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アジア
DALIAN　大連

スイッシュ ホテル　大連
大連瑞詩酒店
SWISH HOTEL DALIAN
★★★★★

市内＆周辺 ¥8,300～ 労働公園沿いに位置するホテル。マイカルデパートが隣接しており、
ショッピングに最適です。日本人スタッフや日本語堪能なスタッフがい
るので、安心してご滞在いただけます。朝食はスカイビュッフェ又は江
戸前の和定食からお選び頂けます。全客室WIFI無料。

ホテル　ニッコー　大連
大連日航飯店
NIKKO DALIAN
★★★★

市内＆周辺 ¥8,700～ 大連で唯一の日系デラックスホテル。全室シャワートイレ付き、客室
内インターネット(有線LAN及びWiFi)も無料で利用可能。日本語対応
スタッフも駐在しているので、安心して滞在できます。ホテル内には日
系コンビニもあります。

ゾンシャン　ホテル　大連
大連中山大酒店
ZHONGSHAN HOTEL DALIAN
★★★★

市内＆周辺 ¥6,100～ 大連駅から徒歩約4分とビジネス・ショッピングに最適なホテルとして
ご満足頂けます。38階には展望レストランがございます。

BANGKOK　バンコク
エンポリアム　スイーツ
バイ　チャトリウム
EMPORIUM SUITES BY CHATRIUM
★★★★★

スクンビット
通り

¥17,800～ スクンビット通りに面したエンポリアムショッピングコンプレックス内の
ホテル。高級ショップやオフィス、飲食、エンターテイメント施設も充実
しています。建物内でスカイトレインの駅と直結しているので大変便利
です。26階から42階が客室になります。

ホープランド ホテル スクンヴィット
４６/１
HOPE LAND HOTEL SUKHUMVIT 46/1
★★★★

スクンビット
通り

¥7,100～ 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。

ジャスミン　シティ　ホテル
JASMINE CITY HOTEL
★★★★

スクンビット
通り

¥12,800～ BTSアソーク駅からもMRTスクンビット駅からも徒歩6分と便利な立
地。レジャーにもビジネスにも最適です。館内には会議室やレストラ
ン、プール、ジム等の設備が充実。快適にお過ごしいただけます。
WIFI無料、全室シャワートイレ付です。

タワナ　バンコク
TAWANA BANGKOK
★★★★

シーロム通
り＆周辺

¥12,300～ 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
テルです。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。

TAIPEI　台北
ホテル　ロイヤル ニッコー 台北
老爺大酒店
HOTEL ROYAL-NIKKO TAIPEI
★★★★★

市内＆周辺 ¥20,800～ MRT中山駅より徒歩数分の好立地。日本人スタッフ・日本語スタッフ
が常駐し、日本人のお客様には特に快適にお過ごしいただけます。
全室液晶TV、DVD設置、インターネット無料。

ロイヤル イン台北林森
老爺會館 台北林森
ROYAL INN TAIPEI LINSEN
★★★★

市内＆周辺 ¥10,500～ 林森北路沿いに位置するホテルで、最寄り駅のMRT淡水線・中山駅
またはMRT板南線・善導寺駅へは10分程度で、台北車站も徒歩圏
内。客室はシンプルで、無料でWIFIに接続できます。ロビーは4階にあ
ります。

ホテル　サンルート台北
燦路都飯店
SUNROUTE TAIPEI
★★★

市内＆周辺 ¥8,200～ 民権西路駅から徒歩6分、中山北路にも近くビジネスマンから人気の
高いホテルです。部屋はコンパクトですが、日本人向けの設備が充実
しています。館内には日本食レストランもあります。2013年8月20日よ
り、全館でWIFI無料利用可能になりました。

HONG KONG　香港
ザ　カオルーン　ホテル
九龍酒店
KOWLOON HOTEL
★★★★

九龍 ¥18,700～ 九龍の中心に位置し、ホテル周辺には観光客に人気のショップやス
ポットが多数ある。MTR尖沙咀(チムサーチョイ)・尖東(イーストチム
サーチョイ)駅直結で、スターフェリー乗り場とチャイナフェリーターミナ
ル(中港城)も徒歩圏内。どこに行くにも便利な立地。

ザ チャーターハウス コーズウェイベイ
銅鑼湾利景酒店
CHARTERHOUSE CAUSEWAY BAY
★★★

香港島 ¥11,500～ ショッピングモールなどが集まる銅鑼湾(コーズウェイベイ)と、コンベン
ションセンター(HKCEC)がある湾仔(ワンチャイ)のほぼ中間に位置し、
レジャーにもビジネスにも便利な立地。MTR銅鑼湾駅へは徒歩約10
分、HKCECへは車で約10分。

【Ｄ社】ならＪＨＣ直仕入で使いやすい!! ※カテゴリー一覧で【Ｄ社】を選択してください。

＝朝食付

JHCご利用で

ANAのマイレージが

貯まります♪

Ｄ社なら変更受付可能♪
（一部ホテルを除きます）



SINGAPORE　シンガポール　
ペニンシュラ エクセルシオール ホテル
PENINSULA.EXCELSIOR HOTEL
★★★★

市内＆周辺 ¥18,200～ 国際空港から車で約20分、MRTのシティホール駅まで徒歩約3分ほど
の、ラッフルズシティに近い場所に建つホテルで、ビジネスにもショッ
ピングにも便利です。屋外プール、フィットネス、会議施設、ビジネス
センターなどの施設も揃っています。

ホテル ロイヤル
HOTEL ROYAL
★★★

市内＆周辺 ¥12,800～ 地下鉄ノヴェナ駅まで徒歩8分、屋台が集まるニュートンサーカスも徒
歩圏内です。ビジネスのお客様に人気ですが、周辺には大型ショッピ
ングモールが揃い、ショッピングも楽しめます。

MANILA　マニラ
ダイアモンド　ホテル　フィリピン
DIAMOND HOTEL PHILIPPINES
★★★★★

市内＆周辺 ¥16,500～ 国際空港から車で約30分の、マニラ湾を臨むロハス通り沿いに位置
するデラックスホテルです。官庁街、商業地区、繁華街にも近接して
います。日本料理を含む各種レストランやフィットネスジム、ビジネス
センターなど館内の施設も充実しています。

パン　パシフィック　マニラ
PAN PACIFIC MANILA
★★★★★

市内＆周辺 ¥15,900～ マニラ湾近くに位置するデラックスホテル。落ち着いた色調の部屋に
はゆとりのあるスペースがとられています。浴室は、シャワーブースと
とバスタブが独立した設計で、ケーブルTV付き。24時間フルバトラー
サービスや、様々なレストランが充実しています。

ヨーロッパ
PARIS　パリ

ヒルトン　パリ　シャルル　ド　ゴール
エアポート
HILTON PARIS CHARLES DE GAULLE
AIRPORT
★★★★

シャルル　ド
ゴール
エアポート

¥14,800～ RER線CDG1駅とターミナル3からは徒歩数分、またターミナル2へも
CDGVALやシャトルバスで5分程度です。明るい吹き抜けのロビーエ
リアは広々とし、屋内プールやフィットネスなどのレジャー施設が充実
しています。広めのお部屋には防音窓が施されています。

ビクトル　ユーゴー
VICTOR HUGO
★★★★

凱旋門/
トロカデロ/
サンラザー
ル

¥23,700～ シャンゼリゼ通りやトロカデロ広場へ歩いて行かれる好立地にありな
がら、静かな場所に建つ伝統的なエレガントホテルです。快適なお部
屋にはエアコン、ミニバー、テレビ、セイフティボックス等が設置されて
います。

オペラ　カデ
OPERA CADET
★★★★

オペラ/
ルーブル/
北・東駅

¥21,200～ パリらしさを残す界隈に建つ4ツ星ホテルです。広々としたスペース、
中庭、ガラス張りのサンルームなど、光があふれて調和が取れた暖
かい雰囲気の館内。オペラガルニエ、有名デパートまでは、地下鉄や
バスで容易にアクセスできます。

LONDON　ロンドン　
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
★★★★

市内＆周辺 ¥18,500～ 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。モダントラディショナルなお部屋です。

ミレニアム　ナイツブリッジ
MILLENNIUM KNIGHTSBRIDGE
★★★★

市内＆周辺 ¥28,800～ 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
ガントな調度が配されています。高層階からは絶景。

ロイヤル　ナショナル　ホテル
ROYAL NATIONAL HOTEL
★★★

市内＆周辺 ¥9,800～ 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4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。ロンドン市内中心部では
最も大規模なホテルです。

プレジデント　ホテル
PRESIDENT HOTEL
★★★

市内＆周辺 ¥10,600～ 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。客室は徐々に改装が進みリ
フレッシュ。ヒースロー空港まで地下鉄で乗換がなく便利。

ベッドフォード　ホテル
BEDFORD HOTEL
★★★

市内＆周辺 ¥11,400～ 地下鉄ラッセル・スクエア駅まで徒歩数分。美しい中庭を持つツーリス
トクラスのホテルです。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。客室はシンプルにまとめられて
います。

インペリアル　ホテル
IMPERIAL HOTEL
★★★

市内＆周辺 ¥11,600～ 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。

　　ご予約・お問い合わせは・・・

 H18A018     

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。


