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アジア
TAIPEI　台北

グロリアプリンス ホテル台北
華泰王子大飯店
GLORIA PRINCE HOTEL TAIPEI
★★★★★

市内＆周辺 ¥12,000～ 台北市内のビジネス街、繁華街の中心に位置し、南京東路や中山北
路にも歩いて数分と、ビジネスでお越しのお客様だけでなく、観光でお
越しのお客様にも大変便利なロケーションです。

サンワールドダイナスティホテル台北
王朝大酒店
SUNWORLD DYNASTY HOTEL
★★★★

市内＆周辺 ¥9,600～ MRT台北小巨蛋駅から徒歩約5分で、市内移動も便利な立地。ロビー
は広く、大きな吹き抜けになっています。室外プールがあり、また隣に
はショッピングモールがあります。WIFI無料。

ホテル　サンルート台北
燦路都飯店
HOTEL SUNROUTE TAIPEI
★★★

市内＆周辺 ¥13,400～ 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！

バンコク　BANGKOK
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

¥18,300～ 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４
６/１
HOPE LAND HOTEL SUKHUMVIT 46/1
★★★★

スクンビット
通り

¥6,900～ 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。

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

シティ/
エルミタ/
ベイ　エリア

¥15,700～ 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。

ロスマン　ホテル
ROTHMAN HOTEL
★★★

シティ/
エルミタ/
ベイ　エリア

¥5,200～ マニラの観光名所やショッピングセンターに近い便利な立地のホテル
です。マニラ湾にも近く、世界的にも有名なマニラの夕日を眺めること
もできます。館内にはカフェやピアノバー、会議施設などがあり、お部
屋は機能的に整っています。

アメリカ
HONOLULU　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
★★★★★

市内＆周辺 ¥50,600～ 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。

イリマ　ホテル
ILIMA HOTEL
★★★

市内＆周辺 ¥18,300～ アラ・ワイ運河の近くに位置するコンドミニアム。インターナショナル
ショッピングセンターやワイキキビーチまでも徒歩圏内です。客室は広
めで全室フルキッチン付きなので、ゆっくりと過ごせます。

＝朝食付 

JHCご利用で 

全日空のマイレージが 

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） 

https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-GLORIAPRINCEHOTELTAIPEI-3698
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-SUNWORLDDYNASTYHOTELTAIPEI-3683
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-HOTELSUNROUTETAIPEI-4364
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-EMPORIUMSUITESBYCHATRIUM-114430
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-HOPELANDHOTELSUKHUMVIT461-9717
https://hotel.jhc.jp/agt/MANILA-DIAMONDHOTELPHILIPPINES-2311
https://hotel.jhc.jp/agt/MANILA-ROTHMANHOTEL-4861
https://hotel.jhc.jp/agt/HONOLULU-TRUMPINTERNATIONALHOTELWAIKIKI-8458
https://hotel.jhc.jp/agt/HONOLULU-ILIMAHOTEL-101724


ヨーロッパ
PARIS　パリ

ホテル　ウエストミンスター
HOTEL WESTMINSTER
★★★★+

オペラ/
ルーブル/
北・東駅

¥30,100～ 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。

ミレニアム　パリ　オペラ
MILLENNIUM PARIS OPERA
★★★★

オペラ/
ルーブル/
北・東駅

¥24,100～ 有名なオスマン大通り沿いにあるクラシックな雰囲気のホテルです。フ
ランス料理レストランが併設されており、暖炉のあるバーも人気。ギャ
ラリーラファイエットやオペラガルニエは徒歩10分以内で観光にも買物
にも便利。WIFI無料、喫煙客室もあります。

パヴィヨン　ルーブル　リヴォリ
PAVILLON LOUVRE RIVOLI
★★★

オペラ/
ルーブル/
北・東駅

¥16,100～ ルーブル美術館へは徒歩3分の絶好のロケーション。全室27室とこじ
んまりとして、アットホームな雰囲気です。レセプション横の待合室で
はインターネットをご利用いただけます。限られたバジェットながらも好
ロケーション希望の方にお勧めです。

ニュー　ホテル　ラファイエット
NEW HOTEL LAFAYETTE
★★★

オペラ/
ルーブル/
北・東駅

¥14,100～ 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。

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

¥16,700～ 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。

LONDON　ロンドン　
ロイヤル　ナショナル　ホテル
ROYAL NATIONAL HOTEL
★★★

市内＆周辺 ¥12,400～ 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 ¥8,000～ ブルームズベリーに位置する、若者やバックパッカーに人気のホテル
です。ユーストン、キングスクロス、セントパンクラス駅に近くイギリス
北部に足を伸ばされる方や、ユーロスターご利用のお客様にも便利で
す。客室には洗面台がありますが、バストイレは共同。

イビス　ロンドン　アールズ　コート
IBIS LONDON EARLS COURT
★★★

市内＆周辺 ¥11,600～ 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。

タビストック　ホテル
TAVISTOCK HOTEL
★★★

市内＆周辺 ¥15,000～ ラッセルスクエアや大英博物館に程近い場所に建つ、アールデコ調の
入り口を持つホテル。地下鉄駅も近いので、市内の観光スポットへ行
くにも便利です。部屋はこじんまりとしていますが、設備は整っていま
す。

ベッドフォード　ホテル
BEDFORD HOTEL
★★★

市内＆周辺 ¥15,900～ 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 ¥16,700～ 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。

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 ¥27,000～ 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。

    ご予約・お問い合わせは・・・

H18A013

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。

https://hotel.jhc.jp/agt/PARIS-HOTELWESTMINSTER-2773
https://hotel.jhc.jp/agt/PARIS-MILLENNIUMPARISOPERA-12658
https://hotel.jhc.jp/agt/PARIS-PAVILLONLOUVRERIVOLI-105161
https://hotel.jhc.jp/agt/PARIS-NEWHOTELLAFAYETTE-16525
https://hotel.jhc.jp/agt/PARIS-HILTONPARISCHARLESDEGAULLE-110860
https://hotel.jhc.jp/agt/LONDON-ROYALNATIONALHOTEL-1941
https://hotel.jhc.jp/agt/LONDON-PRESIDENTHOTEL-1934
https://hotel.jhc.jp/agt/LONDON-IBISLONDONEARLSCOURT-6158
https://hotel.jhc.jp/agt/LONDON-TAVISTOCKHOTEL-110835
https://hotel.jhc.jp/agt/LONDON-BEDFORDHOTEL-1872
https://hotel.jhc.jp/agt/BLACKPOOL-THEIMPERIALHOTEL-20844
https://hotel.jhc.jp/agt/LONDON-MILLENNIUMGLOUCESTERHOTELLONDON-1901
https://hotel.jhc.jp/agt/BLACKPOOL-THEIMPERIALHOTEL-20844
k-mikami
スタンプ
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