
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！

バンコク
～１泊１万円以下のホテル～

・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。税金・サービス料が含まれます。
・特典内容は予告なく変更となる場合がござい
ます。予めご了承ください。
・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。
・掲載写真はホテル設備の一例です。

2018年1月～10月　お買い得ホテル特集 JHCなら全日空マイレージが 200円＝1マイル貯まります！

バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット）

4★ / JASMINE RESORT 
BANGKOK HOTEL

4★ / SALIL HOTEL SUKHUMVIT 
SOI THONGLOR 1 4★ / LOHAS RESIDENCE 4★ / HOPE LAND HOTEL & 

RESIDENCE SUKHUMVIT 8

ジャスミン　リゾート　バンコ
ク　ホテル

サリル　ホテル　スクンビット　
ソイ　トンロー　１

ロハス　レジデンス（旧　ロハス　ス
イーツ　バイ　スーパーホテル）

ホープ　ランド　ホテル　アンド　レシデ
ンス　スクンヴィット８

BTS駅の目の前！高速道路へ
のアクセス良！Wi-Fi無料！

日本人リピーター８割！出張に
も便利！Wi-Fi無料！

全室ウォシュレット付！民放視
聴可！Wi-Fi無料！

新規オープン！４２平米以上の
広々客室！Wi-Fi無料！

￥9,900～ ￥8,100～ ￥8,500～ ￥7,200～
ＢＴＳプラカノン駅すぐそば。抜群のロ
ケーションと快適な客室が人気です。
ゆったりとしたお部屋にはモダンな設
備を揃え、長期滞在やご出張にも使
いやすいホテルです。高速道路への
アクセスも良く、郊外への訪問やゴル
フにも便利です。

ＢＴＳトンロー駅より徒歩約１０分の新
しいブティックホテル。日本人宿泊者
が約８割のホテル。全室バスタブ付
・ＷＩＦＩ無料などのサービスに加え、客
室にシャワートイレ設置も現在進行
中。日本人居住者の多いエリアなの
でビジネス利用の方にも安心頂けま
す。

主要な商業地区に近い便利なロケー
ションです。最寄ＢＴＳへの送迎サー
ビスもあります。全室ウォシュレット完
備&ＷＩＦＩ無料、民放視聴可、枕の選
択可などのスーパーホテル時代の
サービスをそのまま受け継いだコスト
パフォーマンスの良いホテルです。

BTSナナ駅より徒歩約１０分。２０１７
年新規オープンのホテル。最寄り駅
から多少歩きますが、抜群の立地と
価格、４２平米以上の設備の整った客
室とを比べるとコスパ抜群。短期滞在
だけでなく、長期の滞在の方にもお勧
めです。ＷＩＦＩ無料。

BKKSUK99JRS (NO.14517) BKKSUK99STL (NO.7801) BKKSUK99LOH (NO.13153) BKKSUK99HO8 (NO.29853)

バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット） バンコク（スクンビット）

3★ / SACHA'S HOTEL UNO 4★ / VIVA GARDEN SERVICED 
RESIDENCE

4★ / MAITRIA HOTEL 
SUKHUMVIT 18

4★ / JASMINE GRANDE 
RESIDENCE

サチャズ　ホテル　ウノ
ビバ　ガーデン　サービスド　
レジデンス

マイトリア　ホテル　スクン
ビット　18

ジャスミン　グランデ　レジデ
ンス

ＢＴＳやＭＲＴにも好アクセス！
大人気エリア！Wi-Fi無料！

駅より徒歩約２分！４５平米以
上の広々客室！Wi-Fi無料！

最寄駅より徒歩５分！好立地
のホテル！Wi-Fi無料！

３４平米～の広々客室！コスパ
の高いホテル！Wi-Fi無料！

￥7,200～ ￥8,100～ ￥9,400～ ￥8,500～
スクンビット通りのソイ１９に位置する
ホテル。ＢＴＳアソーク駅やＭＲＴスク
ンビット駅にも至近です。ショッピング
モール「ターミナル２１」にも好アクセ
ス。日本食レストラン「ジパング」もあ
ります。ＷＩＦＩ無料。

ＢＴＳバンチャック駅より徒歩２分。高
速道路へのアクセスも良く郊外訪問
やゴルフにも便利です。４５平米以上
と広々としたアパートメントスタイルの
客室には調理設備やバスタブを完
備。客室のテレビは複数の日本語放
送を視聴できます。全室ＷＩＦＩ無料で
す。

ＢＴＳにもＭＲＴにも徒歩５分、周辺に
はレストランやショッピングなども多い
好ロケーション。館内にはカフェや
プールなどの施設もあります。客室は
モダンでハイスピードインターネットも
利用可能です。

２０１３年８月オープン、ラマ４世通り
沿いに出来たレジデンスです。ＢＴＳ
エカマイへは徒歩１５分程です。車利
用が基本となりますが、日本人の出
張者にも利用しやすいエリアです。
３４平米のデラックスのほか、２ベッ
ド、３ベッドルームはかなり広めです。

BKKSUK99UNO (NO.20581) BKKSUK99VGR (NO.28073) BKKSUK99MAI (NO.12343) BKKSUK99JAG (NO.19474)

在庫あります！　税サ込の安心価格！　『JHC』なら、困ったときの緊急連絡先も24時間・日本語対応！



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！

バンコク
～１泊１万円以下のホテル～

・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。税金・サービス料が含まれます。
・特典内容は予告なく変更となる場合がござい
ます。予めご了承ください。
・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。
・掲載写真はホテル設備の一例です。

2018年1月～10月　お買い得ホテル特集 JHCなら全日空マイレージが 200円＝1マイル貯まります！

バンコク（シーロム通り＆周辺） バンコク（シーロム通り＆周辺） バンコク（サイアムスクエア＆周辺） バンコク（サイアムスクエア＆周辺）

4★ / MANDARIN HOTEL 
MANAGED BY CENTRE POINT

4★ / CHATRIUM RESIDENCE 
BANGKOK SATHORN 

4★ / ARCADIA SUITES 
BANGKOK 4★ / ASIA HOTEL BANGKOK

マンダリン　ホテル　マネージド　
バイ　センターポイント

チャトリウム　レジデンス　バ
ンコク　サトーン

アルカディア　スイーツ　バン
コク アジア　ホテル　バンコク

最寄り駅より徒歩３分！高速へ
のアクセス良好！Wi-Fi無料！

市街地の中のリゾート！建物内にコ
ンビニあり！Wi-Fi無料！

全室スイート！洗濯機付で長
期滞在も安心！Wi-Fi無料！

ＢＴＳ駅直結！市内の移動も便
利！ショッピングに最適！

￥9,400～ ￥9,000～ ￥9,900～ ￥8,100～
市内交通の要所、ラマ４世通りに面し
た抜群の立地。地下鉄サムヤーン駅
が徒歩３分と近く市内移動に便利で
す。また高速道路入り口へのアクセス
が良いのでゴルフや郊外への訪問に
も最適です。客室は落ち着きのある
機能的な内装です。全室ＷＩＦＩ無料で
す。

市街地の喧騒から離れたエリアに立
地。周辺には高級デパートがありま
す。タイの富裕層や外国人が集まる
閑静なエリアの高級サービスアパート
メントです。ロングステイにも適してい
ます。豪華な雰囲気の中でご滞在い
ただけます。

ビジネス地区やショッピングエリアに
もアクセスが良い全室スイートタイプ
のホテル。キチネットや洗濯機が完備
しているので、長期滞在の方にもお勧
めです。ＢＴＳプルンチット駅までの
トゥクトゥクサービスもありプールやレ
ストランなどの設備も充実しています

ＢＴＳサイアム駅より１つ隣のラチャテ
ウィー駅に直結しており、雨の日も濡
れることなく駅からホテルに到着可能
です。市内の移動は大変便利でサイ
アムスクエアまでも徒歩１０分です。レ
ストランやスパ、フィットネスなどの館
内施設も充実しています。

BKKSILCGMAN (NO.395) BKKSIL99CHT (NO.108314) BKKSIABPARC (NO.19418) BKKSIAAEASI (NO.356)

バンコク（サイアムスクエア＆周辺） バンコク（王宮・カオサン・チャイナタウン） バンコク（スワンナプーム空港） バンコク（ドンムアン空港）

3+★ / BAIYOKE SUITE HOTEL 4★ / ROYAL PRINCESS LARN 
LUANG

4★ / THE SILVER PALM RAMA 9 
- BANGKOK 4★ / MARUAY GARDEN HOTEL

バイヨーク　スイート　ホテル
ロイヤル　プリンセス　ラーン　
ルアン

シルバー　パーム　ラマ　9　-　
バンコク

マルワイ　ガーデン　ホテル

プラトゥーナム市場から徒歩す
ぐ！Wi-Fi無料！

主要観光スポットへのアクセス
良好！バンコクの拠点に！

空港まで電車で１本！ゴルフ利
用におすすめ！Wi-Fi無料！

個人だけでなく団体でも使いや
すいホテル！Wi-Fi無料！

￥8,300～ ￥9,400～ ￥9,400～ ￥7,600～
プラトゥーナーム地区に立地する４３
階建てのオールスイートタイプホテ
ル。繁華街に位置しているのでビジネ
ス・観光ともに便利です。

ラッタナコーシン地区のラーンルアン
通りに位置。周辺には政府官庁が多
く集まるエリアですが、主要な観光ス
ポットへのアクセスも良く、バンコク観
光の拠点としてもお薦めです。ホテル
からＭＢＫショッピングセンターまでの
無料シャトルサービスもございます。

スワンナプーム空港からエアポートリ
ンクで一本のフアマーク駅に位置する
新しい４星ホテルです。周辺はゴルフ
スポットとしても人気のエリアです。開
放感にあふれる館内やシックな雰囲
気の室内でゆっくりおくつろぎいただ
けます。ＷＩＦＩは無料でご利頂けま
す。

格安航空会社やタイ国内線の利用者
でひしめきあうドンムアン空港の近く
のシンプルなスタンダードホテル。日
本食を楽しめるレストランもあります。
セミナー利用なども多く、個人だけで
なく団体のお客様にも使いやすいホ
テルです。全室ＷＩＦＩ無料です。

BKKSIABYBAI (NO.357) BKKKSNDSPRI (NO.416) BKKAPN99SVP (NO.28435) BKKAPT99MGH (NO.100069)


