
海外ホテル手配は、日本生まれのホテル予約システム『JHC』におまかせください！

【2017年5月～9月】
値下げ＆特典付きホテル

バンコク ※ホテルによって対象期間が異なる場合がござい
ます。宿泊条件および最新料金はご予約の際に必
ずご確認ください。
※掲載料金は1泊1室あたりの最低料金目安です。
税金・サービス料が含まれます。
※特典内容は予告なく変更となる場合がございま
す。予めご了承ください。
※掲載写真はホテル設備の一例です。Summer Promotion '17 シーロム通り　周辺

【バンコク　シーロム通り　周辺】　Summer Promotion '17　値下げ＆特典付きホテル

5★ / LE MERIDIEN BANGKOK 5★ / CROWNE PLAZA 
LUMPINI BANGKOK

5★ / TOWER CLUB AT LE BUA 5★ / DUSIT THANI BANGKOK

ル メリディアン バンコク クラウン プラザ バンコク ルンピニ 
パーク（旧パンパシフィック タワー クラブ アット ルブア デュシ タニ バンコク

在庫豊富！お得なスペシャル料金！Wi-Fi無
料！

在庫豊富！お得なスペシャル料金！Wi-Fi無
料！

お得な特典多数！ループトップバー『シロッコ』
が大人気！Wi-Fi無料！

在庫豊富！お得な朝食なし料金！Wi-Fi無
料！

￥19,500～ ￥20,400～ ￥21,200～ ￥13,700～
スリウォン通りに面し、夜の賑やかなパッポン通りにもすぐ
そば。館内はモノトーンを基調にシックな装いでまとめられ
ています。客室のリネンやファブリックの質が高く、特にス
パに施された白石の壁は必見。館内の「BAMBOO CHIC 
BAR」もオススメです。

シーロム通りとラマ4世通りの角辺りに位置。スカイトレイ
ン、地下鉄ともに徒歩で5分以内で最高の立地。フロントは
23階です。ジャパニーズライン(内線)を設置し、全室ウォ
シュレットを完備しています。全館でインターネット接続が
無料で利用できます。

チャオプラヤー川を見渡す51～59階の高層階を占める全
室スイートの豪華ホテル。クラブラウンジ特典をご利用い
ただける他、客室内ミニバー&WIFI無料と快適です。ルー
フトップバー『シロッコ』はバンコクの夜景を満喫できるス
ポットとして有名です。

世界各国のVIPに愛され続けるタイを代表する名門ホテ
ル。タイ王室御用達。伝統のホスピタリティには定評があ
ります。目の前には地下鉄シーロム駅とBTSサラデーン駅
があり市内交通に至便。ビジネス街に位置し、駐在員に人
気の繁華街タニヤも至近です。

5★ / PULLMAN BANGKOK 
HOTEL G

4★ / HOLIDAY INN SILOM 
BANGKOK

4★ / AMARA BANGKOK 4★ / MODE SATHORN HOTEL

プルマン バンコク ホテル G ホリデイ イン バンコク シーロム アマラ バンコク モード サトーン ホテル

お得なスペシャル料金！Wi-Fi無料！ お得なスペシャル料金！Wi-Fi無料！ お得なスペシャル料金！Wi-Fi無料！ BTS最寄駅より徒歩１分！Wi-Fi無料！

￥12,700～ ￥11,900～ ￥11,000～ ￥10,200～
ビジネス地区シーロムに位置する高層デラックスホテル。
白で統一されたスタイリッシュな客室はビジネスはもちろ
ん、贅沢な休日を満喫するにも最適です。37階には多彩
なワインセレクションを楽しみながらバンコクの街を一望で
きる、人気のバーも。

スカイトレインのスラサック駅まで徒歩約7分、シーロム通
りに位置する大型ホテルです。館内には5つのレストラン
やショッピング街もあり、施設が大変充実しています。その
他に屋外プールや最新設備の整ったジム、サウナ、テニ
スコート等も揃っています。

2015年3月オープン。シーロム通りと並行するスラウォン通
りに位置するホテルです。周辺にはソンブーンやコカレスト
ラン等の有名レストランがあり、タニヤやパッポン通りにも
徒歩圏内です。お部屋は白を基調としたスタイリッシュデ
ザインです。

BTSスラサック駅前に位置する高層ホテルです。周辺には
各国の大使館やオフィスビルが立ち並ぶビジネスエリアで
す。シーロムやリバーサイドへのアクセスも良く便利です。
客室はモダンで明るい雰囲気のデザインでまとめられてい
ます。

4★ / THE MONTIEN HOTEL 
BANGKOK

4★ / MANDARIN HOTEL BANKOK 
MANAGED BY CENTRE POINT 4★ / NARAI HOTEL 4★ / SILOM SERENE

モンティエン ホテル バンコク
マンダリン ホテル マネージド バイ 
センターポイント ナライ ホテル シーロム シリーン

３連泊限定スペシャル料金！
２連泊以上で１８時までレイトチェックアウト無

料！Wi-Fi無料！
18時までのレイトチェックアウト確約！Wi-Fi無

料！ お得なスペシャル料金！Wi-Fi無料！

￥8,900～ ￥8,900～ ￥8,100～ ￥7,600～
シーロムエリア中心地でありナイトエンターテイメントで有
名なパッポン通りが目の前。客室は木材の暖かみを感じ
るタイスタイルでまとめられています。地下鉄サムヤン駅
まで徒歩約3分、スカイトレインのサラデーン駅までは徒歩
約7分です。

市内交通の要所、ラマ4世通りに面した抜群の立地。地下
鉄サムヤーン駅が徒歩3分と近く市内移動に便利です。ま
た高速道路入り口へのアクセスが良いのでゴルフや郊外
への訪問にも最適です。客室は落ち着きのある機能的な
内装です。全室WIFI無料です。

バンコクの中心地であるシーロム通りに面しており、ビジ
ネスにも観光にも便利なホテルです。2015年5月に改装済
みの客室はゆったりとしていて快適。種類豊富な朝食
ビュッフェも人気です。日本人のお客様によるご利用の多
いホテルです。全室WIFI無料

ビジネス、エンターテイメントエリアの中心に位置するブ
ティックホテル。ビジネス・観光のどちらのお客様にも便利
です。各部屋にセーフティボックス・ミニバー・IDD電話・テ
レビなどを完備しています。館内にはプールやフィットネス
センターもあります。

在庫あります！　税サ込の安心価格！　『JHC』なら、困ったときの緊急連絡先も24時間・日本語対応！



【バンコク　シーロム通り　周辺】　Summer Promotion '17　値下げ＆特典付きホテル

4★ / THE TAWANA BANGKOK 4★ / FURAMA SILOM 4★ / THE NARATHIWAS 
RESIDENCE

4★ / CENTRE POINT HOTEL 
SILOM

タワナ バンコク フラマ シーロム ナラティワート レジデンス センターポイント シーロム

お得な朝食なし料金！Wi-Fi無料！
３連泊で客室アップグレート＆レイトチェックアウト18

時まで無料！Wi-Fi無料！
在庫豊富！お得な食事なし料金！Wi-Fi無

料！
在庫豊富！お得な食事なし料金！Wi-Fi無

料！

￥6,800～ ￥6,800～ ￥6,400～ ￥9,800～
BTSサラデーン駅まで徒歩約5分。スリウォン通りに位置
する人気ホテルです。お部屋の改装やメンテナンスも随時
されていて、日本人のお客様にもファンの多いホテルで
す。日本料理店や居酒屋、バーなどが集まるタニヤにも近
く便利です。

シーロム通りに面したアクセス良好なロケーション。BTS
チョンノンシー駅からも徒歩圏内にあり、ビジネスにも観光
にも便利なホテルです。開放感ある屋上プールも快適。お
部屋は広々とした造りで、館内施設も充実しています。全
室WIFI無料です。

シーロムオフィス街より南へわずか数キロの場所にある閑
静な高級サービスアパートメント。セキュリティが万全で初
めての滞在も安心です。館内にはランドリーコーナーもあ
り、長期滞在の方にもおすすめ。BTSまでの無料シャトル
バンサービスもあります。

BTSサパーンタクシン駅から徒歩3分。BTSやボートを利用
した交通アクセスの良さが特長のホテルです。シーロム通
りやサトーン通りのビジネスエリアにも近く、人気のナイト
マーケット『アジアンティーク』に行くのも便利です。WIFI無
料。全室禁煙。

4★ / BANDARA SUITE 4★ / CHATRIUM RESIDENCE 
SATHORN

3+★ / AT EASE SALADAENG 3★ / D VAREE DIVA BALLY 
SILOM

バンダラ スイート シーロム バン
コク

チャトリウム レジデンス バンコク 
サトーン

アット イース サラデーン バイ 
エータス

ディー ヴァリー ディーバ バリー 
シーロム

3連泊以上でデラックスルームに無料アップグ
レードWi-Fi無料！

3連泊以上でスタジオから1ベッドルームスイートに
アップグレード！Wi-Fi無料！ お得な朝食なし料金！Wi-Fi無料！

在庫豊富！BTS最寄駅より徒歩２分！タニヤ
近く！Wi-Fi無料！

￥8,700～ ￥8,700～ ￥8,900～ ￥5,900～
サービスアパートメント形式で、ビジネススイート(1ベッド
ルーム)以上はキッチン付きです。客室は綺麗なチーク
ウッドのフローリングに同じ色調の家具、ゆったりしたソ
ファ。ルンピニ公園やスカイトレイン、地下鉄の駅にも近い
便利な立地です。WIFI無料

市街地の喧騒から離れたエリアに立地。周辺には高級デ
パートがあります。タイの富裕層や外国人が集まる閑静な
エリアの高級サービスアパートメントです。ロングステイに
も適しています。豪華な雰囲気の中でご滞在いただけま
す。

ビジネスとエンターテイメントエリアのシーロム通りとサート
ン通りの間に位置するアパートメントスタイルのホテル。ル
ンピニ公園にも近く周辺には多くのレストランやデパートが
建ち並びます。

BTSサラデーン駅、MRTシーロム駅どちらも徒歩2分の好
ロケーション。移動にも便利でレジャー・ビジネスどちらに
もおすすめです。客室はモダンで、WIFIも無料です。タニヤ
もシーロムコンプレックスも至近、マッサージ屋さんも周辺
に多数あります。

3★ / I RESIDENCE SILOM 3★ / SILLOM CITY HOTEL

アイ レジデンス シーロム シーロム シティ ホテル ご予約・お問い合わせは……

BTS最寄駅より徒歩約２分！タニヤまで徒歩
圏内！Wi-Fi無料！

タニヤ通りまで徒歩圏内！お得なスペシャル
料金！Wi-Fi無料！

￥5,500～ ￥5,700～
BTSチョンノンシー駅が徒歩2分と至近。バンコクを代表す
るビジネス街のシーロム通りまでも徒歩5分と大変便利な
立地です。周辺にはコンビニエンスストアやクリーニング店
等もあり、中～長期のご滞在にも使いやすいホテルです。
全室WIFI無料です。

シーロム通りに位置する好ロケーションのホテル。部屋に
は、直通国際電話・セーフティボックス・衛星放送も受信で
きるテレビなどの設備が整っております。館内にはレストラ
ン・ワインバー・図書室・エクササイズルームなどの施設も
充実しております。

海外旅行の「プラスアルファ」も日本出発前の事前予約で安心！　お気軽にお問い合わせください

空港送迎／専用車チャーター／定期観光（オプショナルツアー）／ゴルフ手配　他


