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Resort Address:
26/24 Moo 4, Maenam Beach,
Koh Samui, Surrathani 84330,
Thailand

エレガントな中高の欧米人の中にあって、
静かな環境で穏やかでゆったりとした雰囲気

Tel:   (66) 77 447 275
Fax: (66) 77 447 281
rsvn@samuiburi.com
info@samuiburi.com

Marketing & Sales Office
942/68 2nd Floor, Charn Issara
Tower 1, Rama 4 Road, Bangrak,
Bangkok 10500, Thailand

Tel:   (662) 235 4192
Fax: (662) 235 4193
sales@resotelgroup.com

www.samuiburi.com

その他のサービス
ROOM DESCRIPTION:

●   親と同室で、補助ベッドを入れない場合
●  12歳以下のお子様でしたら
    2名まで無料。朝食は有料

お子様料金
RATES FOR CHILDREN:

部屋が空いている時に限り受けたまりますが、
18時までは50％

午後１２時以降のチエックアウト
CHECK OUT AFTER 12PM.:

●  メジャーなカード；ビザ
●  マスター
●  アメリカンエキスプレスなど

使用できるクレジットカード
CREDIT CARD CAN BE USED:

........................................................................

........................................................................

場合には
取消しの規定：
ローシーズンは7日前まで
ハイシーズンは14日前まで
ピークシーズンは21日前までに取り消しがなされた

場合には
いずれも1泊分の室料
前持って連絡がなく当日お越しならない場合は宿泊
期間中分の全額

アウトの時間： 午後12時

カテゴリー：　　
4星デラックス

創業：
2008年

客室数：
84室
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お部屋の詳細
ROOM DESCRIPTION:

デラックス　ルーム
DELUXE ROOM

低層4階建ての建物の２階,3階部分にある広々としたお部屋で、テーブルや椅子がある広
いバルコニーが付いております。どのお部屋も最新の備品が優雅に備えられております。
シャワールームと仕切られたバスルームにはバスタブとトイレがあります。室内のベッ
ドはクウィーンサイズが一つと二つがあります。

32室　60㎡  10,000バーツ

プール寄りのデラックス　ルーム
DELUXE POOL ACCESS ROOM

低層4階建ての建物の｛こうか｝｛こうか｝1階部分に創られた広々とした部屋で、屋外
プールに近く、広いテラスには横になれるベッドとテーブルと椅子があります。シャワー
ルームと仕切られたバスルームにはジャグジー付きバスタブとトイレもあります。
室内のベッドはクイーンサイズ１つとクイーンサイズが2つがあります。

24室　70㎡  12,000バーツ

デラックス　プールヴイラ
GRAND POOL VILLA

緑濃いトロピカルな庭園に絶妙に建つテラス付きの戸建てヴィラ。プライベートのプー
ルが屋外に備え付けられている。特にハネムナーやご夫婦が満たされたひと時を過ごせる
ように装飾され創られた 部屋は最新の備品がぜいたくに備えられております。シャワール
ームと仕切られたバスルームにはジャグジー付きのバスタブとトイレがあります。
室内のベッドはキングサイズが1とクイーンサイズが2つ

16室　80㎡  14,000バーツ

グランド　プールヴイラ
DELUXED POOL VILLA

緑濃いトロピカルな庭園にゴジャスに建つ戸建ての大きなテラスと 離れの居間付きのヴ
イラ。屋外にプライベートのプールがあります。特にハネムナーやご夫婦が満たされたひ
と時を過ごせるように装飾 され創られた部屋は最新の備品が優雅に備えられております。
シャワールームと仕切られたバスルームには大き目のジャグジー付きのバ スタブとトイ
レがあります。室内のベッドはキングサイズが1つとクイーンサイズが2つ

12室　90㎡  16,000バーツ

●  サテライトチャネル
    付きLCD-TV
●  金庫
●  DVD/CDプレヤー
●  ヘヤドライヤー
●  インターネツト
●  トイレタリー用品

室内の備品
GUESTROOM AMENITIES:

●  IDD電話器
●  ミニバー
●  コヒーとお茶
●  バスローブとスリッパー
●  客用文房具
●  雨傘

●  レストラン

リクレェーション
RECREATIONS:

その他サービス
OTHER SERVICES:

専用屋外プール
大人用プール、子供用プール、ジャグジー、
サンデッキ、サンベットー大きな日傘とタオル付き
利用時間午前8時～午後7時

ジム
体の健康と厚生のため設備の整ったジム

スパー
自然のものを使って身体や顔のマッサージ療法をお好
みの方法でできます。これまでのタイ特有の方法に加え
新しい技法も取り入れて、お客様の身体と心を極限まで
リラックスさせてくれます

その他の施設
OTHER FACILITIES

図書室とインターネット室
ロビーのそばにあり、インターネットをする人や自分の好
みの本や雑誌をソファーに座ってくつろぎながら読む人
のために心地良く整いられております。そこでは軽音楽
が流れ、コヒー、お茶、ソフトドリンクやフレシュジュース
などいただけます

ギフトショップ
ロビーの隣にあるおしゃれな店にはほかには余りないも
のやいろいろのギフトやお土産品があります

ツアーデスク
ロビー内にあり、お客さまの観光ツアーや敷地外でのアク
テイビティーや送迎などのお世話をいたします

●  車のバトラーサービス ●  図書室 ●  バー ●  ツアーデスク
●  ランドリー ●  ルームサービス ●  インターネット ●  送迎 ●   スパー
●  スパー ●   ジム ●   子供クラブ ●   郵便や切手 ●   荷物ポーター
●   ギフトショップ ●   屋外プール ●   荷物の一時預かり ●   24時間セキュリテー ●   婚礼、ミーテング

●  ツアーデスクでお申
   し込みできます
●  シュノーケル
●  ウインドサーフィン   
●  島巡り     
●  スキュバ

敷地外でのアクテイビティー
OFF-SITE ACTIVITIES:

●  ーダイビング    
●  水上スキー   
●  釣り    
●  バイク
●  ゴルフ

婚礼パッケージ　“Yes, I do“
自然に人生の輝かしいひと時を祝福する立会人をしてい
ただきながら海辺でのあなた達だけのウエデング体験を
タイ式または洋式でもできるようにこのパッケージでは
婚礼や式が組み込まれております

ハネムーンパッケージ　“Just Two of us”
お部屋で美味しい食べ物や芳しいワインをおふたりだけで
楽しめるパッケージ；最高にリラックスできる無料のスパーマ
ッサージも付いております。新婚のハネムナーや結婚記念日
を祝うご夫婦にとって真にロマンチィクに過ごせるビーチサ
イドでのホリデイー体験しながら満ち足りた時間をもてます


