
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！

春休み＆ローシーズン
いちおし！ビーチエリア

・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・サービス料込 )
・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！

プーケット パトンビーチ プーケット パトンビーチ プーケット パトンビーチ

4★ / THE ROYAL PARADISE HOTEL & SPA 4★ / PATONG RESORT HOTEL 4★ / NOVOTEL PHUKET 
VINTAGE PARK

ロイヤル  パラダイス  ホテル ＆ スパ パトン　リゾート　ホテル
ノボテル　プーケット　ビン
テージ　パーク

ハイシーズン料金より約６６％お得！ビーチから徒歩５分！
人気ホテル！Wi-Fi無料！

ハイシーズン料金より約１３％お得！
立地抜群！Wi-Fi無料！

ハイシーズン料金より約６４％お得！
ファミリーにおすすめ！Wi-Fi無料！

￥6,300～ ￥9,500～ ￥10,900～
パトンビーチの中心に立地。２５階建の高層建築が一際目立
つランドマーク的存在のホテル。ビーチへは徒歩１０分、ナイ
トスポットエリアへも徒歩圏内という便利さ。ロイヤルウィング
とパラダイスウィングからなります。日本語スタッフもいます
ので安心。

パトンビーチの中心地にありビーチま
ですぐ近く。ショッピング＆エンターテ
イメントエリアも徒歩３分程で周辺に
はマッサージ店などもあり便利です。
ステーキハウスや日本食レストランも
あります。ロビーではＷＩＦＩ無料です。

２０１２年オープンのホテル。中心部ま
でも徒歩１０分弱という便利なロケー
ション。東南アジアの建築様式を活か
したモダンな外観で、また客室は明る
い雰囲気でまとめられています。プー
ルやエアロビクラス、クッキングクラス
などアクティビティも充実。

HKTPBS99RYP (NO.1359) HKTPBS99PAT (NO.1350) HKTPBSNVVIN (NO.18198)

プーケット カマラビーチ プーケット カマラビーチ プーケット カロンビーチ プーケット カロンビーチ

4★ / KAMALA BEACH RESORT 
(A SUNPRIME RESORT)

4★ / SUNWING RESORT 
KAMALA BEACH 

5★ / MOEVENPICK RESORT & 
SPA KARON BEACH PHUKET

4★ / NOVOTEL PHUKET 
KARON BEACH RESORT & SPA

カマラ　ビーチ　リゾート (サンプ
ライム　リゾート）

サンウィング　リゾート　カマ
ラビーチ

モーヴェンピック　リゾート　アンド　ス
パ　カロン　ビーチ

ノボテル　プーケット　カロン　ビーチ　
リゾート　＆　スパ

ハイシーズン料金より約５２％お得！
ビーチが目の前！Wi-Fi無料！

ハイシーズン料金より約３９％
お得！ビーチまで徒歩１分！

ハイシーズン料金より約４６％
お得！ファミリーにおすすめ！

ハイシーズン料金より約４９％お得！
お子様連れに好評！Wi-Fi無料！

￥12,400～ ￥13,800～ ￥18,100～ ￥12,900～
島の西海岸、カマラビーチにココナッ
ツの木々に囲まれて建つ大人の為の
リゾートホテル。パトンビーチへのシャ
トルバスも運行されており便利です。
お部屋は明るく清潔感のある室内装
飾でまとめられています。お子様は
１６歳以上よりご滞在頂けます。

カマラビーチに位置。全客室はスタジ
オまたはファミリースイートタイプと
なっていて、ファミリーにもお薦めのリ
ゾートです。リゾート内には７つのプー
ル、２つのスライダー、キッズエリア、
ジムなどが揃っており、その他アク
ティビティも満載です。

カロンビーチエリアに位置するデラッ
クスリゾートホテル。カロンビーチへは
歩いて約２分。客室はモダンですっき
りとした涼しげな印象。豊かな木々の
緑に囲まれています。種類豊富なメ
ニューから楽しめるスパも人気です。

パトンビーチ隣にあるカロンビーチに
ある、寛ぎリゾート。鳴き砂で有名なカ
ロンビーチが目の前にあります。キッ
ズプログラムも豊富でお子様連れに
もお勧めです。パトンビーチへも車で
約１０分と近いながらもよりゆったり出
来ます。全客室バルコニー付

HKTKMLBWKAM (NO.108257) HKTKMLBWWIN (NO.115121) HKTKRNMKMOE (NO.1340) HKTKRNNVKRN (NO.21355)

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！

春休み＆ローシーズン
必見！お得なビーチホテル

・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・サービス料込 )
・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！

プーケット カタビーチ プーケット スリンビーチ プーケット ナイハーンビーチ プーケット バンタオビーチ

4★ / BEYOND RESORT KATA 4★ / NOVOTEL PHUKET SURIN 
BEACH RESORT 5★ / THE NAI HARN PHUKET 5★ / MOVENPICK RESORT 

BANGTAO BEACH PHUKET

ビヨンド　リゾート　カタ
ノボテル　プーケット　スリン　
ビーチ　リゾート ナイ　ハーン　プーケット

モーベンピック　リゾート　バンタオ　
ビーチ　プーケット

ハイシーズン料金より約４７％
お得！ビーチが目の前！

ハイシーズン料金より約４９％
お得！ファミリーにおすすめ！

ハイシーズン料金より約６４％お得！
大人のリゾート！Wi-Fi無料！

ハイシーズン料金より約７１％お得！
カップルに好評！Wi-Fi無料！

￥18,100～ ￥11,800～ ￥26,700～ ￥40,700～
プーケットでも珍しい、オンザビーチの
ホテル。プーケットタウンから車で約
２５分、カタビーチ沿いにあるホテル。
吹き抜けの広大なロビーエリアが圧
巻です。館内の施設も充実していて、
有名シェフを招いたイタリアンレストラ
ン「ペピーノ」を目当てに訪れる人も

美しい白砂が人気のスリンビーチまで
徒歩５分。数多くのエンターテイメント
がホテル周辺にあり、徒歩でのアクセ
スが容易です。ホテル内にはキッズク
ラブや子供用プールも備えています
ので、ファミリーでの楽しい思い出作
りにも役立ちます。

プーケット島最南端に位置する隠れ
家的ホテル。敷地内どこからでも海が
眺められ、客室の大きなプライベート
テラスや究極のリラクゼーションが体
験できるスパなど、ハネムーンカップ
ルやしっとりとした大人のリゾートを満
喫されたい方にお勧め。

バンタオビーチの黄金の砂浜の隣に
位置し、非常に静かな立地のリゾート
ホテルです。客室はホテルタイプの客
室のほか、リビングルームとキッチン
のついたレジデンスタイプがあり、
広々とした室内でおくつろぎ頂けま
す。カップルにも人気です。

HKTKATKTKAT (NO.1336) HKTSRINVRIN (NO.23094) HKTNAI99HAR (NO.1365) HKTTHOMKMOE (NO.30094)

サムイ島 チャウエンビーチ サムイ島 チャウエンノイビーチ サムイ島 ナトン

4★ / CHURA SAMUI 4★ / THE SARANN KOH SAMUI 5★ / NIKKI BEACH RESORT 
KOH SAMUI

チュラ　サムイ サラン　コサムイ
ニッキ　ビーチ　リゾート　
コー　サムイ

ハイシーズン料金より約４３％お得！空港から車で約１０分
の好立地！ビーチが目の前！Wi-Fi無料！

ハイシーズン料金より約２７％お得！
全室ジャグジー付！Wi-Fi無料！

ハイシーズン料金より約６２％お得！
カップルに好評！Wi-Fi無料！

￥19,000～ ￥14,900～ ￥27,100～
２０１１年６月にオープンしたとてもユニークなスタイルのホテ
ル。喧騒から離れた場所に位置していますが、歩いて１０分
程度でショッピングエリアやナイトスポットへも行ける好立地
です。ビーチも目の前です。日本食レストランと酒バーもあり
ます。

２００８年チェウエンノイビーチに出来
たブティックホテル。サムイ空港から
は車で２０分、繁華街のチェウエン
ビーチまでは車で１０分です。お部屋
は広々としており、設備も充実してい
るので快適な滞在をお楽しみ頂けま
す。ジャグジー付きのお部屋もありま
す。

世界的人気のビーチクラブ「ニッキ
ビーチ」による５星リゾートホテル。
プールではＤＪがクラブミュージックを
プレイ。週末はプールパーティなどの
イベントも。一方、客室はプライベート
感あふれのんびりゆったり心地よくお
くつろぎ頂けます。

USMCHA99CHU (NO.15614) USMCWN99SRA (NO.113869) USMOTR99NIK (NO.29055)


