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安倍首相も利用した
最高級サ ー ビスと絶景

象

カンド ー ヂ湖に程近い、緑豊かな立地が魅力の5つ星
ホテル。今年5月には安倍晋三首相夫妻や、ヒラリ ー ク
リントン氏も泊まった最高級の客室からは、 シュエダゴ
ンパゴダなどを 一 望できる。 ホテル内にはジムや屋外
プ→レ、SPA、マッサ ー ジ、 バ ー などを完備。レストラン
は西洋、中華、日本料理を楽しめる。
ヤンゴ ン歴の長い日本人マネ ー ジャ ー も常駐してい
るので、 日本人にとっては心強い。スタッフの教育もき
め細かく、おもてなし、ロケ ー ション、設備の3拍子揃っ
たホテル。都会の喧騒を離れ、 リゾ ー ト空間を楽しみ た
い方には最高ではないか。
格で、本格日本
味わえる。特に週末
曜～日曜のビュッフ
式は大人気。存分に
を選んで楽しめる。

1.これが安倍首相夫妻も泊まった
ロイヤルレイクスイ ー ト。 一 度は宿
泊して優雅に楽しみたい 2. 301
室の客室数 、日本企業の出張者にも
人気。シンプルかつ清潔感ある雰囲
気が心地よい 3.Bhongbhichai
Bhitakburiゼネラルマネ ー ジャー

HOTEL DATA
固No.40, N atmaukRoad, Tamwe Township,
Yangon
四01-544500
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1の歴史を
誇る最高級ホテル
ヤンゴン

象
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1901年に創業した百年以上の歴史を持ち、 外国人を
迎えるホスピタリティとクラシックホテルのイ？まいで、
日本人にも人気のホテル。SPA でリフレッシュしたり、
ロビ ー のバ ー でヤンゴンの夜を楽しんだり、ダウンタウ
ンも近い立地のため気軽に外出も楽しめる。
また港にも近く、市街地からも程よく離れているた
め、滞在者が昼にカフェを楽しみに訪れるのも可能。レ
ストランでは熟練のシェフによる西洋の美食が味わえ
る。日本人の利用は昨年比で現在まで30~40％増えた。
企業関係のベテラン客も多い。慌ただしい日々から離
れ、少し非日常を楽しみに来てはいかが。
期に、 ミャンマ ー
楽器の生演奏あり。
もと 一 味違うヤンゴ
楽しめること間違い
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HOTEL DATA
固No.92, Strand Road, Yangon
名01-243377
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1．客室数は31室。天井も高く、ゆった
りとした空間と夜景が魅力。ぜいた＜
な時間を過ごせる 2. l階『Strand
Bar』で毎週金曜17:00~23:00は
ハッピ ー アワ ー 、一 部を除く飲み物が
半額。ホテル客以外でも利用でき、ビ
リヤー ドも楽しめる 3. THIN KHINE
ZARAUNGセ ー ルス ・ デイレクタ ー

母。
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海外ビジネスマンに
大人気の大型ホテル
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ダウンタウンより北に位置する、海外からのビジネ
スマンに大人気の5つ星ホテル。観光スポットに短時
間で行くことができ、 楽しみながら、ホテル内ではリ
ラック スした時間を過ごせる。 ビジネスセンタ ＿ は集
会室や無料 ドリンクも用意し、ビジネスマンが仕事を
楽しむのにおすすめ。
レストランも 日本食、中華、洋食と取り揃え、サ ー
ビスも 一流。 日本のビジネスマン利用率は全体客の
40％くらい、という。 また全室311室にWi-Fiを完備。
ネット環境の優れないヤンゴンにおいて貴重、快適に
ヤンゴンの非日常を 楽しめる。

ここーで楽し＿ む＿！
ホテル周辺環境が充実。
ス ー パ ー や日本式の100
円(l600ks)ショップ、
ホテルの裏手には日本人
経営の和食もあって便
利。

1. 一 日中、 スチ ー ムル ー ムやサウ
ナ、 マッサー ジ、 テニスコ ート、 ナ
イトクラブ、 バ ーなどでゆったりと
した時間を過こ屯せる 2. 昨年は3
つの世界的に評価の高い観光産業賞
を受賞。 その格調の高さを 一 度味
わってみてはいかが 3. Michelle
Winマ ーケティング＆コミュニケ ー
ションマネ ー ジャ ー

HOTEL DATA
固33, Alan Pya Phaya Road,
DagonTownship,Yangon
匹01-250388
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都会度No.1のヤンゴン
を象徴するホテル
ダウンタウンの中心地に位置する、抜群の立地が魅力
のヤンゴン屈指の22階建て高級ホテル。移動の便利さ
に加え、―流のサ ービスと最新の客室を売りに、日本人
のみならず外国人客は後を絶たない。ホテル内にレスト
ランやショップも充実し、楽しみは満載といえる。
サウナやジャグジ ー 、マッサ ー ジ、ジムのような充実
した娯楽施設もあって、1 日の疲れを癒すのにも使える。
新聞販売など、日本人向けサ ービスも充実。朝食もホー
ムメイドのパンが食べられるなど豪華なので、一度利用
してみるのも 楽しい。た まには都会のど真ん中で優雅
に過ごすのもいかが。
l. 人気の客室は、 衛星テレビやイ
ンターネット無線LAN、 バスタブ
など完備 2. ホテル内には、 ビジ
ネスセンター やバ ーなど揃え、 立地
と合わせビジネスマンに人気の理由
がわかる 3. ヤンゴンの中でイン
ターネット回線状況が極めてよく、
そのためにコー ヒ ーショップなどへ
訪れる人もいるとか

客室から都会の夜景を 一
望する。 一 歩外に出れば、
多数の観光アクティビ
ティも楽しめ、思い思い
の時間を過こ屯せる。

囲No.223, Sule Pagoda Road,
KyauktadaTownship,Yangon
名01-242828

』試高ホテルを楽しむポイントヽ幻沿と
ー、部屋の雰囲気やロケーション
二、施設やサー ビスなどの付加価値
三、本来の目的に合った各種条件
（ミャンジャポ編集部調べ）

どのホテルを選ぶか。大きな判断材料になるのは、写真や口
コミ。特に実際に宿泊した人の感想•生の声を、インタ ーネット
や旅行会社、ミャンマー 歴のある人から情報収集する。ロコミ
評価はなるべく新しいものを参考に。 インタ ーネットWi-Fi環
境の確認も、まだミャンマーのホテル生活には欠かせない。
＊ホテルリスト 一覧は「お役立ちペ ー ジ」P16に掲戴
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