
2018年10月～12月　

■アジア■※表示の金額は5％割引後の料金です
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ハノイ／フォーチュナ　ホテル

FORTUNA HOTEL
デラックス ¥12,500～

市街西部ランハー通りに位置する出張者に人気のホテルです。エレガントな装いで清潔な館
内にはスロットやライブミュージック、日本食レストラン等のエンターテイメントも充実。客室は
落ち着いた装いで快適です。全室WIFI無料、日本語放送も視聴可能です。HANCTR99FOR(NO.111329)

セブ／ウォーターフロント　エアポート　ホテル　＆　カジノ

WATERFRONT AIRPORT HOTEL & CASINO
スーペリア ¥10,800～

マクタン国際空港のターミナルのすぐ目の前に位置する、大変便利な立地のホテルです。マ
クタン島のビーチリゾートへは車で15分程です。館内には、カジノやスパなどの施設が充実し
ています。全館WIFI無料です。CEBNOP99WTR(NO.4898)

バンコク／デュシ　タニ　バンコク

DUSIT THANI BANGKOK
スーペリア ¥15,900～

世界各国のVIPに愛され続けるタイを代表する名門ホテル。タイ王室御用達。伝統のホスピタ
リティには定評があります。目の前には地下鉄シーロム駅とBTSサラデーン駅があり市内交
通に至便。ビジネス街に位置し、駐在員に人気の繁華街タニヤも至近です。BKKSILDSDUS(NO.373)

バンコク／ジャスミン　シティ　ホテル

JASMINE CITY HOTEL
スーペリア ¥11,900～

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。BKKSUK99JAS(NO.12789)

バンコク／グランデ センターポイント　ホテル　ターミナル ２１

GRANDE CENTRE POINT HOTEL TERMINAL 21
デラックス ¥18,500～

BTSアソーク駅直結。最新商業施設『ターミナル21』に併設された絶好の立地です。落ち着い
た雰囲気のロビーにはドリンクサービスも用意されています。白を基調にした清潔で明るい客
室が特長。全室ウォシュレット付。WIFIも無料、全室禁煙ホテルです。BKKSUKCGTER(NO.15647)

バンコク／ホープ　ランド　ホテル　スクンヴィット４６/１

HOPE LAND HOTEL SUKHUMVIT 46/1
スタンダード ¥7,500～

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。BKKSUK99HPK(NO.9717)

北京／ジンルン　ホテル ／ 京倫飯店

BEIJING JINGLUN HOTEL
スタンダード ¥8,500～ 北京のメインストリート・長安街に面し、東の拠点・CBDビジネス地区の中心に位置していま

す。客室はスタイリッシュで利便性と機能性を兼ね備えています。
PEKCTR99JLN(NO.2830)

北京／ホテル・ニッコー　新世紀　北京 ／ 北京新世紀日航飯店

NIKKO NEW CENTURY BEIJING
スタンダード ¥15,200～

閑静で緑豊かな西部に位置。吹き抜けのロビーでは、座ったままチェックイン手続きが可能で
す。日本料理レストランや日本語新聞なども揃っています。全室インターネットが無料でご利
用可能です。PEKCTRNKNIK(NO.2798)

香港／ワーニー　グァンドン　ホテル　香港(香港華美粤海酒店)
WHARNEY GUANG DONG HOTEL HONG KONG

部屋指定なし ¥32,600～
湾仔(ワンチャイ)に位置し、コンベンション&エキシビジョンセンター(HKCEC)やMTR駅、スター
フェリーなどの主な交通機関へも徒歩圏内。ホテル周辺はレストランやパブが多く便利。MTR
湾仔駅へは徒歩約5分。HKGISL99WHA(NO.1314)

香港／ザ　カオルーン　ホテル(九龍酒店)

KOWLOON HOTEL
デラックス ¥26,500～

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。HKGKLN99KLN(NO.1275)

香港／BP インターナショナル(龍堡國際)

B P INTERNATIONAL
シティビスタ ¥17,600～

尖沙咀(チムサーチョイ)に位置しており、九龍公園もすぐ。ネイザン通りやパークレーンショッ
ピングボーレバードやハーバーシティなどへも徒歩圏内で、MTR佐敦(ジョーダン)駅から徒歩
約5分。13階にはコインランドリーもある。HKGKLNMGBPI(NO.1247)

台北／リージェント台北(台北晶華酒店)

REGENT TAIPEI
デラックス ¥29,300～

中山駅から徒歩約6分。ロケーション、快適な空間、8種類から選べる枕のチョイス等、設備・
サービスともに申し分のないデラックスホテル。広々としたバスルームは大理石を使用。全室
ウォシュレット、セパレートシャワー完備。TPECTRREREG(NO.3714)

台北／ホテル　サンルート台北(燦路都飯店)

SUNROUTE TAIPEI 部屋指定なしSGL ¥10,100～ 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。全館でWIFI無料利用可能。TPECTRJSSUN(NO.4364) 部屋指定なしTWN/DBL ¥14,000～

台北／シーザーパーク　ホテル台北(台北凱撒大飯店)

CAESAR PARK HOTEL TAIPEI
デラックス ¥18,300～

台北市内の交通の中心に位置し、アクセスの良さは抜群。台湾高鉄(新幹線)、台鉄の駅もす
ぐそば。地下1階から台北MRT6番出口と直通エレベーターより、直接ホテルのロビーまたは
宿泊カードでお泊りのフロアまでご利用いただけます。全室インターネット無料。TPECTR99CAE(NO.3700)

台北／コスモス ホテル 台北(台北天成大飯店)

COSMOS HOTEL TAIPEI スーペリア
SGL/DBL ¥13,000～ 台北駅のすぐ近くに位置。バス・エアポートリムジンの発着所にも隣接し、またホテル周辺に

はコンビニやデパート、飲食店なども多く好立地です。客室にはドライヤーやセーフティボック
スなども完備されています。TPECTR99COS(NO.3687) スーペリア TWN ¥13,000～

カテゴリー一覧の【Ｄ社】なら、【ＪＨＣ直仕入】で使いやすい！

早期取り（さきどり） Early Bird

アジア

台北／ロイヤル イン台北林森(老爺會館 台北林森)

ROYAL INN TAIPEI LINSEN スタンダード ¥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。TPECTR99RYI(NO.19472) スーペリア ¥11,500～
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ANAのマイレージが

200円＝1マイル

貯まります♪

2泊以上15日前までのご予約で

対象カテゴリーが通常料金から5％オフに♪

さあ今すぐ さきどり予約！！
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2018年10月～12月　

■アメリカ■※表示の金額は5％割引後の料金です
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＊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。　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。＊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。

ご予約・お問い合わせは・・・

ロンドン／イビス　ロンドン　アールズ　コート

IBIS LONDON EARLS COURT
部屋指定なし ¥12,500～

ヒースロー空港と市街地の中間に位置するアメリカンタイプのホテル。地下鉄、鉄道駅に近い
ので郊外に行くのにも便利です。客室ではサテライトTVが無料で、ティー&コーヒー設備があ
り落着いた雰囲気です。ほぼ全客室バスタブ付、館内はWIFIが無料です。LONCTRIBERS(NO.6158)

パリ／パヴィヨン　ポルト　ドゥ　ヴェルサイユ

PAVILLON PORTE DE VERSAILLES
クラシックルーム ¥14,700～

地下鉄PORTE DE VERSAILLES駅から徒歩約3分、エキシビジョンセンターにも近いホテル。
モダンな雰囲気のお部屋は、落ち着きがありシックにまとめられています。冷蔵庫やミニ
バー、ドライヤー等も完備されています。PARMPSLPVSL(NO.103694)

パリ／ニュー　ホテル　ラファイエット

NEW HOTEL LAFAYETTE
スタンダード ¥19,500～

Buffault通り沿いに建つホテル。メトロのカデ駅が近く便利。オペラ・ガルニエまで徒歩圏内と
いう好ロケーションです。全室フローリング床の客室には、エアコンや無料WIFIが完備されて
います。PAROPENWLAF(NO.16525)

パリ／ホテル　ウエストミンスター

WESTMINSTER スーぺリア
オペラルーム ¥31,800～

ヴァンドーム広場とオペラ・ガルニエを結ぶドラペ通り中心に位置する歴史と格式あるヨーロッ
パ調のデラックスホテル。バスルームには贅沢に大理石を使用。近年、徐々に行われている
客室改装ではアンティーク調度品と現代風のデザインを融合させています。PAROPEWWWES(NO.2773)

サンフランシスコ／ピックウィック　ホテル

PICKWICK HOTEL
クラシックキング ¥21,100～

パウエルSt.駅へわずか1ブロック、ユニオンスクエアへも徒歩圏内の好立地。ショッピングセ
ンターや様々なミュージアムへも近いので観光等にも便利です。ヨーロッパの雰囲気が漂うブ
ティックホテルです。SFOCTR99WPH(NO.100601)

サンフランシスコ／パーク 55 サンフランシスコ　－　ア　ヒルトン　ホテル
PARC 55 SAN FRANCISCO - A HILTON HOTEL

スタンダード ¥20,900～
ユニオン・スクエアやケーブルカー乗り場まで徒歩2分、市内中心に位置するデラックスホテ
ルです。ゆったりと寛げるロビーは滞在者の方達の憩いの場となっております。電車BARTの
POWELLSTREET駅まで徒歩数分、電車での空港へのアクセスも便利です。SFOCTRHHPAR(NO.3271)

ニューヨーク／ホテル　ペンシルバニア

HOTEL PENNSYLVANIA
クラシックルーム ¥29,600～

PENN STATIONの真前に位置しているので、ワシントン、ボストン、ニューアークへ列車で移
動する方や、これらの都市からの到着後に利用する方に便利なホテルです。メーシーズ本
店、エンパイアステートビルにも徒歩圏内。NYCCTR99PEN(NO.2559)

ニューヨーク／パーカー　ニューヨーク

PARKER NEW YORK
スタンダードツイン ¥32,800～

マンハッタン中心にある高級ホテル。多くの観光名所が徒歩圏内。地下鉄駅も近く、ビジネ
ス、観光に最適なロケーション。無料の日本語TV放送も完備、フレンドリーなサービスに定評
があります。朝食で有名なレストラン、NORMA'Sとバーガージョイントも人気。NYCCTR99MED(NO.2548)

ニューヨーク／キタノ　ニューヨーク

KITANO NEW YORK
スーペリアキング ¥42,000～

ミッドタウンのグランドセントラル駅と33ST駅の丁度中間あたりに位置します。ニューヨーク内
で数少ない日本人経営のホテルで、きめ細かいサービスが好評でリピーターが多いです。ホ
テル内のジャズクラブはローカルの方に人気です。NYCCTR99KIH(NO.100588)

ニューヨーク／ヒルトン　ニューヨーク ミッドタウン

HILTON NEW YORK　MIDTOWN アーバンルーム
ONE/TWO BEDS ¥34,700～

ロックフェラーセンターやセントラルパークに近い人気ホテル。お部屋の広い窓からはニュー
ヨークの夜景が楽しめます。全室にデータポート付き2回線が用意されているので、ビジネス
にも最適です。NYCCTRHHHIL(NO.2527)

ホノルル／アラ　モアナ　ホテル

ALA MOANA HOTEL ワイキキタワーシティ
マウンテンビュー ¥32,200～ 空港から車で20分、アラモアナショッピングセンターとスカイブリッジで繋がっている全1200室

のホテル。向かいにはコンベンションセンターもあります。最上階のレストランからはパノラマ
の眺めが楽しめます。HNLCTR99AMH(NO.100784)

ワイキキタワー
パーシャルオーシャ ¥33,700～

ホノルル／プリンス ワイキキ
PRINCE WAIKIKI オーシャンビュー

ルームオンリー ¥53,900
アラワイヨットハーバーの目の前に位置する全室オーシャンフロントのホテル。アラモアナ
ショッピングセンターへ徒歩圏内です。ホテル所有のゴルフコースは、アーノルド・パーマー設
計の全27ホールあり、ホテル-ゴルフ場間の無料シャトルバスもございます。

HNLCTRPEPRW(NO.103714)

カテゴリー一覧の【Ｄ社】なら、【ＪＨＣ直仕入】で使いやすい！

早期取り（さきどり） Early Bird
ヨーロッパ
アメリカ

ホノルル／トランプ　インターナショナル　ホテル　ワイキキ
TRUMP INTERNATIONAL HOTEL WAIKIKI デラックス

１ベッドルーム
シティビュー

¥79,300～
ワイキキで最も注目されるビーチウォーク地区にある、高級ホテルです。オアフ島の自然と、
一流ブティック、高級レストラン、エンターテイメントが徒歩圏内です。5スターアメニティ、行き
届いたサービスにて、最高の滞在をお楽しみ下さい。HNLCTR99TRP(NO.8458)
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2泊以上22日前までのご予約で

対象カテゴリーが通常料金から5％オフに♪

さあ今すぐ さきどり予約！！
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