
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！

バンコク
～価格重視派＆リピーター編～

・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。

2018年1月～10月　値下げ＆特典付きホテル JHCなら全日空マイレージが 200円＝1マイル貯まります！

バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット）

4★ / GRAND PRESIDENT 3★ / MANHATTAN HOTEL BANGKOK

グランド　プレジデント マンハッタン　ホテル　バンコク

駅から徒歩約５分！コスパ良し！喫煙予約時確約可！日本
語放送（５チャンネル）視聴可！Wi-Fi無料！ 駅から徒歩約５分！立地抜群な老舗ホテル！Wi-Fi無料！

￥5,800～ ￥6,300～
ＢＴＳナナ駅より徒歩５分。スクンビット通りに至近でお買い物や観
光、ビジネス等に便利です。３つのタワーに分かれていて、デラッ
クスとジュニアスイートが人気です。全室にキチネットあり、ＷＩＦＩ
無料、日本語放送も多チャンネルありとサービスが充実。

ＢＴＳアソーク駅から徒歩約 5分と近く、観光にもビジネスにも便利
です。屋外プールやフィットネス、サウナなど充実した施設を備え
たリーズナブルな３つ星ホテル。客室は簡素ながらも十分な設備
です。館内レストランはおいしいと評判。全室ＷＩＦＩ無料です。

BKKSUKPBGPR (NO.4833) BKKSUK99MHT (NO.400)

バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット）

4★ / HOPE LAND EXECUTIVE 
RESIDENCE 4★ / TAI-PAN HOTEL BANGKOK 4★ / PRESIDENT PARK 4★ / ROYAL PRESIDENT

ホープランド　エグゼクティブ　
レジデンス タイ　パン　ホテル　バンコク プレジデント　パーク ロイヤル　プレジデント

駅から徒歩約３分！高速入口近くに
あるホテル！Wi-Fi無料！

喫煙・禁煙予約時確約可！！
Wi-Fi無料！

高速へのアクセス良！日本人
リピーター多数！Wi-Fi無料！

立地とコスパ良し！日本語チャンネル
視聴可能！Wi-Fi無料！

￥5,800～ ￥5,800～ ￥5,800～ ￥6,700～
ＢＴＳプラカノン駅から徒歩３分。シッ
クで落ち着いた内装のレジデンスタイ
プのホテルです。手ごろな料金ながら
も快適にお過ごしいただけます。高速
道路の入り口にも近く、郊外への訪問
やゴルフ目的にも大変便利なロケー
ションです。全室ＷＩＦＩ無料です。

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。日本人利用者が８割
と安心。朝食は５時半より開始でビジ
ネスに最適です。全室ＷＩＦＩ無料。

エンポリウムデパートの奥に建つ
サービスアパートメント。最寄駅まで
のトゥクトゥクサービスも有ります。
キッチン等生活に便利な内装が特長
です。ＷＩＦＩ無料。日本語放送も５チャ
ンネル視聴可。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。

スクンビット通りのタイムズスクエアに
程近い日本人駐在員の多くが住んで
いる地域にあるアパートスタイルのホ
テルです。客室には室内金庫、電子
レンジ、冷蔵庫などがそろっており、
短期駐在、長期滞在の方には特に便
利です。

BKKSUK99HPK (NO.9717) BKKSUK99TAI (NO.441) BKKSUKPBPPK (NO.5269) BKKSUKPBRYP (NO.5268)

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！



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！

バンコク
～価格重視派＆リピーター編～

・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。

2018年1月～10月　値下げ＆特典付きホテル JHCなら全日空マイレージが 200円＝1マイル貯まります！

バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット）

3+★ / HOPE LAND EXECUTIVE 
SERVICE - APARTMENT

3+★ / D VAREE DIVA BALLY 
SUKHUMVIT 4★ / KINGSTON SUITES 3★ / X2 VIBE BANGKOK 

SUKHUMVIT HOTEL

ホープ　ランド　エクゼクティブ　サー
ビス　アパートメント

ディー　ヴァリー　ディーバ　
バリー　スクンビット キングストン　スイーツ

X2　バイブ　バンコク　スクン
ビット　ホテル

駅から徒歩約５分の好立地！
喫煙室多数有！Wi-Fi無料！

お手軽価格でコスパの良いホ
テル！Wi-Fi無料！

客室広々！日本語放送複数視
聴可！Wi-Fi無料！

駅より徒歩約５分！大浴場利
用無料！Wi-Fi無料！

￥6,700～ ￥5,200～ ￥6,300～ ￥6,100～
エンポリアムデパートのある通りを、
徒歩で約５分。ＢＳ放送でいくつかの
日本の民放がＴＶで見られ、また朝食
クーポンを利用しない場合、お昼や夜
でもセットメニューと交換できるという
気の利いたサービスがあるのが嬉し
い。

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。

スクンビットのソイ１５に位置し、静か
なロケーションですが、活気ある流行
のスクンビットロードへもすぐです。
ＢＴＳスカイトレンのアソーク駅やナナ
駅、またＭＲＴスクンビット駅へは徒歩
圏内で、無料のトゥクトゥクサービスを
利用すれば５分と大変便利。

ＢＴＳオンヌット駅より徒歩５分。日本
人在住者の多いアパートが立ち並ぶ
エリアに位置する新しいホテルです。
客室はコンパクトながらも十分な設備
が整っており、ＷＩＦＩも無料です。部屋
にバスタブはありませんが、大浴場が
あります。

BKKSUK99HOP (NO.114600) BKKSUK99BAL (NO.12221) BKKSUKPBKIN (NO.8198) BKKSUK99XTV (NO.29435)

バンコク（シーロム） バンコク（シーロム） バンコク（サイアムスクエア＆周辺） バンコク（ラチャダピセーク通り）

3★ / D VAREE DIVA BALLY 
SILOM 

4★ / THE NARATHIWAS 
RESIDENCE

3★ / D VAREE XPRESS 
MAKKASAN BANGKOK 

3+★ / THE PALAZZO HOTEL, 
BANGKOK

ディー　ヴァリー　ディーバ　バ
リー　シーロム ナラティワート　レジデンス

ディー　ヴァリー　エクスプレス　
マッカサン　バンコク

ザ　パラッツォ　ホテル，　バ
ンコク

駅より徒歩約２分！タニヤへも
徒歩圏内！Wi-Fi無料！

客室広々！セキュリティも安
心！Wi-Fi無料！

アソークへわずか１駅と好立
地！Wi-Fi無料！

駅から徒歩約５分！ナイトマー
ケットへも徒歩約５分！

￥5,200～ ￥6,700～ ￥4,500～ ￥5,400～
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。

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
で始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。

ＭＲＴペッブリー駅からわずか徒歩５
分の場所に位置しています。広々とし
た客室の３ツ星ホテルで、館内のレス
トランは２４時間営業です。ターミナル
２１ショッピングモールへＭＲＴで1駅、
セントラル・ラマ９へも１駅という立地
です。

ラチャダーピセーク通りに面し、地下
鉄へも徒歩約５分！ナイトマーケット
や市場、マッサージ店なども徒歩圏内
で便利な立地です。客室は３０平米よ
りと広々していて、コストパフォーマン
スが良く観光だけでなく、ゴルフを楽し
む方にもおすすめのホテルです。

BKKSIL99DVR (NO.8366) BKKSIL99TNW (NO.29845) BKKSIA99DXM (NO.12660) BKKRAC99PAL (NO.112919)


