はソファーベッドの
ご利用となります）

客室の接続（コネクティング）
：スーペリアルーム

客室設備

デラックス

デラックス

客室設備

テラス／バルコニー

[20室]

・ミニバー＊2 、バスアメニィセット、エアコン、

ミニバー（毎日補充）＊1、バスアメニィセット、エ

[76室]

電話、ミニ冷蔵庫、セーフティボックス、ドライヤー、
湯沸しポット、コーヒー／ティーセット、バスタオル、
フェイスタオル、ビーチタオル、シャンプー、石鹸、
ボディジェル、バスローブ、スリッパ
・Wi-Fi 利用可

シャワー
（バスタブなし）
、
アイロン、
テレビ、
電話、

広さ

広さ

38㎡（室内30㎡）

34㎡

最大定員

最大定員

大人 2名 +

大人 2名

12歳未満の子供1名

・Wi-Fi 利用可

+ スーペリアルーム

・ボトルシャンパン（1 本）
、朝食のルームサービス、
アコン、バスタブ、シャワー、アイロン、テレビ、

オル、
ビーチタオル（貸し出し制）
、
シャンプー、石鹸、ボディジェル

デラックスルーム

ミニ冷蔵庫、セーフティボックス、ドライ
ヤー、湯沸しポット、コーヒー／ティーセット、
バスタオル、フェイスタオル、ビーチタオル
（貸し出し制）、シャンプー、石鹸、ボディジェ
ル、バスローブ
・Wi-Fi 利用可

（お子様はソファーベッドの
ご利用となります）
＊1 滞在中はミニバーを追加代金なしでご利用いただけます。
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●

客室の接続（コネクティング）
：
デラックステラス + デラックステラス

＊2 滞在中はミニバーを追加代金なしでご利用
いただけます
（到着時1回のみ、補充はございません）。
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Meeting Facilities

coffee break

Where Business
Meets Happiness

アイデアが生まれる
ミーティングルーム＊

Where The
coffee Break Never Ends
心弾むコーヒーブレイク＊

会議室は、小規模なミーティングに仕切って使用することも、大規模な会議室として利用することもできます。
自然採光のある各部屋には以下が装備されています。

ミーティングの休憩時には、屋外またはミーティングエリアの
ラウンジにある快適な席でおくつろぎください。
コーヒーブレイクメニューから、新鮮な搾りたてのジュース、
コーヒー、紅茶、フルーツや、お菓子をお選びいただけます。

液晶の
プロジェクター

プロジェクター
スクリーン

ケーブル

ワイヤレスマイク
2本、
スピーカー2台

ホワイトボード

ドリンク

ROOM BANBURI / BUDDHARASKA

レイアウト
スクール形式

シアター形式

コの字形式

BANBURI [150m²]

25人

65人

80人

30人

BUDDHARASKA [147m²]

25人

65人

80人

30人

＊追加代金
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スケジュール
対面形式

Meetings & Events by Club Med

メニュー

モーニング・ブレイク

アフタヌーン・ブレイク

20分

20分

Nespressoまたはコーヒー、紅茶4種、ハーブティー1種、

Nespressoまたはコーヒー、紅茶4種、ハーブティー1種、

オレンジジュース、
アップルジュース、

オレンジジュース、
アップルジュース、

水、
スパークリングウォーター、

水、
スパークリングウォーター、

フルーツ3種、
クロワッサン2種

フルーツ3種、
クロワッサン2種、
クッキー

※プレミアムプランもございますので詳細はお問い合わせください。

＊追加代金
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Teambuilding

Cocktail Party

セレモニーもリゾートらしく＊

Teamwork Makes
The Dream Works

周年や報奨のセレモニー、代表者のご挨拶などの催しやカクテルパーティーもお任せください。
ドリンクや軽食をご用意し、リゾートならではの華やかな雰囲気を演出します。

チームワークが夢をかなえる＊
クラブメッドでは、チームの団結力を高める
「チームビルディング」用のさまざまなプログラムを
ご用意しています。スペシャリストがチームの
目的に沿って最適なプログラムを提案します。

プーケット タイでのチームビルディング
1 時間のモデルスケジュール （下記プログラムは一例です）
◆ アイスブレイク
ニックネームで呼び合いましょう。
スムースに緊張が緩和されることが期待できます。
普段とは違うユニークなものがおすすめです。

◆ チームネームをつくろう ＋ ウォークライ
お互いを知りあったところでチームとしてのまとまりを意識していきます。
ユニークなチーム名とユニークな掛け声で戦いの前の勝どきを上げましょう。

◆ オーバーアンダー ＋ 大玉運び
気持ちが高まってきたところで、ダイナミックに体を動かしていきましょう。
チームが対抗することで、チームが更にまとまりをみせるはず。

◆ 人間知恵の輪ゲーム
チームメイトで手をつなぎ大きな輪を作ります。
相手チームによって絡められた輪を、チームのみんなで声を掛け合って、
元の大きな輪に戻していきます。
プライベート・カクテル

◆ バルーントス

洗練されたカクテル・パーティを素晴らしい環境で開催しましょう。
華やかで思い出に残るイベントを演出します。お時間60 分

水の入った風船で、キャッチーボールを行います。
相手の気持ちになって、受け取りやすいところに投げる気持ちが大切です。
割れずに最後まで残ったチームの勝利です。

すべてリゾート内で完結します

クラブ・カクテル

プレミアム・カクテル

4種のカクテル、ビール、ハウスワイン

ラム、
ウィスキー、
ウォッカ、
ジン、

シャンパン、キールロワイヤル、モヒー

アニスリキュール、マティーニ、

トロワイヤル、
シャンパンカクテル、
プ
レミアムワイン、
タイ特製カクテル、
ホ

（赤、白、
ロゼ）、
タイ特製カクテル、

服装

ご利用条件、料金

スポーツ／カジュアルな服装（Ｔ−シャツ & 短パン／運動着など）
運動靴 & ソックス ( サンダル・スリッパは不可 )

20 名様以上からお受けいたします。
1 時間コース 1 名様 2,000 円から

アクセサリーや高価ジュエリーなどは外してください。

※道具使用料、インストラクター代など諸経費含む

メニュー

プレステージ・カクテル

2種のモクテル（ノンアルコールカク

ビール、ハウスワイン
（赤、白、
ロゼ）、

テル）、
スパークリングウォーター、

タイ特製カクテル、
2種のモクテル（ノン

ワイトラム、
ウィスキー、
ウォッカ、

2種のフルーツジュース、オリーブ、
チップス、
クラッカー、3種のカナッペ、

アルコールカクテル）
、
スパークリングウ

ジン、アニスリキュール、マティーニ、

ォーター、
2種のフルーツジュース、

スパークリングウォーター、

オープンバーサービスなし

オリーブ、チップス、
クラッカー、

4種のフルーツジュース、オリーブ、

3種のアミューズブーシュ

チップス、
クラッカー、6種のカナッペ

日焼け止め、帽子、サングラスなど。
＊追加代金
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Excursions

Spa & Wellness

Wanderlust
好奇心を探求するオプショナルツアー＊
リゾートを飛び出して、タイの美しい自然や絶景、歴史、文化に触れられる
さまざまなオプショナルツアーをご用意。
未知なる世界は、解放感と新たな発見をもたらすことでしょう。

Renew Your
State of Mind
心をリセットする＊
自然に囲まれ洗練された静かな空間で、
丁寧なマッサージやトリートメントを。

スピードボートで行くラチャヤイ島ツアー

象と散策ツアー

ジャンクで行くパンガー湾ツアー

フランスの老舗スパブランド「PAYOT」は
体を癒し、リフレッシュする
リゾートならではの極上のスパ体験をご提供いたします。

プーケットからスピードボートで 30 分の、

象に乗ってジャングルの中を散策！象と一

数えきれないほどの島々が広がるエキゾ

まだまだ知られていない楽園ラチャヤイ

緒に写真を撮ることもできます。小高い

チックで美しいパンガー湾へ、タイの伝

島へ！真っ白くふかふかなビーチ、透き通

丘から見る海の絶景は一生の思い出にな

統的なジャンクボートで出かけます。映

った青い海でのシュノーケリングなど、海

ることでしょう。また夕日のベストスポット

画の舞台にもなったジェームスボンド島

が大好きな方におすすめです。

としても知られており、夕方のトレッキン

や、カヌーに乗り換えて行く鍾乳洞の眺

グもおすすめです。

めは圧巻です。昼食はジャンクボート上
にてタイブッフェをお楽しみください。

ビッグブッダツアー

タイ料理教室

ヒストリカルプーケット
（歴史を巡るツアー）
プーケットの街中にある中国やポルトガ
ルスタイルの歴史的建物やフルーツマー
ケットを見 て 回り、タイファ博 物 館にて
興味深いプーケットの歴史を学びます。
そして、タイ特有の寺院を訪れ、魅惑的
な半日をお過ごしください。

プーケットサイモンキャバレーショー

by PAYOT

Touch of Heaven
天国にいるかのようにリラックスできる、

3ステップを組み合わせたメニュー

タイの仏教や文化に興味のある方は見

レストランのシェフと一緒に、現地の市場

逃 せないツアー 。プロフェッショナルな

に向かい材料を調達。そして 4-5 種類の

一度見たら目が離せないプーケットで話

ツアーガイドとともに、プーケットの有名

タイ料理をシェフの指導のもと作ってみ

題のショーを見にでかけます。世界各国

なビッグブッダ像・シャロン寺院を訪れれ

ましょう。その後は素敵なダイニングルーム

の有名な曲や手の込んだ衣装、ステージ

ば、仏教の奥深さに感銘を受けることで

にて、
作った料理を皆さんで楽しみましょう。

セットやダンスに魅 了されることでしょ

しょう。

クラブメッド・スパ

う。ショーの後には妖艶な“レディー・ボー
イ”たちと写真を撮ることもできます。

・ボディスクラブ（30 分）
・ボディマッサージ（ 60 分）
・フェイシャルケア（ 60 分）

2人同時施術も可能。
ご友人同士やカップルでもご利用いただけます。

＊追加代金
※記載のインフォメーションは予告なく変更となる場合があります。
※オプショナルツアーは有料です。現地でのお申込み、お支払となります。詳細は現地でお問い合わせください。
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Must-Try Experiences

Must-Try Experiences

活気あふれる町に出かけたり、タイ式マッサージで癒されたりと、
さまざまな楽しみが魅力的なプーケット。
この土地ならではのとっておきのプログラムを盛り込むことで、
気持ちも新たに明日からの仕事に取り組めるようになるでしょう。

Your Holistic
Wellness Escape

タイボクシングに挑戦
タイで人気の格闘技タイボクシング（ムエタイ）にチャ
レンジ。 思い切り体を動かすことでストレス発散にもな

ここでしかできないとっておきの体験を

ります。レッスン付きで、初心者でも安心です。

本場で学ぶ本格タイ料理＊
タイ料 理 教 室では実 際に地 元 の 市 場で食 材を調 達し
パッタイ、
トムヤンクンやタイカレーの作り方を学びます。

活気あふれる華やかなタイ・ナイト
クラブメッドは豊かな自然に囲まれながらも繁華街に
ほど近く、ナイトライフを満喫するにも便利。ナイトマー

ケット＊やプールサーカスショーなどでタイの夜をお楽
しみください。

エキゾチックなタイを知る冒険へ
タイの文化に触れ、美しい景色を訪ねるオプショナル

ツアー＊など、リゾートの中でも外でもタイの魅力を存分
に満喫していただけます。

＊追加代金
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Rent-A-Resort

Tailor-made Events

Your Event
Your Resort

日本、アジアのクラブメッドを団体旅行でご利用されたお客様の声

リゾートを貸し切ると
より自由に、思いのままに

職場を遠く離れた広大なリゾート
でリラックスして非日常感が味わ
えた。また、部署を超えてコミュニ
ケーションが取れてよかった。
オー ルインクル ーシブ な ので参
加者が現地でお金を使うことも無
く、お財 布にも心にも優しく思う
存分楽しめた、
と好評だった。
[2017年春

プーケット／永年勤続功

労賞として利用 約60名 病院関係]

スタッフにフレンドリーな外国人が多くて
海外に来た気分を楽しめた。
[2019年秋 北海道 トマム／社員旅行 300名
化粧品]

オールインクルーシブなので予算管理がし
やすかった。
[2019年春 沖縄 石垣島／社員旅行 約150名 商社]

クラブメッドは 70 ヵ所に及ぶ世界中の
美しい 場 所にあるどのリゾートで も

クラブメッド・プーケットを貸し切りでご利用されたお客様の声

「 レンタルヴィレッジ＝お客 様 専 用に

理が楽しめた。飲み物代も代金に

貸し切り」というプランを提供してい
ます。
広大なリゾート全体をまるごとレンタ
ルするという、 他に類を見ない 壮 大
なスケールでインセンティブ、会議、
イベントなどオーダーメイドで企画い
たします。

食事内容が豊富で色々な国の料
含まれているので社 員 旅 行には

貸し切り利用なので、カスタマイズでさまざ

向いている。

まなイベントを企画、提供していただき参加

[2019年春 北海道 トマム／社員旅行

者に大好評だった
（タイ文化体験、各種スポ
ーツアクティビティ、カクテルパーティーな
ど）
。クラブメッドスタッフ
（G.O）
は明るく、素
晴らしいホスピタリティー精神で、日本人ス
タッフだけでなく世界のさまざまな国の出
身のスタッフとコミュニケーションできたの

500名 メーカー]

社内活性化のためチームビルディ
ングプログラムで盛り上がった。
[2019年夏 北海道 トマム／社員旅行
約150名 コンサルティング]

は非常に楽しく、一生の思い出になった。
[2013年春 プーケット／親睦旅行 約400名 農
業関係]
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Resort Overview

Resort Overview

Resort At
A Glance

タイ

クラブメッド・プーケット

バンコク

タイ王国・プーケット島
現地でのお支払い：日本円（ JPY ）、USドル（ USD ）、AMEX 、

VISA、MASTER、JCB、DINERS など
敷地：16 ヘクタール、駐車場 10ヶ所
車椅子利用可能客室1室
オープン：1985 年オープン、2011 年に改装
チェックイン/チェックアウト：15：00/10：00
連絡先：+66 76 330 455

南シナ海

クラブメッド・
プーケット

マレーシア
クアラルンプール

施設とサービス

レストラン&バー

ブティック＊：クラブメッドグッズ、衣服、お土産、

メインレストラン：MAMUANG

日用品（洗剤、洗面具、薬など）

インターナショナルビュッフェ：フレンチ、

タクシーの手配＊：レセプションで承ります

イタリアン、タイ料理、中華、和食など
屋内 366 席／屋外 142 席

医務室＊：9:00〜12:00 、13:00〜20：00 看護士勤務
インドネシア

朝食 7：15〜10:00

Wi-Fi：リゾート全域で利用可能

ランチ 12：15〜14：00

キッズクラブ ： 年齢によってグループ分けをし毎日のプログ

ディナー 18：45〜21：15

ラムを備えた専門スタッフがついたキッズクラブ

スペシャリティレストラン：CHU-DA

（2・3 歳） - ミニクラブ（ 4〜10 歳）
- プティクラブ＊
（ 4ヶ月〜2歳未満）
- ベビークラブ＊
（4〜10歳） - パスワールド
（11〜17歳）
- パジャマクラブ＊
- レストランのベビーコーナー
- 客室内のベビーウェルカムキット

アラカルト
屋内61 席／屋外 51 席
レイトランチ 13:30〜15:30
ディナー 19:00〜20:30
（不定期オープン／要予約）

コインランドリー ＊： 洗濯機と乾燥機、有料のクリーニング
サービス

バー：SANOOK

リゾートフォトサービス＊：思い出を写真やDVDに

9:00〜深夜1:00

プール：

バー：ZenPoolバー

- メインプール：41m×37m
7：00〜21：00、ライフガード：9：30〜18：30
- 大人専用のクワイエットプール Zen Pool：
17m×5m
10：00〜18：00、ライフガード：なし
- ミニクラブプール：9m×7.5m

9:00〜18：00

ミニクラブ開催時間のみ営業、ライフガード：なし

- プティクラブプール：6m×3m
プール活動時間のみ営業、ライフガード：なし
クラブメッド・スパ

by PAYOT

シアター：最大容量：300 名
の1・2階
（一部除く）
はデラックス テラス バルコニー
メインレストラン
ベビーコーナー
フィットネスセンター
（1階）

レセプション
医務室／美容室
ブティック
オプショナルツアーデスク

アーチェリー

シャワールーム
キッズビレッジ
スペシャリティ
レストラン

スカッシュ
クラブメッド・スパ
客室

クワイエットプール

•「トラベラーズチョイスアワード家族向けホテルトップ25-タイ」
トリップアドバイザー
（2019年）

時差：日本時間-2 時間
気候：5 月〜11 月雨季、12 月〜4月乾季
通貨：タイ・バーツ
（THB ）

空中ブランコ

プール
フィットネス
センター

客室

トランポリン
シアター
メインバー

クラブハウス

テニスコート
ゴルフ

ロケーション

国情報

言語：タイ語

ベビーウェルカム
ルーム

トリップアドバイザー
（2019年）
•「エクセレンス」

AWARDS

•「エコ認証」グリーングローブ（2013〜2016年）

プーケット国際空港から48km 、車で約 1時間
リゾートへの行き方：

フロントでのご案内 ： G.Oチームによるウェルカム、客室
へのご案内、館内案内資料、館内でのお買い物などに利用
できるデポジットカードの発行

：往復送迎あり
-パッケージプラン（フライト&宿泊）
：追加代金で送迎利用可
-宿泊プラン（宿泊のみ）

シャワールーム：チェックアウト後もご利用いただけます

（プーケット国際空港到着ゲートからリゾートまで）

レイトチェックアウト＊：空室状況によりお受けいたします

＊追加代金
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Unparalled Paradise

Unparalled Paradise

Discover Your Next
Club Med Paradise
世界に広がるクラブメッド

モルディブ フィノールヴィラ

北海道 サホロ

モルディブ カニフィノール

北海道 トマム

アメリカ サンドパイパー・ベイ

ドミニカ共和国 プンタカナ

マレーシア チェラティンビーチ

モーリシャス アルビオン

フランス オピオ・アン・プロバンス
26
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中国

桂林

インドネシア バリ

インドネシア ビンタン

沖縄 石垣島 カビラ

中国

サンヤ
Meetings & Events by Club Med
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株式会社クラブメッド ミーティング&イベント事業部
0800-919-7013（フリーコール）営業時間／9:30 -18:00（ 月曜〜金曜 ）
TOKBMEI@clubmed.com
clubmed.co.jp
Discover more about Club Med Phuket
clubmedPhuket

