
2018年10月～12月　お買い得ホテル特集

江北（明洞） 江北（明洞） 江北（ソウル駅） 江北（光化門）

ロッテ ホテル ソウル ザ ウェスティン チョースン ミレニアム ソウル ヒルトン コリアナ ホテル
LOTTE HOTEL SEOUL WESTIN CHOSUN MILLENNIUM SEOUL HILTON KOREANA HOTEL
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

￥30,800～ ￥32,700～ ￥27,000～ ￥10,900～
韓国を代表するデラックスホテル、免税店・
百貨店を併設しており本館と新館をあわせ
て全1150室あり、施設内には16のレストラン
と15の会議場があります。館内はWIFI無料
です。2017.7.1〜2018.8.31まで新館は改装
工事中です。2018.9.1RE-OPEN予定。

ソウルの中心、市庁舎前に位置し、明洞に
も徒歩圏内。アメリカの経済紙に韓国のベ
ストホテルとして選ばれた実績もあり、まさ
にビジネスのお客様にお奨めです。※2012
年3月より全館禁煙になります。

ソウル駅近くに位置し、南大門市場へも徒
歩圏内。欧米のお客様も多く利用しておりま
す。館内にはショッピングアーケードやプー
ル日本料理や中華,フランス料理,韓国料理
等多種多様なレストランの他にビジネスセン
ターなどが揃ったデラックスホテルです。

地下鉄市庁駅、光化門駅より徒歩で各約5
分、市庁、景福宮、清渓川(チョンゲチョン)
へのアクセスがよく、東和免税店も隣接して
います、周辺はオフィス街であるため、レス
トランも豊富です。館内ではWIFI無料です、
お部屋はゆとりある空間で快適です。

SELCTRLTLOT（no.3198) SELCTRWICHO（no.3187) SELCTRHLHIL（no.3192) SELCTR99KRN（no.3197)

江北（明洞） 江北（明洞） 江北（明洞） 江北（明洞）

プレジデント ソウル　ロイヤル　ホテル セジョン　ホテル ベストウエスタン　プレミアホテル　国都

PRESIDENT SEOUL ROYAL HOTEL SEJONG HOTEL BEST WESTERN PREMIER HOTEL KUKDO

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

￥14,100～ ￥17,300～ ￥14,800～ ￥8,800～
ソウル市庁、乙支路入口駅、明洞へのアク
セスが抜群のビジネス、レジャーホテルで
す。KALリムジンバス停留所の近くにあり、
観光、出張旅行にも快適です。2014年には
客室の改装し、さらに便利になりました。客
室内インターネット、館内WI-FIも無料です。

人気の観光地、明洞の中心部にあるという
好立地が一番の魅力とされ、ショッピングに
行くのも食事をするのも、エステやマッサー
ジに行くのも全て徒歩圏内です。仁寺洞や
南大門市場にもアクセスしやすい他、仁川
空港・金浦空港との無料シャトルバスがあり
ます。

コスメショップや多くのレストランが盛りだくさ
んの明洞に位置し地下鉄明洞駅も目の前と
いう好立地。ビュッフェレストラン「エリーゼ」
も人気のレストラン。2013年改装後のロ
ビー、レストランもアップグレード、WIFIも全
館無料です。

地下鉄2・5号線乙支路4駅に至近。韓国で
は歴史ある元映画館「国都」のあった場所
にできた2007年3月オープンのホテル。明洞
や東大門市場にも徒歩圏内。モダンな内装
が魅力的です。高速インターネットも利用無
料です。全室シャワートイレ付です。

SELCTR99PRE（no.3210) SELCTR99RYL（no.3216) SELCTR99SEJ（no.3217) SELCTRBWKUK（no.110943)

江北（明洞） 江北（明洞） 江北（明洞） 江北（東大入口）

ロッテ シティ ホテル 明洞 ロワジールホテル ソウル明洞 イビス　アンバサダー　明洞 グランド　アンバサダー　ソウル
LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG LOISIR HOTEL SEOUL MYEONGDONG IBIS AMBASSADOR MYEONGDONG GRAND AMBASSADOR SEOUL ASSOCIATED WITH PULLMAN

★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★

￥12,800～ ￥12,800～ ￥12,100～ ￥14,100～
2016年1月に明洞にグランドオープンした
ロッテシティブランドの最新ホテルです。ビジ
ネス、レジャーのお客様にソウル旅行に最
高の実用性と洗練されたサービスで満足で
きる施設です。

2015年1月31日オープン、地下鉄4号線明
洞駅直結しており、明洞駅前にあるミリオレ
がリモデリングされました。日本でも有名な
ソラーレ ホテルズグループの代表プランド
で上質なおもてなし、落ち着ける環境と隅々
まで行き届いたサービスを提供します。

市内中心部、ロッテ百貨店の向い側に位置
するホテル。地下鉄ウルチイロック駅から徒
歩約2分で買い物にもビジネスにもとても便
利です。9階までは総合ショッピングモー
ル、10階〜19階がホテルになっていて、客
室ではWIFI無料です。

地下鉄東大入口駅から徒歩5分、南山の麓
に位置しています。2011年に改装工事を終
え、アコーグループならではのスタイリッ
シュさを更にグレードアップしています。明
洞、東大門へのの無料シャトルバスの運行
サービスもあります。館内WIFI無料

SELCTRLTCYM（no.26307) SELCTR99LOI（no.23022) SELCTRIBMYD（no.114855) SELCTRASFAMB（no.3183)

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！

ソウル・済州島
JHCなら全日空マイレージが200円＝1マイル貯まります！

https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-LOTTEHOTELSEOUL-3198
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-THEWESTINCHOSUN-3187
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-MILLENNIUMSEOULHILTON-3192
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-KOREANAHOTEL-3197
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-PRESIDENTHOTEL-3210
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-SEOULROYALHOTEL-3216
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-SEJONGHOTEL-3217
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-BESTWESTERNPREMIERHOTELKUKDO-110943
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-LOTTECITYHOTELMYEONGDONG-26307
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-LOISIRHOTELSEOULMYEONGDONG-23022
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-IBISAMBASSADORMYEONGDONG-114855
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-GRANDAMBASSADORSEOULASSOCIATED-3183


江北（東大門） 江北（龍山） 漢江 漢江

ラマダ　ソウル　東大門 ノボテル アンバサダー ソウルヨンサン ロッテ ホテル ワールド シェラトンソウルパレス江南 ホテル

RAMADA SEOUL DONGDAEMUN NOVOTEL AMBASSADOR SEOUL YONGSAN LOTTE HOTEL WORLD SHERATON SEOUL PALACE GANGNAM HOTEL

★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

￥9,600～ ￥14,800～ ￥17,300～ ￥13,500～
2011年にオープン、地下鉄乙支路4街から
徒歩5分、東大門も至近です。客室は木目と
白を基調とした明るい雰囲気で、シンプルな
がら機能的です。ラマダ南大門⇔ラマダ東
大門⇔ラマダ鐘路間の無料シャトルがあり
ます。WIFIは無料です。

ソウル龍山エリアに2017年10月にオープン
したデラックスホテル。ソウル駅・明洞、江
南へのアクセスも便利。KTX,ITX,地下鉄の
龍山駅と直結した通路で徒歩3分。客室携
帯電話で6カ国の通話が無料(国内、日本、
中国、香港、シンガポール、アメリカ)

総合レジャー施設「ロッテワールド」の敷地
内に建つデラックスホテル。ご滞在中にご
利用いただけるロッテワールドの入場券を
プレゼント!(ご滞在中1回のみ有効、お支払
い人数様分ご用意)ご希望の方はフロントま
で直接ご連絡ください。

金浦空港から車で約40分、ソウルの中心か
ら車で約10分の江南地区に位置するホテル
です。地下鉄駅から徒歩5分、高速バスター
ミナルから徒歩数分と便利な立地です。高
層のレストランでは漢江の眺めを楽しみな
がら、お食事ができます。

SELCTRRIDON（no.16217) SELCTRNVYSN（no.40371) SELHANLTLWD（no.3199) SELHANSIPAL（no.3207)

漢江 江北（明洞） 旧済州 新済州 旧済州 新済州

インペリアル パレス ソウル ﾅｲﾝﾂﾘ  ー ﾎﾃﾙ ﾌ゚ﾚﾐｱ ﾎﾃﾙ ラマダ　プラザ　チェジュ　ホテル メゾン　グラッド　チェジュ ﾅｲﾝﾂﾘ  ー ﾎﾃﾙ ﾌ゚ﾚﾐｱ ﾎﾃﾙ ロッテ シティ ホテル チェジュ
IMPERIAL PALACE SEOUL NINE TREE PREMIER HOTEL MYEONGDONG RAMADA PLAZA JEJU HOTEL MAISON GLAD JEJU NINE TREE PREMIER HOTEL MYEONGDONG LOTTE　CITY　HOTEL　JEJU
★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

￥14,100～ ￥15,400～ ￥15,400～ ￥15,400～
江南の中心に位置し、地下鉄7号線鶴洞駅
まで徒歩すぐ。インテリアはヨーロッパ調に
まとめられ落ち着いた雰囲気。会議室をは
じめビジネス向けのサービスが充実してい
ます。

済州港と済州国際空港から車で約5分の海
辺に、豪華遊覧船をモチーフにした独特の
デザインで建つホテルです。お部屋にはイ
ンターネット接続機能など最新設備を備え、
館内には飲食施設をはじめ、ビジネスやレ
ジャーの各種施設が充実しています。

新市街地、新済州にある大型デラックスホ
テルです。緑豊かな敷地内には散歩道や屋
外プールなどがあり、また車で10分の場所
には直営のゴルフ場があり、館内にある済
州最大のカジノと共にお楽しみいただけま
す。国際空港からは車で約7分です。

2014年3月オープン、済州国際空港から車
で10分の距離です。済州市内や空港の滑
走路、海や漢拏山までを一望できる最高の
展望を楽しめます。モダンなデザインと最新
の設備のあるお部屋ではロッテ独自の寝具
で快適な滞在が出来ます。WIFI無料です。

SELHAN99IMP（no.4392) CJUCTRRIPLZ（no.107683) CJUCTR99GRA（no.771) CJUCTRLTCJU（no.20601)

新済州 江北（明洞） 旧済州 旧済州 旧済州

新羅（シーラ）ステイ 済州 ﾅｲﾝﾂﾘ  ー ﾎﾃﾙ ﾌ゚ﾚﾐｱ ﾎﾃﾙ チェジュ オリエンタル ホテル チェジュ　パシフィック　ホテル ロベロ ホテル チェジュ
SHILLA STAY JEJU NINE TREE PREMIER HOTEL MYEONGDONG JEJU ORIENTAL HOTEL JEJU PACIFIC HOTEL ROBERO HOTEL JEJU
★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★

￥12,800～ ￥10,300～ ￥10,300～ ￥10,300～
2015年3月オープン、済州国際空港からタク
シーで約10分の距離にある繁華街・済州島
市内に位置するビジネスホテルです。済州
島内では最大規模の済州新羅免税店もホ
テルから徒歩5分の距離ですのでショッピン
グも思う存分楽しめます。WIFI無料です。

空港から車で約5分、旧済州に位置するホ
テルです。地下にはカジノやボーリング場を
併設しています。韓国料理や日本料理のレ
ストラン、コーヒーショップ、ベーカリー等、
飲食施設も豊富です。サウナやビジネスセ
ンターもあります。

空港から車で約7分、繁華街へは徒歩7分
ほどの西門市場の隣に建つ好立地のホテ
ルです。全室バルコニー付きで高層階から
はハルラ山や海の景色を楽しめます。お部
屋は白を基調とした明るいイメージの空間
でリゾート気分を満喫できます。

国際空港から車で約15分、市内の中心に
位置するホテルです。観徳亭の近くにあり、
観光やショッピングにも便利な立地です。西
洋、中華レストランやバーなど飲食施設も
揃っており、サウナやマッサージ施設なども
ご利用いただけます。

CJUCTRLASSJ（no.23825) CJUCTR99ORE（no.111976) CJUCTR99PAC（no.106527) CJUCTR99RBR（no.103964)

新済州 江北（明洞） 旧済州 ご予約・お問い合わせは･･･

スカイパーク 済州 I ﾅｲﾝﾂﾘ  ー ﾎﾃﾙ ﾌ゚ﾚﾐｱ ﾎﾃﾙ ラマダ チェジュ シティホール
SKYPARK JEJU I NINE TREE PREMIER HOTEL MYEONGDONG RAMADA JEJU CITYHALL
★★★★ ★★★★ ★★★★

￥9,000～ ￥9,600～
済州国際空港、済州港から車で10分の距離に位
置するホテル。ソウルでも人気の高いスカイパーク
チェーンの済州島一号店です。かわいいインテリア
のプリンセスルームも魅力のひとつです。

世界的なホテルグループウィンダム社の標準に合
わせた設備で2017年6月にオープン。空港、旅客船
ターミナルまで車で15分、市内の需要観光地、グ
ルメ、ショッピングにも便利なホテルです。

CJUCTR99SII（no.22067) CJUCTRRICTY（no.32748) H18A016　　

ホテルの掲載料金は1泊1室あたりの最低料金
目安です。最新情報はWEBにてご確認くださ
い。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リゾート
フィ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。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。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。

https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-RAMADASEOULDONGDAEMUN-16217
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-NOVOTELAMBASSADORSEOULYONGSAN-40371
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-LOTTEHOTELWORLD-3199
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-SHERATONSEOULPALACEGANGNAM-3207
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-IMPERIALPALACESEOUL-4392
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-RAMADAPLAZAJEJUHOTEL-107683
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-MAISONGLADJEJU-771
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-LOTTECITYHOTELJEJU-20601
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-SHILLASTAYJEJU-23825
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-JEJUORIENTALHOTEL-111976
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-JEJUPACIFICHOTEL-106527
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-ROBEROHOTELJEJU-103964
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-SKYPARKJEJUI-22067
https://hotel.jhc.jp/agt/JEJU-RAMADAJEJUCITYHALL-32748

