
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 【BTS最寄り駅】ナナ ～
アソーク ～ プロンポン

※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 スクンビット通り 周辺

【バンコク　スクンビット通り　周辺】　Summer Promotion '17　値下げ＆特典付きホテル

5★ / THE WESTIN GRANDE 
SUKHUMVIT BANGKOK

5★ / JW MARRIOTT HOTEL 
BANGKOK

5★ / GRANDE CENTRE POINT 
HOTEL TERMINAL 21

5★ / EMPORIUM SUITES BY 
CHATRIUM

ウェスティン グランデ スクンビット 
バンコク ＪＷ マリオット ホテル バンコク グランデ センターポイント ホテル 

ターミナル ２１
エンポリアム スイーツ バイ チャ
トリウム

日本人スタッフ在勤！スペシャル料金！Wi-Fi
無料！

お得なスペシャル料金！在庫豊富！Wi-Fi無
料！

アクセス良好！観光にもビジネスにも人気！
Wi-Fi無料！

１５時までレイトチェックアウト無料！在庫豊
富！Wi-Fi無料！

￥18,200～ ￥16,500～ ￥16,500～ ￥16,100～
BTS(スカイトレイン)、MRT(地下鉄)どちらの駅にも徒歩1分
と非常に便利な立地のデラックスホテル。ロビンソンデ
パートに隣接しております。日本語を話せるスタッフもいて
安心、日本食ありの朝食も好評です。ご出発まではサウ
ナ室も利用可能です。

スクムビット通りに面しスカイトレインのプルンチット駅まで
約5分。落ち着いたロビーは大人の雰囲気が漂います。館
内のNEWYORK STEAKHOUSEや、日本料理「TSUNAMI」
はタイのハイソサイエティーに人気。国際的に定評のある
ホテル。

BTSアソーク駅直結。最新商業施設『ターミナル21』に併設
された絶好の立地です。落ち着いた雰囲気のロビーには
ドリンクサービスも用意されています。白を基調にした清
潔で明るい客室が特長。全室ウォシュレット付。WIFIも無
料、全室禁煙ホテルです。

スクンビット通りに面したエンポリアムショッピングコンプ
レックス内のホテル。高級ショップやオフィス、飲食、エン
ターテイメント施設も充実しています。建物内でスカイトレ
インの駅と直結しているので大変便利です。26階から42階
が客室になります。

5★ / PULLMAN BANGKOK 
GRANDE SUKHUMVIT

5★ / MARRIOTT EXECUTVE APARTMENT 
SUKHUMVIT PARK -BANGKOK

4★ / THE LANDMARK 
BANGKOK

4★ / BANGKOK HOTEL LOTUS 
SUKHUMVIT

プルマン バンコク グランデ スクン
ビット

マリオット エグゼクティブ アパートメンツ スク
ンビットパーク バンコク ランドマーク バンコク バンコク ホテル ロータス スクン

ビット

日本マーケット限定特別料金！Wi-Fi無料！
出張者に人気！高速へのアクセス良好！在

庫豊富！
１５時までのレイトチェックアウト無料確約！在

庫豊富！Wi-Fi無料！
客室アップグレード確約やレイトチェックアウトなど

の特典多数！在庫豊富！Wi-Fi無料！

￥15,700～ ￥14,200～ ￥14,800～ ￥13,300～
BTSのアソーク駅、地下鉄スクンビット駅から歩いて5分。
現代風シャンデリアのあるロビーやスパのデザインはタイ
の有名デザイナーによるもの。7階のサウナ、ジャグジー
は疲れを癒やすのに最適。WIFI無料。(旧名称:グランドミレ
ニアムスクンビット)

BTSプロンポン駅から徒歩10分、スクンビット通りにもラマ4
世通りにもアクセスがよいサービスアパートメント。BTS駅
へのトゥクトゥクサービスもあります。客室は広く、全室フル
キッチンとDVDプレーヤーが付いています。

市中の大動脈スクンビットの繁華街に位置し、BTSナナ駅
までは徒歩1分、ナナプラザなどの歓楽街まで徒歩3分の
最高の立地。また、サイアムショッピングエリアまでもBTS
でわずか2駅とアクセスも容易です。レストランやプールな
どの設備も完備しています

スクンヴィットの中でも、このホテルの周辺は特に日本人
の買い物客が多く、少し足を伸ばせば日本の食素材を扱
うスーパーマーケットや高級デパート、その他マッサージ
店や公園など、徒歩圏内で殆どの用が済んでしまいます。
スカイトレイン駅も徒歩5分です。

4★ / ADELPHI SUITES 4★ / JASMINE CITY HOTEL 4★ / HOLIDAY INN 
SUKHUMVIT 22

4★ / S15 SUKHUMVIT HOTEL

アデルフィ スイーツ ジャスミン シティ ホテル ホリデイイン バンコク スクンビット
２２ Ｓ１５ スクンビット ホテル

１４時までのレイトチェックアウト無料！Wi-Fi無
料！ 日本人に人気！抜群の立地！Wi-Fi無料！

お得なルームオンリープロモーション！Wi-Fi
無料！

日本人ビジネスマンに人気！お得なスペシャ
ル料金！Wi-Fi無料！

￥11,000～ ￥10,600～ ￥11,000～ ￥10,000～
2007年11月にオープンしたサービスアパートスタイルのホ
テル。BTSのナナ駅から徒歩2分程で大変便利です。客室
はフローリングの清潔で機能的、フルキッチン付きです。
周辺にはパブやレストラン、コンビニなども近くに有り、便
利です。

BTSアソーク駅からもMRTスクンビット駅からも徒歩6分と
便利な立地。レジャーにもビジネスにも最適です。館内に
は会議室やレストラン、プール、ジム等の設備が充実。快
適にお過ごしいただけます。WIFI無料、全室シャワートイレ
付です。

2013年オープン。スクンビット通りソイ22の入口角に堂々と
そびえるスタイリッシュなホテル。BTSアソーク駅にも徒歩
圏内、車での高速道路へのアクセスにも便利なロケーショ
ンです。高層からの眺望が楽しめる屋上階のレストラン&
バーも人気です。

BTSアソーク駅やMRTスクンヴィット駅が近く、観光や
ショッピング、ビジネスにも便利な場所に位置するホテル。
レストラン、スパ、フィットネスルーム、高速インターネット
サービスなどが利用できます。



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　スクンビット通り　周辺】　Summer Promotion '17　値下げ＆特典付きホテル

4★ / MAJESTIC GRANDE 
SUKHUMVIT

4★ / PARK PLAZA 
SUKHUMVIT BANGKOK

4★ / BLESS RESIDENCE 4★ / LOHAS RESIDENCE

マジェスティック グランデ スクン
ビット

パーク プラザ スクンビット バンコ
ク ブレス レジデンス ロハス レジデンス

レストランやスパなどで使える割引券付！Wi-
Fi無料！

ビジネスマンに人気の好立地！２連泊以上の
スペシャル料金！Wi-Fi無料！

広いお部屋が特長！コスパの高いホテル！
Wi-Fi無料！

ウォシュレット完備！民放視聴可！コスパが高
い！Wi-Fi無料！

￥9,800～ ￥8,500～ ￥7,600～ ￥7,600～
クイーンシリキット・コンベンションセンターや大使館、銀
行、ショップなどが建ち並ぶバンコクの中心に位置するス
タイリッシュなブティックホテル。プール、フィットネスなどの
施設や近代的設備を整えています。

バンコク市のビジネスの中心、スクンビットエリアにある4
つ星ホテル。客室は全てワイヤレスインターネット接続が
無料で、ラウンジもありますので快適にビジネスライフを送
ることができます。また、ホテル屋上にはプールもあり周辺
施設も充実しています。

BTSプロンポン駅まで徒歩5分の場所に位置するサービス
アパートメントです。白を基調に木目調のカラーを用いた
シンプルモダンな内装です。客室は65平方メートルからと
広く、キチネットの他、バスローブやスリッパなども揃って
います。

主要な商業地区に近い便利なロケーションです。最寄BTS
への送迎サービスもあります。全室ウォシュレット完備
&WIFI無料など、様々なサービスが日本人のお客様に支
持されています。(旧:ロハス スイーツ バイ スーパーホテ
ル)

4★ / WINDSOR SUITES 4★ / PARK PLAZA 
SUKHUMVIT 18

4★ / PRESIDENT PARK 4★ / TAI PAN HOTEL

ウィンザー スイーツ ホテル パーク プラザ バンコク ソイ 18 プレジデント パーク タイ パン ホテル バンコク

１６時までのレイトチェックアウト無料！Wi-Fi無料！
ビジネス利用に人気のホテル！在庫豊富！

Wi-Fi無料！
高速へのアクセス良好！２連泊以上の特別料

金！Wi-Fi無料！
出張者御用達！喫煙/禁煙近日確約可！Wi-

Fi無料！

￥7,600～ ￥7,100～ ￥5,500～ ￥5,500～
BTSアソーク駅、MRTスクンビット駅から徒歩7分の好立
地。スイートウィングとガーデンウィング(旧ウィンザーホテ
ル)から構成されています。全館WIFI接続可能。全室ス
イートタイプで最も小さなお部屋でも45平米以上と広々とし
た作りです。

BTSアソーク駅まで徒歩5分とアクセス良好なホテル。ビジ
ネスにもレジャーにも拠点として最適です。モダンなデザイ
ンの客室には大型液晶テレビやワーキングデスクを備え、
快適に滞在いただけます。客室内インターネットは無線/
有線とも無料です。

エンポリウムデパートの奥に建つアパートスタイルのホテ
ルで、2つの棟に分かれています。室内には近代的な設備
が揃い、WIFIも無料。キッチンやワーキングデスク等、便
利な内装が特長です。バスタブ付きのデラックスプレミア
ムスタジオが特に人気です。

バンコク都心の絶好のロケーション。BTSアソーク駅や地
下鉄スクンビット駅から徒歩圏内にあり、オフィス街や大型
ショッピングモールにも簡単にアクセスできます。ビジネス
にもレジャーにも便利で快適なホテルです。全室WIFI無料
です。

3★ / SACHA'S HOTEL UNO
3+★ / D VAREE DIVA BALLY 
SUKHUMVIT 20

サチャズ ホテル ウノ ディー ヴァリー ディーバ バリー ス
クンビット ご予約・お問い合わせは……

アーリーバード７日前限定料金！連泊割引プランも
あり。Wi-Fi無料！

日本マーケット限定特別料金！在庫豊富！
Wi-Fi無料！

￥5,900～ ￥4,900～
スクンビット通りのソイ19に位置するホテル。BTSアソーク
駅やMRTスクンビット駅にも至近です。ショッピングモール
「ターミナル21」にも好アクセス。日本食レストラン「ジパン
グ」もあります。館内WiFi無料。

スクンビット通りソイ20奥に位置。日本人駐在員も多いエリ
アのバンコク中心部に建つアパートメントタイプのホテル。
美しくデザインされた客室には設備も充実し、快適にお過
ごしいただけます。屋外プールやフィットネス施設も滞在中
にお使いいただけます。

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


