
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4月～6月】
値下げ＆

特典付きホテル チェンマイ
※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。Spring Promotion '17

【チェンマイ】　Spring Promotion '17　値下げ＆特典付きホテル

5★ / SHANGRI-LA HOTEL 
CHIANG MAI

5★ / LE MERIDIEN 
CHIANGMAI

5★ / ARYRA MANOR CHIANG 
MAI

5★ / DUSIT D2 CHIANG MAI

シャングリラ ホテル チェン
マイ ル メリディアン チェンマイ アキラ マナー チェンマイ デュシット ディーツー チェ

ンマイ

期間限定スペシャル料金！在庫豊富！Wi-
Fi無料！ 期間限定スペシャル料金！在庫豊富！ 期間限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！

ナイトマーケットまですぐ！人気ホテル！
Wi-Fi無料！

￥23,600～ ￥20,700～ ￥21,100～ ￥16,000～
空港から車で約10分、チャンクラン通りに位置するデ
ラックスホテル。ナイトバザールへも徒歩わずかで
す。お部屋はコンテンポラリーなタイ北部の装飾が施
され、設備・アメニティが充実。館内には3つのレス
トランやバー、CHI「氣」スパもあります

ヨーロッパの伝統とタイのラーンナー王朝スタイルが
融合するデラックスホテル。ビジネス地区に位置しま
す。メニュー充実のスパや屋外プール、ビジネスセン
ターを完備。36平米以上の客室にはフラットテレビや
高速インターネット接続(有料)も整います

おしゃれなショップやカフェが点在する流行の発信地
ニマンヘミン通りに位置するラグジュアリーなブ
ティックホテル。全室スイートルーム仕様の広々とし
た客室では、上品で落ち着いた空間と最先端のアーバ
ンスタイルを実感いただけます。全室WIFI無料です

ナイトバザールまで歩いてすぐの好立地。デュシット
系列のホテルです。館内はスタイリッシュなデザイン
で、スパやプール、レストラン等の設備も整っていま
す。客室は落ち着いた色調をベースに明るい色のイン
テリアが配されています。全室WIFI無料です

4★ / U CHIANG MAI HOTEL 4+★ / KANTARY HILLS 
CHIANG MAI

4★ / THE IMPERIAL MAE PING 
HOTEL CHIANGMAI

4★ / CHIANGMAI ORCHID 
HOTEL

ユー チェンマイ ホテル カンタリー ヒルズ チェンマ
イ

インペリアル メー ピン ホテ
ル チェンマイ

チェンマイ オーキッド ホテ
ル

２連泊以上のスペシャル料金！Wi-Fi無料！ ３連泊限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！ 期間限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！ 期間限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！

￥13,900～ ￥7,400～ ￥7,000～ ￥4,400～
ショッピング通りとして有名なターペー通りから徒歩
数分の所に建つモダンなブティックホテル。スーペリ
アは33平米、デラックスは43平米の広さで、プライ
ベートテラスやiPodドッキングステーションが揃って
います。スパやスイミングプールもあります

2007年にオープンしたサービスアパートタイプのホテ
ル。美術館やカフェが立ち並ぶオシャレな地域にあ
り、観光にも便利です。館内ではグリルレストラン、
プール、フィットネスセンターなどが利用でき、部屋
ではNHKも見ることができます

チェンマイの中心に位置しナイトバザールまで徒歩3
分の絶好のロケーション。タイ全土に数々のホテルを
有するインペリアルホテルズ経営。お手頃な料金が魅
力で、トロピカルなガーデンプールが有名です

木彫りの装飾や照明が高級感漂う雰囲気を演出し、
サービスにも定評があります。旧市街に近く観光にも
便利な立地。ナイトバザールへは無料のシャトルバス
を運行しています

4★ / DUSIT PRINCESS 
CHIANG MAI

4★ / DUANGTAWAN HOTEL 
CHIANGMAI

4★ / SURIWONGSE HOTEL 
CHIANGMAI

4★ / CHIANGMAI PLAZA 
HOTEL

デュシット プリンセス チェ
ンマイ

ドゥワンタワン ホテル チェ
ンマイ

スリウォン ホテル チェンマ
イ チェンマイ プラザ ホテル

１５時までのレイトチェックアウト付プラ
ンあり！Wi-Fi無料！ 往復空港送迎付プランあり！Wi-Fi無料！

ナイトバザール目の前！人気の老舗ホテル！Wi-
Fi無料！ 期間限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！

￥9,300～ ￥6,300～ ￥6,300～ ￥5,900～
ショッピングの中心として有名なナイトバザールの真
向かいに位置するホテルです。部屋は落ち着いた雰囲
気で、エアコン・ミニバー・テレビ・ヘアドライヤー
等の設備を完備。館内には各種レストラン、カフェ等
の飲食施設もあります。全室WIFI無料です

チェンマイ空港と駅からそれぞれ車で約10分、ナイト
バザールのすぐそばに位置するホテル。観光にも
ショッピングにも便利です。館内には屋外プール、
フィットネス施設、ビジネスセンターなどの施設も多
様に揃い、お部屋にも機能的な施設が整えられていま
す

ナイトバザールが目の前というショッピングにも観光
にも絶好のロケーション。アクセスの良さからビジネ
ス利用も多いホテルです。客室は落ち着いた色調で
ゆったりとしています。長い歴史を持つ、チェンマイ
の老舗ホテルのひとつです

有名なナイトバザールや主な観光スポットへ徒歩圏内
の好立地なホテルです。館内にはレストランやバー、
プールなどの充実した施設を完備しており、ランナー
王朝スタイルのロビー装飾が豪華。客室はシンプルで
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！

【チェンマイ】　Spring Promotion '17　値下げ＆特典付きホテル

4★ / FURAMA CHIANG MAI 3★ / LOTUS HOTEL PANG 
SUAN KAEW

3★ / CHIANGMAI HILLS 2000 3★ / PORNPING TOWER 
HOTEL CHIANG MAI

フラマ チェンマイ ロータス ホテル パン スアン 
ケオ チェンマイ ヒルズ ２０００ ポーンピン タワー ホテル 

チェンマイ

期間限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！ 期間限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！ 期間限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！ 期間限定スペシャル料金！Wi-Fi無料！

￥5,900～ ￥4,800～ ￥4,600～ ￥4,000～
市内北西部の商業地区に位置し、若者に人気の流行の
発信地であるニマンヘミン通りにも至近。上品かつモ
ダンに装飾されたエレガントな四つ星ホテルです。機
能的な設備を備えた客室は、観光にもビジネスにも便
利にご利用いただけます。全室WIFI無料です

旧市街の城壁から少し外へ出たところにある大型ホテ
ルです。客室の内装は地元の木材を取り入れながら
も、室温調整のできる空調、ミニバー、バスタブなど
現代的な設備も整っています

ナイトバザールから車で10分の静かな環境にたつモダ
ンな外観のホテルです。客室の内装は北部タイの雰囲
気を取り入れています。夕方にはナイトバザールへの
シャトルバス(片道)も用意されていますので、ホテル
スタッフにお尋ねください

チェンマイの中心部に位置するホテル。ナイトバザー
ルを始めとする観光場所へのアクセスもよく、レ
ジャーにもビジネスにもお勧めです。客室はシンプル
ですが落ち着いた色でまとめられており、スタンダー
ド機能も備わっています

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

PICK UP!!　チェンマイ発着オプショナルツアー 【S4630】 PICK UP!!　チェンマイ発着オプショナルツアー 【S4626】

日本語ガイド＆昼食付！ 気軽な半日観光！食事なし！

ジャングルトレッキングと首長族 ドイ・ステープ山頂寺院とチェンマイ市内観光

大人1名様あたり 大人1名様あたり

￥9,800～ ￥7,000～
【催行日時】 毎日 08:30-16:30 【催行日時】毎日 8:30～12:00 

/ 13:30～17:00

象乗り体験やイカダ下りを楽しんだ後、首長族の集落を訪れます。　　
【コース内容】市内主要ホテルお出迎え、メーテンエレファントキャン
プ(65km)へ、象の水浴び、象の材木運搬作業など見学、象に乗ってジャ
ングルトレッキング、牛車乗り、昼食(ビュッフェ)、竹イカダ川下り、
オーキッドとバタフライファームを見学、首長族の村、市内主要ホテル
へ到着。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ツアー中に象乗りを体験される場合、身長制限がございます。130cm未
満のお客様は象乗り体験は参加頂けませんので、予約時に身長、年齢を
お知らせ下さい

標高1080mのステープ山の山頂に黄金に輝く仏塔が立つタイ北部で最も神
聖な寺院を訪れます。
【コース内容】主要ホテルお出迎え、ドイ・ステープ山頂寺院観光、
チェンマイの代表的な寺院(プラシン寺院、スアンドーク寺院、チェディ
ルアン寺院)観光、主要ホテルお見送り。予約時に午前・午後のご希望を
お申し付け下さい。
※1-3際の子供は無料です。4-11歳の子供は大人の半額になります。

PICK UP!!　チェンマイ発着オプショナルツアー 【S4633】

日本語ガイド！送迎付！

北タイ伝統料理カントークディナーショー ご予約・お問い合わせは……

大人1名様あたり

￥4,400～
【催行日時】毎日 19:00-21:00

チェンマイの郷土料理を昔ながらの伝統的なスタイルで楽しんで頂きま
す。宮廷さながらに北タイ舞踊を観賞しながらお食事ができるレストラ
ンシアターにご案内致します。
【コース内容】主要ホテルお出迎え、カントークディナーショー、主要
ホテル送り。ディナー時間:19:00-20:00、ショー時間:20:00-21:00。
※1-3歳の子供は無料です。4-11歳の子供は大人の半額になりますので、
お問い合わせください。


