
ベイリーズ　ホテル　ロンドン ロイヤル　ナショナル　ホテル ミレニアム　メイフェア インペリアル　ホテル
THE BAILEY'S HOTEL LONDON ROYAL NATIONAL HOTEL MILLENNIUM MAYFAIR IMPERIAL HOTEL
★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★

グロスターロード駅前 早期取り21日前　最低2泊 メイフェアの中心 早期取り21日前　最低2泊

￥20,600～ ￥10,700～ ￥26,100～ ￥12,200～
ケンジントンの便利なエリアにあるデ
ラックスホテル。ビクトリア様式の建物
に最新設備とブリティッシュなインテリ
アを備えています併設のイタリアレスト
ランは多くの受賞歴を持ちセレブにも
人気。ハイセンスな英国調。

ヒースロー空港から地下鉄ピカデリー
線で一本，ラッセルスクエア駅からは
徒歩２分という個人旅行のお客様向け
のホテル。大英博物館やコヴェント
ガーデンへも近接しております。

グロブナースクエアに面した美しい建
築とチャーミングな英国風インテリア
が素敵な高級ホテルです。オックス
フォードストリートやハイドパークは徒
歩約５分、買物にも観光にも適した立
地です。

大英博物館・コベントガーデン・ラッセ
ルスクエア・劇場街など多くの見どころ
へのアクセスが便利なホテル。地下鉄
駅や空港行きバスの乗り場なども近
接。ツインベッドの確約ができます。

LONCTRMNBAI（no.5845） LONCTRIPRYL（no.1941） LONCTRMNMAY（no.1879） LONCTRIPIMP（no.1911）

ザ　クイーンズ　ゲート　ホテル Ｋ　ウェスト　ホテル　＆　スパ ノーフォーク　プラザ　ホテル ランカスター　ロンドン
THE QUEEN'S GATE HOTEL K WEST HOTEL & SPA NORFOLK PLAZA HOTEL LANCASTER LONDON
★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★

ミュージアム巡りに便利 買い物に便利 4泊以上1泊無料 全室改装済

￥24,600～ ￥24,600～ ￥10,700～ ￥27,300～
ビクトリア調の家並みに囲まれた閑静
な立地。博物館、美術館、公園、ロイ
ヤルアルバートホールに近い文化的
なエリアです。館内はモダンで落着い
た雰囲気。バーや 小さな庭でくつろぐ
事もできます。

現代アートがそのままホテルになった
ような、お洒落な館内。Ｋ－ＳＰＡでは
各種トリートメントやマッサージが受け
られるほか、ヨガやタイチイの体験が
でき ます。ウェストフィールドショッピン
グ モールは徒歩5分。

パディントン駅から徒歩数分。客室は
全室シャワー・トイレ付で、テレビ、ドラ
イヤー、ミニバー等が備わっていま
す。ロビーと一部の客室でインター
ネット接続（無料）が可能です。 朝食
付き料金もあります。

パディントン駅は徒歩10分。朝食時に無
料のご飯とお味噌汁が注文でき、別料
金・前日までの予約で本格的な和朝食
の準備が可能。客室からの市内の眺め
が素晴らしく、日本仕様のコンセント使用
可能、日本語放送TVがあります。8月ま
で公共エリア改装中。

LONCTR99ABQ（no.13278) LONCTR99KSN（no.6815) LONCTR99NOR（no.113709) LONCTR99RLA（no.1940)

JHCなら全日空マイレージが200円＝1マイル貯まります！

ミレニアム　グロスター　ホテル　ロンドン　ケンジントン

MILLENNIUM GLOUCESTER HOTEL LONDON KENSINGTON

ピカデリーライン沿線

￥20,600～

地下鉄を利用して、市内のどこへ行くのにも便利な場所にある
高級ホテルです。グロスターロード駅は徒歩約１分、ヒースロー
空港アクセスも容易な立地。周辺にはお洒落なレストランが多
く、毎日の食事が楽しくなります。

★★★★

広々としたロビー！

ベッドフォード　ホテル

LONCTRMNGLS（no.1901）

2017年4月～8月  お買い得・お薦めホテル特集

ツイン確約可！

￥12,000～

地下鉄ラッセル・スクエア駅まで徒歩数分。美しい中庭を持つ
ホテルです。徒歩圏内に大英博物館があり、またピカデリー・
サーカスへのアクセスにも便利。近年の公共エリア改装でナ
チュラルモダンになりました。

LONCTRIPBED（no.1872)

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！

ロンドン
BEDFORD HOTEL

★★★

早期取り21日前　最低2泊

＝朝食付



Ｈ１０　ロンドン　ウォータールー ザ チェルシー ハーバー ホテル プレジデント　ホテル タビストック　ホテル
H10 LONDON WATERLOO THE CHELSEA HARBOUR HOTEL PRESIDENT HOTEL TAVISTOCK HOTEL

★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★

お得な日曜料金 8割がバルコニー付きのスイート 早期取り21日前　最低2泊 早期取り21日前　最低2泊

￥13,500～ ￥31,500～ ￥11,100～ ￥10,600～
ウォータールー駅から450m、ロンドン
外の出張にも便利です。ビッグベンや
テムズ川へも徒歩15分。ロンドンアイ
が見えるお部屋もあります。ルーフテ
ラスレストラン、スパ、フィットネスもあ
ります。

チェルシーハーバーマリーナを見渡す
５つ星ホテル。屋内プール、フィットネ
スセンターなどがあり、レストランには
テラス席を設け、マリーナのゴージャ
スな眺めを楽しみながらのお食事やド
リンクをお召し上がり頂けます。

大英博物館に近い、ラッセルスクエア
にある大型ホテルです。近年の改装で
はレストランやバーがモダンにアップ
デートされ、週末には、ジャズピアノの
ライブ演奏が楽しめます。ヒースロー
空港まで地下鉄で乗換がなく便利。

ラッセルスクエアや大英博物館に程近
い場所に建つ、アールデコ調の入り口
を持つホテル。地下鉄駅も近いので、
市内の観光スポットへ行くにも便利で
す。4月には新しいバーがリニューア
ルオープン。ツイン ベッド確約可。

LONCTRTNTEN（no.12291） LONCTR99WYN（no.5833) LONCTRIPPRE（no.1934) LONCTRIPTAV（no.110835)

ミレニアム　ナイツブリッジ ノボテル　ウエスト コプソーン　アット　チェルシー　フットボール　クラブ セント　ジャイルズ　ヒースロー
MILLENNIUM KNIGHTSBRIDGE NOVOTEL WEST COPTHORNE AT CHELSEA FOOTBALL CLUB ST.GILES HEATHROW
★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★

ハロッズまで徒歩5分 ヒースロー空港アクセス良好 チェルシーＦＣスタジアム横 ヒースロー空港アクセスは路線バス

￥25,000～ ￥15,000～ ￥16,900～ ￥7,600～
ナイツブリッジの中心に位置するスタ
イリッシュなホテルです。ハイドパーク
へも近距離で、周辺には沢山のブラン
ドショップが並んでいます。３階までの
ガラス張りのアトリウムは開放感があ
り、館内にはエレガントな調度を配置。

最寄ハマースミス駅まで徒歩5分。周
辺には各種ショップやレストランあり。
リーズナブルな４星ホテルをお探しの
方にお勧めです。広いロビーにはバー
やビジネスコーナー設置。

フルハムブロードウェイ駅から徒歩約
５分です。同系列のミレニアムホテル
は同じ敷地に隣接しレストランのご利
用が可能。キングスロードは徒歩５分
でお洒落なエリア散策もできます。

ヒースロー空港から約3.2ｋｍの場所に
位置する大型ホテル。近くにはショッピ
ングストリートやレストラン、映画館な
どもあります。館内にあるイタリアンレ
ストランは地元でも人気があります。

LONCTRMNKNB（no.1886) LONCTRNVNOV（no.1927) LONCTROPCHE（no.13481) LONLHR99SGI（no.110850)

ご予約・お問い合わせは･･･

H17A012

￥9,600～
多目的なご利用に！

ハイストリート・ケンジントン駅まで徒歩約２分。柔和なインテリ
アの客室は全室バスタブが備わり、高層階の大きな窓からは
周辺の眺望を楽しめます。広めのロビーにはお土産店や早朝
対応の軽食コーナーがあり気の利いたサービスを提供してい
ます。

LONCTROPCOP（no.5929）

コプソーン　タラ　ホテル　ロンドン　ケンジントン
COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON
★★★★

地下鉄駅徒歩2分
空港アクセス良好！

ヒースロー空港と市街地の中間に位置するアメリカンタイプの
ホテル。地下鉄、鉄道駅に近いので郊外に行くのにも便利で
す。客室ではサテライトＴＶが無料で、 ティー＆ コーヒー設備
があり落着いた雰囲気です。

LONCTRIBERS（no.6158）

9割以上がバスタブ付

イビス　ロンドン　アールズ　コート
IBIS LONDON EARLS COURT
★★★

￥12,600～

・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。
・変更・取消規定はホテルや期間によって
異なります。詳しくはお問い合わせくださ
い。
・掲載写真はホテル設備の一例です。


