


「プリンセスの島」を意味するラヤバディーは、熱帯林、石灰岩、白い砂浜のビーチ、エメラルドグリーンのアンダマン海を誇るプラナン半島、クラ

ビ海洋国立公園の先端に位置しています。受賞経験のあるリゾートの建築や熱帯地形は、タイ南部の村をイメージしてデザインされています。

クラビ周辺の見所:

スピードボートで35分のところに位置する有名なピピ島をはじめ、半日ツアーがお勧

めのポダ島や、チキン島、ホン島では、美しいビーチと、アンダマン海の珊瑚礁をすみ

かとする熱帯魚や海の生物、独特な形をした石灰岩の景色をお楽しみいただけます。

また、エレファントライディングや美しい自然公園、滝、クラビタウンのモーニングマー

ケットなど、地元の伝統文化に触れる体験や、石灰岩とマングローブの森を探検する

タ・レーンでのカヤックなどは、特に忘れられない経験になることでしょう。

受賞暦:

コンデネストトラベラー誌　年間読者投票にて

‘Top 20 Asia Resorts’ 2014-2015 
‘Top 40 World’s Best Beach Resorts’ 2014-2015

タトラートラベルガイド誌（イギリス）にて
‘101 Best Hotels in the World’ 2014 & 2013

トリップアドバイザー　年間投票
‘Certificate of Excellence’ 2014 & 2013

トリップアドバイザー　読者投票 2012年度
‘Top 25 Luxury Thai Hotels’

トラベルアンドレジャー誌　読者投票2012年度
‘World’s Best Hotels’

ロケーション:

クラビはバンコクから南へ800km、美しいアンダマン海

に面しています。

クラビ国際空港へはバンコクから毎日多くのフライトが

運航し、クラビ近隣のプーケットへは車で2時間の距離

です。



部屋タイプ  部屋数    サイズ      ベッドルーム                              部屋の特徴

デラックスパビリオン 62 90  1 -

テラスパビリオン  13 115  1    広いアウトドアテラス

スパパビリオン   3 115  1     アウトドアジャグジー

ハイドロプールパビリオン  9 115  1   アウトドアハイドロプール付    

プールパビリオン   5   115  1   プライベートプール(ジャグジー付)

ファミリーパビリオン 2 137  2      1階にセカンドベッドルーム

プール付き  2 167  2    1階にセカンドベッドルーム
ファミリーパビリオン        プライベートプール(ジャグジー付)

ファミリーヴィラ105 1 345  2     プライベートプール(ジャグジー付) 

ライタレイヴィラ  1 260  2   アウトドアハイドロプール

ラヤバディーヴィラ  1 417  2     プライベートプール(ジャグジー付) ＆サウナ

プラナンヴィラ  2 417  3 プライベートプール(ジャグジー付) 

客室：

トロピカルガーデンとココナッツの森の中に点在する96室の2階建てパビリオンと、5棟のヴィラは、必要な施設を完備した豪華で洗練された客室に

なっており、まあるい形のユニークな外観は、自然に上手く溶け込んだシックで優しいデザインになっています。



デラックスパビリオン(1ベッドルーム) / DELUXE PAVILION

マッシュルームを連想させる広々としたデラックスパビリオンの室内は、ス
タイリッシュな家具、色彩鮮やかな織物と温もりのあるハンドクラフト製品
で構成され、レモングラスの香りがほんのり漂います。 

テラスパビリオン (1ベッドルーム) / TERRACE PAVILION 

テラスパビリオンは、人気のデラックスパビリオンにリビングルームとアウト
ドアテラスをつなぐガラス戸を設け、よりいっそう開放的なデザインになっ
ています。テラスのラウンジには心地よい海風が吹き抜け、トロピカルガー
デンを満喫しながらのプライベートバーべキューなどもお楽しみいただけ
ます。

スパ パビリオン (1ベッドルーム) / SPA PAVILION 

スパ パビリオンは豪華な客室のデザインに加え、ゆったりとくつろいでいた
だける東屋を備えています。また、エキゾチックなアウトドアジャグジーをプ
ライベートガーデンの中に用意しました。トロピカルガーデンでのトータル
リラクゼーションをお楽しみいただけます。

ハイドロプール パビリオン （1ベットルーム） / HYDRO POOL PAVILION

ハイドロプール パビリオンは、デラックス パビリオンと同様のデザインで
すが、シックな色調で室内を統一しています。加えてトロピカルガーデン
には、4.5 x 2.5mのハイドロプールが設置され、プールサイドには、デッ
キチェアー、ハンモックを備え、トータルプライバシーをお望みのゲストに
お勧めです。

プールパビリオン (1ベッドルーム) / POOL PAVILION

プールパビリオンは、熱帯植物の生い茂ったプライベートガーデン内に、贅
沢な3×8メートルのプライベートプール（ジャグジー付き）を完備していま
す。またゆったりとくつろげるサンベッド、バーベキューを楽しむことの出来
るテラスを設けており、インドア、アウトドアともに自分たちだけの時間をゆ
っくりと楽しみたい方にお勧めのパビリオンです。

ファミリーパビリオン(1ベッドルーム) / FAMILY PAVILION

ファミリー パビリオンは、通常のデラックス パビリオンにベッドルーム1室
を追加した（両方のベッドルームにバス・トイレを備えます）広々としたパビ
リオンです。ガーデンには、デッキチェアーとテーブルを備え、リクエストに
より、プライベートバーベキューもお楽しみいただけます。エキゾチックなパ
ームガーデンとドラマチックな石灰岩の山々を背景に、のんびりと快適なホ
リデーをお楽しみいただけます。

プール付きファミリーパビリオン （2ベッドルーム）
FAMILY PAVILION WITH POOL

広々としたファミリーパビリオンに加え、トロピカルガーデンの中に贅沢な
3×8メートルのアウトドア淡水プール（ジャグジー付き）を完備しています。
さらに、ゆったりとおくつろぎいただけるサンベッドやテラスを設けており、
プライベートバーベキューや食事をお楽しみいただけます。



ヴィラ

全部で5棟あるヴィラは、それぞれがユニークでありながら自

然に溶け込むような落ち着いたシックなデザインになってい

ます。各ヴィラにはパーソナルバトラーを配し、タイならでは

の優しさと細かなサービスにより、快適なご滞在をお約束しま

す。さらにエキゾチックな雰囲気漂うラヤバディーの各レスト

ラン、静かでゆったりとしたスパ、その他の施設のご利用によ

り、よりいっそうラヤバディーを満喫していただけます。

ラヤバディーヴィラ

プラナンヴィラ 404

FAMILY VILLA 105

ファミリーヴィラ105 （2ベッドルーム）

ファミリーヴィラ105は、石灰岩に囲まれた緑あふれるトロピカルガーデンの中心に位置し、美しいプ
ラナンビーチ、ライレイビーチのどちらにも歩いてアクセスできます。広々とした客室にはリビングル
ームでつながった2つのベッドルームを備えており、アウトドアエリアには3×12メートルのプライベ
ートスイミングプール（ジャグジー付き）、ラウンジを完備しています。ヴィラでゆったりと過ごすだけ
でなく、ラヤバディーの全ての施設を多く利用する家族にお勧めの部屋タイプです。プライベートバト
ラーがお客様の快適なご宿泊をお手伝いいたします。

THE RAITALAY VILLA

ライタレイヴィラ （2ベッドルーム）

青く澄んだアンダマン海を見渡す美しいライレイビーチの端に位置するライタレイヴィラは、室内で
つながった2つのベッドルームがあり、キングベッドとツインベッドの両方のお部屋にバスルームを
備えています。さらにリビングルーム、ダイニングルーム、キッチン、アウトドアデッキ、ハイドロプール
を完備し、プライベートバトラーがお客様の快適なご宿泊をお手伝いいたします。

THE RAYAVADEE VILLA

ラヤバディーヴィラ （2ベッドルーム）

美しいプラナンビーチを一望することの出来るラヤバディーヴィラは、プライベートプール（ジャグジ
ー付き）を備えたエレガントかつモダンタイスタイルのヴィラです。室内でつながった2つのベッドル
ームがあり、それぞれにバスルームを完備しています。（マスターベッドルームのバスタブは、美しい
プラナンビーチの眺めを独り占めしながら、ゆったりとおくつろぎいただける贅沢なデザインになっ
ています。）リビングルーム、ラウンジ、キッチン、ダイニング、サウナを備え、さらにアクティビティーな
どにご利用いただけるアウトドアエリアを広く設けています。プライベートバトラーがお客様の快適
なご宿泊をお手伝いいたします。

THE PHRANANG VILLAS

プラナンヴィラ （3ベッドルーム）

ラヤバディーのメインエリアから少し離れたところに、石灰岩に包まれるようにして存在する隠れ家
的プラナンヴィラは、世界的に有名な美しいプラナンビーチを一望できる贅沢なローケーション、そし
てプライベートプール（ジャグジー付き）が特徴です。ユニークでシックなデザインの3つのベッドル
ームがあり、各部屋にバスルームを完備しています。広々としたリビングとダイニングエリア、キッチン
を備えたプラナンヴィラのゆとりある空間で、贅沢なひと時をお楽しみいただけます。プライベートバ
トラーがお客様の快適なご宿泊をお手伝いいたします。



スパ施設：
ラヤバディ スパは、心休まるラグジュアリーな空間で、古代より伝わるタイ
の伝統的な癒しの手法と健康の哲学をもとに作られたトリートメントを提
供し、ボディー、マインド、スピリットの調和、心身のリラクゼーションを心ゆ
くまでお楽しみいただけます。当スパは、石灰石の断崖と緑あふれるジャン
グルに囲まれたロケーションで、リゾート全体の雰囲気にマッチしたインテ
リアでまとめられています。各種フェイシャルやスクラブ、ボディーラップ、
マッサージのメニューに加え、個々のニーズに沿ったテイラーメードのコ
ンビネーションパッケージもご利用いただけます。

アクティビティーとオプショナルツアー：
ラヤバディでは、タイの文化に触れるアクティビティー、エレファントライ
ドやビーチでのピクニックなどのアウトドアでのアクティビティーをはじ
めとした、様々なツアーをご用意しています。アクティビティーセンターで
は、クラビの観光名所を巡るツアー、スピードボートでの半日、または1日
シュノーケリングツアーなどもご用意しており、プラナンビーチ側のアン
ブレラツリーコートでは、シュノーケリング、カヤック、ウインドサーフィン
などのモーターを使用しないウォータースポーツのレンタルも取り扱っ
ています。またフィットネスセンター、テニスコート、スカッシュコートの設
備もあり、タイ文化促進活動の一環として、日替わりのタイ料理、バティッ
クペインティング、花輪飾り作り、フルーツカービングの各種教室も開設
しています。

レストラン：
ラヤバディでは、エレガントなレストランから、ビーチフロントのカジ
ュアルなレストランまで、多彩なチョイスをお楽しみいただけます。

ラヤダイニング　RAYA DINING 

エレガントでありながら気取らない空間が心地よいラヤダイニン
グでは、インターナショナル料理をご用意しています。クラビ原産
の魚介類や、高級な肉類をふんだんに使った斬新なグリル料理や
タイ料理、ウェスタン料理からアイディアを得た創作料理をお楽し
みいただけます。お席はエアコンの効いた屋内とオープンエアー、
屋外からお選びいただけます。

営業時間： 07:00 hrs. – 23:00 hrs. 

クルアプラナン　KRUA PHRANANG

プラナンビーチに映える月をお供に散歩をしてみてはいかがでし
ょうか。クルアプラナンは、ビーチフロントのロマンティックなタイ
レストランです。お席は、エアコンの効いた席とオープンエアーの
席からお選びいただけます。石灰岩の壮大な景色や遠くに見える
小さな島々、プラナンビーチの波音をバックに洗練された料理を
お楽しみいただけます。

営業時間： 18:00 hrs. – 23:00 hrs. 

ライタレイテラス　RAITALAY TERRACE

スイミングプールに隣接するライタレイテラスは、ライレイビーチ
を見渡すオープンエアーのカジュアルダイニングです。アジア料理
からアイディアを得た創作料理をお楽しみいただけます。

営業時間：11:00 hrs. – 23:00 hrs. 

グロット　THE GROTTO

石灰岩の洞窟を利用したカジュアルセッティングのグロットでは、
冷たいお飲み物やスナック、フレッシュサラダや炒め物などの軽食
を用意しています。背景に石灰岩、また前景には美しいプラナンビ
ーチを眺めながら、冷たいカクテルでリフレッシュしてはいかがで
しょうか。

営業時間：12:00 hrs. – 20:00 hrs.
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