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¥19,400～ チャンギ空港ターミナル3に直結しており、トランジットには大変便利なホテルです。
シンガポールEXPO、ビジネスパーク、ゴルフコ―スなど人気のレクレーションスポッ
トにも至近です

クアラルンプール／クアラルンプール空港

¥11,000～

¥11,500～

2018年7月-9月

ソウル／仁川空港

プレミア ¥21,000～

¥15,400～SELAPT99TRA(NO.11158) スタンダード(12時間)

BKKAPN99MTR(NO.9032)

SINAPTHICRO(NO.114614)

スタンダード(6時間)

BKKAPNNVSVB(NO.110799) スーペリア(8時間) ¥17,000～

ノボテル スワンナプーム エアポート ホテル

¥14,700～

バンコク／スワンナプーム空港
スーペリア(4時間)

ミラクル　トランジット　ホテル スタンダード(4時間)

エグゼクティブ

2013年オープン。虹橋空港の第2ターミナル(出発ロビー2号門)に直結するエアポー
トホテル。トランジットに便利です。

上海 虹橋 エアポート ホテル（エア チャイナ）

¥16,300～

¥19,500～

¥14,200～

SHAHQO99BOY(NO.19477)

トランジットエリア内（Gゲート）にある休憩専用ホテル。次の乗り継ぎまでの間、シャ
ワーを浴びてお部屋でゆっくりお過ごしください。朝食も24時間提供されるので、時
間を気にせず短時間滞在ができるのが魅力です。

インチョン エアポート トランジット ホテル スタンダード(6時間) ¥9,000～ 仁川空港内にある国際線から国際線への乗り継ぎする方専用のホテル。館内には
レストランやビジネスセンター等を完備しています。
※予約時に到着便・出発便・利用時間をお知らせください。
●スタンダード（24時間）￥21,000～　※6時間：　7：30～18：00の間限定

スーペリア ¥17,400
HKGAPTRQRGA(NO.100847)

香港／香港国際空港
リーガルエアポートホテル ミーティング ＆ カンファレンスセンター 旅客ターミナルに直結し、アジアワールドエキスポ（展示場）までわずか1分。中環

へはエアポートエクスプレスで23分です。日本食など6つのレストラン・プール・サウ
ナ・ジムの設備充実。ベストエアポートホテルを数多く受賞しています。

広州／広州白雲空港
広州新空港施設に併設。ホテルから空港は直結道で徒歩約2分。現代的なデザイ
ンに加え、レストラン、バー、フィットネスセンター、スパ、温水プールなど館内施設
も充実しています。CANAPTACPUL(NO.111202)

スーペリア

デラックス

バンコク／スワンナプーム空港

プルマン 広州 白雲空港

シンガポール／チャンギ空港

クラウン　プラザ　チャンギ　エアポート ビジネス

徒歩5分ほどのスカイブリッジでクアラルンプール国際空港と直結しているホテル。
部屋には最新設備を整えており、防音設備も万全です。レストランや屋外プール、
24時間利用可能なジムなど施設も充実しています。

¥5,100～

サマ サマ ホテル ＫＬ インターナショナル エアポート

SYDAPTRGRAT(NO.21730)

空港から地下一階を通り直結(朝6時から夜12時迄)。 空港～ホテル間は24時間
シャトルバス運行(空港2階4番出口を出るとホテルスタッフが待機)。 何時でもチェッ
クインでき、その時間から24時間滞在できます(デイユース除く)。
●スーペリアルーム朝食付（24時間）￥21,100～

KULSEP99SAM(NO.100387)

¥23,300～スーぺリア

デラックス ¥15,900～

¥27,200～

シドニー国際空港内に位置するホテル。リッジスドリームベッドという名の特製ベッ
ドや42インチTV、無料WIFIインターネットなどの最新設備が整っています。

上海／虹橋空港

リッジス　シドニー　エアポート　ホテル

デラックス ¥27,900～

シドニー／シドニー空港

メルボルン／メルボルン空港

パークロイヤル メルボルン エアポート スタンダード ¥24,300～ 空港に直結した4つ星ホテル。客室はモダンでスタイリッシュながら、落ち着いた色
調でお寛ぎいただけます。バスタブも完備です。館内全エリアで無料WiFiご利用可
能。屋内温水プール、24時間オープンのジムなど施設も充実です。MELAPTPZAPT(NO.105133) スーぺリア

ハノイ／ノイバイ空港

ＶＡＴＣ スリープ ポッド ハノイ エアポート
T1ターミナル

（3時間） ¥3,500～ T1およびT2の各空港ターミナルにある簡易カプセルホテル。空港内に2箇所あるレ
セプションにてチェックイン可能です。 (T1ターミナル2階エスカレーターそば/T2ター
ミナル2階東端)。 シャワーや浴室はございません。全室WIFI無料。
●T2ターミナル（3時間）￥4,300～　　　●T2ターミナル（24時間）￥6,200～HANAPT99POD(NO.25705)

T1ターミナル
（24時間）

バンコク／ドンムアン空港

アマリ　ドンムアン　エアポート　ホテル ドンムアン空港直結。ドンムアン空港から徒歩でアクセスできる唯一のホテルとし
て、トランジットや深夜到着の際に便利です。充実した館内施設や客室設備に対し
て料金も大変お値打ちです。空港周辺の工業団地に用務のあるビジネスマンにも
人気のホテルです。BKKAPTAMAPT(NO.353)

¥8,100～デラックス

JHCなら 

全日空のマイレージが 

200円＝1マイル  

貯まります♪ 

空港内＆空港直結のホテルをご紹介！次のフライトまでごゆっくりお過ごしいただけます！ 
らくらく 

移動♪ 

※ご予約時にフライト情報が必要な場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 
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■北米■　※アメリカは国際線からの乗り継ぎは空港内ホテルも入国審査が必要になります。

ボストン／ローガン空港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             3★ BOSAPTHHHAL(NO.514)

シカゴ／シカゴ空港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             3★ CHIAPTHHHIO(NO.732)

ダラス／フォートワース空港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            4★ DALAPTHYHYA(NO.902)

デンバー／デンバー空港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              4★ DENAPTWIWIA(NO.27112)

ヒューストン／インターコンチネンタル空港　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             4★ HOUAPTMCMAA(NO.101172)

オーランド／オーランド空港　                                                                            4★ MCOAPTHYHYA(NO.2092)

マイアミ／マイアミ空港　                                                                                  3★ MIAAPT99APT(NO.2218)

バンクーバー／バンクーバー空港　                                                                  5★ YVRAPTFAFAA(NO.102924)

トロント／トロント空港　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             4★ YYZAPTSISAP(NO.100760)

カルガリー／カルガリー空港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              3★ YYCAPTDEDAP(NO.100510)

■ヨーロッパ■

パリ／シャルル・ド・ゴール空港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　             4★ PARCDGSISHA(NO.6258)

ミュンヘン／ミュンヘン空港    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            5★ MUCAPTHLHIL(NO.2423)

フランクフルト／フランクフルト空港 5★ FRAAPTHLGAR (NO.16146)

アムステルダム／スキポール空港　　                                                                 4★ AMSAPTSISHA(NO.101350)

amanning@toureast.netミラノ／マルペンサ空港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               4★ MILMXPSISHE(NO.14989)

ヘルシンキ／ヴァンター空港　　                                                                      5★ HELAPTHLHIL (NO.113715)

ロンドン／ヒースロー空港                                                                               5★ LONLHRSFSOF (NO.112627)

コペンハーゲン／コペンハーゲン空港 5★ CPHAPT99CLA (NO.106098)

H18A012

¥18,300～ 空港ターミナル3に直結したデラックスホテル。ターミナル1、2へはシャトルバスが運
行。市内へは地下鉄が便利です。

デルタ カルガリー エアポート インターミナル 部屋指定なし ¥22,000～ カルガリー国際空港とスカイウォークで直結しているので、深夜や早朝のフライトの
お客様には大変便利です。

スタンダード

フェアモント バンクーバー エアポート ¥30,200～

スタンダードハイアット リージェンシー ダラス フォートワース

空港に地下トラムで直結した便利なロケーション。癒しとリフレッシュにぴったりな空
間でくつろぎのひとときをお過ごしください。

ローガン空港のターミナルA&Eがスカイブリッジで繋がっているので歩いてホテルへ
渡れます。バゲッジクレイムから直通電話でフリーシャトルのご利用も可。¥21,400～

¥21,400～ヒルトン シカゴ オヘア エアポート

スタンダード

¥31,800～

ＤＦＷ国際空港内、ターミナルＣ近くに位置し便利。ベアクリークゴルフクラブやグ
レープバインへも好アクセスです。

トラディッショナル

オヘア空港のターミナルとCTAの駅に直結。ターミナル5（国際線）を除く各ターミナ
ルと地下道で繋がっています。

¥13,300～

ご予約・お問い合わせは・・・

ヒースロー空港ターミナル５直結のラグジュアリーホテル。コンテンポラリーな明る
い空間、ＺＥＮガーデンなどのリラックス空間が特徴です。

空港ターミナルからホテルまで屋内通路で移動でき、アクセス抜群です。トランジッ
トのお客様から大変人気の高いホテルです。

クラシック

マイアミ国際空港ターミナル中央のコンコースEにあり、航空会社のチェックイン・カ
ウンターのすぐ側という便利さです。客室は防音設備が施され快適に過ごせます。

空港のターミナルに直結しているので、到着後は徒歩でホテルへ行くことができま
す。市内へは空港へ乗入れている列車で40分です。

フェアモントルーム

¥23,700～

「空港内」マークのホテルはトランジットエリア内とは限りません。ホテルの掲載料金は1泊
1室あたりの最低料金です。料金には税金・サービス料が含まれています。個人勘定は
チェックアウトの際、お客様が直接ホテルへお支払い下さい。ベッド台数の確約はできま
せん。チェックイン時のホテルの状況によりますので予めご了承下さい。現地事情により
料金が変更になる場合がございます。ご予約時に必ずご確認下さい。変更・取消規定は
ホテルによって異なります。詳しくはお問合せ下さい。

オーランド国際空港メイン・ターミナル内に位置。空港のショッピングモールはホテ
ルのロビーと繋がっていて、30以上のショップやレストランがあります。

2015年オープン。防音仕様の客室は洗練されたデザインで快適にお過ごしいただ
けます。レストランやミーティングスペース、フィットネスセンター完備の大型ホテル。

スタンダード

ヒルトン ボストン ローガン エアポート

スタンダード

ハイアット リージェンシー オーランド ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｴｱﾎﾟｰﾄ

¥35,600～ウェスティン　デンバー　インターナショナル エアポート

ゲストルーム

ターミナル2から直結。ホテル内にはフィットネスセンターとサウナがあります。客室
はエアコン、ミニバー、セーフティボックス完備でほとんどから滑走路が見えます。

スタンダード ¥16,400～

ロビーにはセルフチェックイン機が置かれ便利。ガラス張りのフィットネスセンターか
らは空港の様子が見下ろせ、ビュッフェレストランからは滑走路が望めます。

クラリオン　コペンハーゲン　エアポート 

部屋指定なし

マイアミ インターナショナル エアポート ホテル

スタンダード

¥23,500～

ヒューストン　エアポート　マリオット　アット　ジョージ　ブッシュ

部屋指定なし

シェラトン ゲートウェイ ホテル

¥31,600～

¥19,600～

空港ターミナルに隣接しており、空港とホテルとは空中回廊でつながっています。
館内には会議施設、屋内プール、ジム、サウナなど充実した設備があります。

ソフィテル ロンドン ヒースロー T5 クラシック

ヒルトン　ヘルシンキ　エアポート ゲストルーム

ミラノマルペンサ空港の第１ターミナル内に位置し、空港ターミナルから外に出る必
要はありません。

¥16,200～

¥23,900～

ヘルシンキ国際空港からわずか徒歩３分。屋根つき連絡路を通して空港ターミナル
に直接アクセスできる唯一のホテルです。

シェラトン ミラノ マルペンサ エアポート ホテル & カンファレンス

¥13,100～

¥22,900～

シェラトン パリ エアポート ホテル ＆ コンファレンス センター クラシック

ヒルトン　ミュンヘン　ｴｱﾎﾟｰﾄ

ヒルトン ガーデンイン　フランクフルト エアポート

シェラトン アムステルダム エアポート デラックス

空港ターミナル１から歩行者用スカイウォークで直結しています。ターミナル2ご到
着の場合は、ターミナル1への無料スカイトレインをご利用いただけます。

¥24,700～

http://www2.jhc.jp/contents/default/mile/top_B.htm 

JHCご利用で全日空のマイレージが貯まります！ 

↓詳しくはこちらへアクセス↓ 
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