
江北（明洞）
ロッテシティホテル明洞

江北（明洞）
セジョン　ホテル

江北（明洞）
プレジデント

江北（明洞）
イビス　アンバサダー　明洞

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥14,100～ 1泊1室　¥15,400～ 1泊1室　¥13,500～ 1泊1室　 ¥12,800～
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。

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。

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WIFIも無料。

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
WIFI無料。

（No.26307) （No.3217) （No.3210) （No.114855)

江北（明洞）
ホテルプリンスソウル

江北（明洞）
サヴォイ

江北（明洞）
ソウルロイヤルホテル

江北(忠武路)
ティーマークホテルミョンドン

★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥11,800～ 1泊1室　 ¥13,500～ 1泊1室　 ¥17,300～ 1泊1室　 ¥11,600～
明洞駅の2番出口からすぐ、また空港バス
も近くに止まるという絶好のロケーション。ロ
ビー近くにビジネスデスクがあり、高速イン
ターネットにアクセス可能です。客室は赤を
アクセントにした部屋が多く、明るい印象で
す。

地下鉄4号線明洞駅から徒歩約4分、明洞
の繁華街の中心に位置します。お部屋には
エアコン、ミニバー、冷蔵庫、ドライヤー、ス
リッパ等が完備され、ルームサービスもご利
用可能です。

人気の観光地、明洞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。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。

2013年10月にオープン、明洞まで徒歩10
分、南大門・東大門までもアクセスが簡単な
地下鉄4号線忠武路駅に位置しています。
最新設備の整ったお部屋は全室バスタブ、
ウォシュレット付きでWIFI無料です。空港
シャトルバスもホテル名が停留所名です。

（No.110555) （No.110544) （No.3216) （No.20484)

江北（市庁）
ニューソウルホテル

江北（南大門）
ソウル　レックス　ホテル

江北（南大門）
ティーマークグランドホテル明洞

江北（ソウル駅）
ミレニアムソウルヒルトン

★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥10,400～ 1泊1室　¥9,600～ 1泊1室　 ¥12,800～ 1泊1室　¥29,500～
金浦空港から車で約45分、ソウル市内の中
心に位置。主要観光スポットやショッピング
センターなどへは徒歩圏内です。館内には
レストラン、24時間利用可能なビジネスセン
ター、サウナなどがあり、お部屋は機能的に
整えられています。

地下鉄4号線の會賢駅から徒歩2分、ホテル
に向かう路地に入るとホテルの後ろにNソウ
ルタワーが見えます。ホテル前には南大門
市場があります。すぐ近くには新世界百貨
店本店やロッテマートがあるので、ショッピン
グには最高の立地です。WIFI無料。

TMARKホテルが2016年5月、明洞に新規
オープンしたデラックスホテル。南大門市場
は徒歩1分、明洞中心地まで5分の好立地。
1階の韓国レストランの焼肉コース料理はお
客様から好評です。

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。

（No.3202) （No.110550) （No.27641) （No.3192)

 
旅夏 ソウルのホテル

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)

https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-LOTTECITYHOTELMYEONGDONG-26307
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-SEJONGHOTEL-3217
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-PRESIDENTHOTEL-3210
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-IBISAMBASSADORMYEONGDONG-114855
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-HOTELPRINCESEOUL-110555
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-SAVOY-110544
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-SEOULROYALHOTEL-3216
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-TMARKHOTELMYEONGDONG-20484
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-NEWSEOULHOTEL-3203
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-SEOULREXHOTEL-110550
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-TMARKGRANDHOTELMYEONGDONG-27641
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-MILLENNIUMSEOULHILTON-3192


江北（西大門）
新羅ステイソデムン

江北（光化門）
コリアナホテル

江北(仁寺洞)
イビスアンバサダー仁寺洞

江北（東大門）
ラマダソウル東大門

★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥10,900～ 1泊1室　¥11,600～ 1泊1室　¥9,000～ 1泊1室　 ¥10,900～
2015年5月オープン、地下鉄5号線西大門駅
からすぐの、シーラグループのビジネスホテ
ルです。客室は高級感のある落ち着いた雰
囲気でゆったりと過ごせます。シモンズベッ
トを採用しており快適な眠りを楽しめます。
WIFI無料。

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。館内はWIFI無料、お部屋は
ゆとりある空間で快適です。

2013年夏、鐘路エリアにオープン。周辺は清
溪川(チョンゲチョン)、景福宮、光化門、三清
洞、仁寺洞とどこに行くにも便利です。客室
は全363室、シャワートイレ付き、WIFI無料
です。サウナ、フィットネスルーム、ランド
リーコーナーがあります。

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無料。

（No.23467) （No.3197) （No.20529) （No.16217)

江北（東大門）
イビスバジェットアンバサダーソウル東大門

江北（東大門）
トラベロッジ東大門ソウル

江北（東大入口）
新羅ソウル

江北（東大入口）

グランドアンバサダーソウル
アソシエイトウィズプルマン

★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥10,300～ 1泊1室　 ¥8,300～ 1泊1室　 ¥34,000～ 1泊1室　 ¥11,600～
地下鉄2・4・5号線が通う便利な東大門エリ
アに位置するホテル、こだわりのベッドで快
適な眠りを提供。トイレとシャワースペース
が別になっているというのも嬉しいポイン
ト。サウナ、スポーツジムなどを無料でご利
用いただけます。WIFI無料。

ファッション、文化の街、東大門地域に2016
年7月にグランドオープンするイビスの新し
いホテルです。明洞までも地下鉄で2駅、広
蔵市場、東大門市場へのアクセスが便利な
立地です。

ソウルの中心、南山の麓に建つ韓国を代表
する一流ホテル。重厚でありながら、明るく
優雅な雰囲気の館内には、最新設備を取り
入れています。スパやクリニックなど、美容
施設も充実しています。別館には、世界の
有名ブランドを揃えた免税店もあります。

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。

（No.21978) （No.27971) （No.3219) （No.3183)

江北(龍山)
ノボテルアンバサダーソウル龍山

麻浦
グラッドマポホテル

漢江
インペリアルパレスソウル

漢江
ロッテ ホテル ワールド

★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥13,500～ 1泊1室　¥10,300～ 1泊1室　 ¥20,300～ 1泊1室　 ¥17,300～
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)

デザイン重視や豪華さではなく実用的であ
ることを意識したライフスタイルホテル。客室
は動線を考慮した配置で機能的かつ温かみ
のある雰囲気です。地下鉄孔徳駅に隣接し
たロケーションなので移動も便利です。

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。

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!(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。

（No.40371) （No.43134) （No.4392) （No.3199)

         H19A002

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/SEOUL-SHILLASTAYSEODAEMUN-23467
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-KOREANAHOTEL-3197
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-IBISAMBASSADORINSADONG-20529
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-RAMADASEOULDONGDAEMUN-16217
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-IBISBUDGETAMBASSADORSEOUL-21978
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-TRAVELODGEDONGDAEMUNSEOUL-27971
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-THESHILLASEOUL-3219
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-GRANDAMBASSADORSEOULASSOCIATED-3183
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-NOVOTELAMBASSADORSEOULYONGSAN-40371
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-GLADMAPOHOTEL-43134
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-IMPERIALPALACESEOUL-4392
https://hotel.jhc.jp/agt/SEOUL-LOTTEHOTELWORLD-3199

