
シーロム

ザ　スコタイ　バンコク
シーロム

バンヤン　ツリー　バンコク
シーロム

チャトリウム レジデンス バンコク サトーン
シーロム

センターポイント　シーロム

★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥30,700～ 1泊1室　 ¥28,800～ 1泊1室　¥10,000～ 1泊1室　 ¥12,100～
サトーン通りに位置。古代「スコータイ」王朝
時代のような落ち着いた雰囲気で、ゆっくり
と静かに洗練されたシティリゾートを満喫で
きます。館内レストランも質が高く、ホテル内
での食事も楽しむことができます。

シーロム通りやBTSの駅まで徒歩約5分の
60階建て超高層ホテル。全てのお部屋が
広々としたスイートタイプで、寝室とリビング
ルームに分かれております。全室ファックス
付きですので、ビジネスのお客様におすす
めです。

市街地の喧騒から離れたエリアに立地。周
辺には高級デパートがあります。タイの富裕
層や外国人が集まる閑静なエリアの高級
サービスアパートメントです。ロングステイ
にも適しています。豪華な雰囲気の中でご
滞在いただけます

BTSサパーンタクシン駅から徒歩3分。BTS
やボートを利用した交通アクセスの良さが特
長のホテル。シーロム通りやサトーン通りの
ビジネスエリアにも近く、人気のナイトマー
ケット『アジアンティーク』に行くのも便利で
す。WIFI無料。全室禁煙。

（No.438) （No.4654) （No.108314) （No.108321)

シーロム

シーロム　シリーン
シーロム

タワナ　バンコク
シーロム

バンダラ スイート シーロム
シーロム

マンダリン ホテル マネージド バイ センターポイント

★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　¥8,800～ 1泊1室　 ¥12,600～ 1泊1室　 ¥14,400～ 1泊1室　 ¥10,200～
ビジネス、エンターテイメントエリアの中心に
位置するブティックホテル。ビジネス・観光
のどちらのお客様にも便利。各部屋にセー
フティボックス・ミニバー・IDD電話・テレビな
どを完備しています。館内にはプールや
フィットネスセンターもあります。

BTSサラデーン駅まで徒歩約5分。スリウォ
ン通りに位置する人気ホテル。お部屋の改
装やメンテナンスも随時されていて、日本
人のお客様にもファンの多いホテルです。
日本料理店や居酒屋、バーなどが集まるタ
ニヤにも近く便利です。

サービスアパートメント形式で、ビジネスス
イート(1ベッドルーム)以上はキッチン付きで
す。客室は綺麗なチークウッドのフローリン
グに同じ色調の家具、ゆったりしたソファ。
ルンピニ公園やスカイトレイン、地下鉄の駅
にも近い便利な立地。WIFI無料。

市内交通の要所、ラマ4世通りに面した抜群
の立地。地下鉄サムヤーン駅が徒歩3分と
近く市内移動に便利です。また高速道路入
り口へのアクセスが良いのでゴルフや郊外
への訪問にも最適です。客室は落ち着きの
ある機能的な内装です。全室WIFI無料。

（No.103666) （No.426) （No.110288) （No.395)

シーロム

アイチェック イン レジデンス サトーン
サイアムスクエア＆周辺

オークラ プレステージ バンコク
サイアムスクエア＆周辺

アノーマ　グランド　バンコク
サイアムスクエア＆周辺

バイヨーク　スイート　ホテル

★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥7,000～ 1泊1室　¥32,600～ 1泊1室　 ¥11,600～ 1泊1室　¥8,600～
セントラルRAMA3に近い立地です。1から3
ベッドルームと人数にあわせた空間とリビン
グがあります。フルサービスのアパートメン
トタイプで長期滞在の方には最適です。無
料WIFIがご利用頂けます。

各国の大使館が集まるエリアに位置し、
BTSプルンチット駅に直結しています。ショッ
ピングエリアにも近く、ビジネスと観光に便
利な立地です。客室は広く、施設も充実。朝
食はビュッフェかレストラン「山里」での和朝
食かを選べ、好評です。

BTSプルンチット駅から徒歩5分。首都バン
コクの代表的な商業地区の中心に位置して
います。通りのすぐ向かい側にはセントラル
ワールドや伊勢丹等の大型商業施設があり
買い物やお食事にも便利な立地。ホテル館
内にも各種施設が充実しています。

プラトゥーナーム地区に立地する43階建て
のオールスイートタイプホテル。繁華街に位
置しているのでビジネス・観光ともに便利で
す。

（No.20628) （No.18093) （No.355) （No.357)

 
旅夏

バンコクのホテル

カテゴリ一覧の【手配会社：ＪＨＣ直仕入】なら使いやすい！
直仕入なら

変更受付可能♪
(一部ホテルを除きます)

(シーロム・サイアムスクエア＆周辺・

チャオプラヤー川・ラチャダピセーク通り・

ウィークエンドマーケット周辺・

スワンナプーム/ドンムアン空港)

https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-THESUKHOTHAIBANGKOK-438
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-BANYANTREEBANGKOK-4654
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-CHATRIUMRESIDENCEBANGKOKSATHORN-108314
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-CENTREPOINTSILOM-108321
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-SILOMSERENE-103666
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-THETAWANABANGKOK-426
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-BANDARASUITESILOMBANGKOK-110288
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-MANDARINHOTELMANAGEDBYCENTRE-395
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-iCHECKINNRESIDENCESATHORN-20628
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-THEOKURAPRESTIGEBANGKOK-18093
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-ARNOMAGRANDBANGKOK-355
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-BAIYOKESUITEHOTEL-357


チャオプラヤー川

ペニンシュラ　バンコク
チャオプラヤー川

チャトリウム ホテル リバーサイド バンコク
チャオプラヤー川

アナンタラ リバーサイド バンコク リゾート
ラチャダピセーク通り

ザッツ アーバン バンコク

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　¥38,500～ 1泊1室　¥21,400～ 1泊1室　¥19,500～ 1泊1室　 ¥11,600～
チャオプラヤー川の西岸に位置し、全室リ
バービューで壮観。お客様本位のサービス
には定評があり、世界有数の一流ホテルと
して数多くのお客様から愛され続けていま
す。客室には最新設備が充実。リバーサイ
ドを満喫できるレストランやバー等も人気。

チャオプラヤ川のほとりに建つホテル。60平
米以上の広さと簡易キッチンが備わるお部
屋は長期滞在のお客様にも人気です。6階
の屋外プールからもリバーサイドの眺望が
楽しめます。ホテルそばにコンビニもあり便
利。全室WIFI無料。

バンコク橋近くの高級デラックスホテル。雰
囲気の良いレストランや屋外プールがリゾー
ト情緒を演出します。客室でのWIFI無料、さ
らに日本への通話無料のお客様向けスマー
トフォンも各お部屋にご用意。アジアティーク
への無料シャトルボートもございます。

アラブストリートまで2.7km、ドンムアン空港
まで19km。お部屋にはエアコンやテレビが
備わっています。無料パーキングあり。公共
エリアでWIFI無料。

（No.100577) （No.114192) （No.108000) （No.108000)

ラチャダピセーク通り

ザ パラッツォ ホテル バンコク
ウィークエンド・マーケット周辺

センタラ グランド アット セントラル プラザ
ラップラオ バンコク

ウィークエンド・マーケット周辺

ゴールド オーキッド バンコク
スワンナプーム空港

アマランス スワンナプーム　エアポート、
ＢＷプレミア　コレクション

★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥5,600～ 1泊1室　 ¥17,200～ 1泊1室　 ¥7,200～ 1泊1室　 ¥11,900～
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。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。

ドンムアン空港から車で20分。大型ショッピ
ングモールに直結。人気のウィークエンド
マーケットにも近いお買い物好きには嬉しい
ホテル。地下鉄駅も徒歩圏内で、市内主要
エリアへのアクセスにも便利。機能的な客室
はモダンで清潔に整えられています。

有名なチャトチャックウィークエンドマーケッ
トのあるエリアに位置しています。客室は上
品なコンテンポラリースタイルでまとめられ
ており、プールやフィットネスセンターなどの
設備も整っています。

空港から車で約15分の場所に位置するホテ
ル。空港・ホテル間はシャトルサービスもあ
り便利です。客室はモダンなスタイルで、設
備も整っています。その他レストラン、バー、
プール、スパなどがあります。デイユースの
設定あり。

（No.112919) （No.369) （No.108000) （No.8362)

スワンナプーム空港

ミラクル スワンナプーム エアポート
スワンナプーム空港

コテージ スワンナプーム
ドンムアン空港

ミラクル グランド コンベンション ホテル
ドンムアン空港

ルイス　タバーン

★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥4,700～ 1泊1室　 ¥4,700～ 1泊1室　 ¥7,400～ 1泊1室　 ¥6,500～
スワンナプーム空港から車で約8分程。お部
屋での快適さを重視する方にはお奨めの、
全室バスタブ付き。無料送迎付プラン有。ご
利用の方のお迎え場所は、国際線4番出口
前(国内線の方は2番出口前)です。

スワンナプーム国際空港近くに位置し、車で
5分〜10分程の距離です。無料の往復空港
送迎もあります。ホテル内にはプールがあ
り、また全室プライベートバルコニー付きで
す。

ドンムアン空港まで車ですぐのところにある
デラックスホテル。ウィークエンドマーケット
として有名なチャトゥチャック市場や国際展
示場IMPACTコンベンションセンターにも近
く、ビジネスにも観光にも活躍します。客室
はゆったりとしていて快適です。

旧国際空港近くですが、チャトゥチャック市
場や、セントラルデパート、スカイトレイン駅
へは車で約30分程。客室はオールドイング
リッシュスタイルでまとまっており、Wi-Fiも無
料で利用可能。

（No.113543) （No.9992) （No.105227) （No.394)

         H19A004

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が、一部都市やホテルにおいて現地税、リゾートフィー、
ユーティリティーチャージなどが現地にて別途課税徴収される場合がございま
すので直接ホテルにお支払いください。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。掲載写真はホテル外
観、ホテル設備、ホテル客室の一例です。

ご予約・お問い合わせは・・・・

JHCご利用で

ANAのマイレージが

貯まります♪

https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-THEPENINSULABANGKOK-100577
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-CHATRIUMHOTELRIVERSIDEBANGKOK-114192
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-ANANTARARIVERSIDEBANGKOKRESORT-424
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-ZAZZURBANBANGKOK-39618
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-THEPALAZZOHOTELBANGKOK-112919
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-CENTARAGRANDATCENTRALPLAZA-369
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-GOLDORCHIDBANGKOKHOTEL-108000
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-AMARANTHSUVARNABHUMIAIRPORT-8362
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-MIRACLESUVARNABHUMIAIRPORT-113543
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-THECOTTAGESUVARNABHUMI-9992
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-MIRACLEGRANDCONVENTIONHOTEL-105227
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-LOUISTAVERNHOTEL-394

