
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！

ミシュランガイドバンコク 2018

おすすめホテル

・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。

ミシュランガイドバンコクおすすめホテル特集 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 スクンビット通り周辺】 137 PILLARS SUITES & RESIDENCES

5★ / １３７ ピラーズ  スイーツ＆レジデンス
日本人駐在員の多く滞在するエリアに出来た新しいホテル。全室キッチン、洗濯機、ウォシュレット完備。日本人オー
ナーによるゴルフシュミレーション施設やサロンなどもあります。館内全体が天井高で客室は４０平米よりと広く心地よ
い空間を演出しています。

１泊１室あたり料金（目安）¥18,600～
【バンコク スクンビット通り周辺】 THE LANDMARK BANGKOK

5★ / ランドマーク  バンコク
市中の大動脈スクンビットの繁華街に位置し、ＢＴＳナナ駅までは徒歩１分、ナナプラザなどの歓楽街まで徒歩３分の
最高の立地。また、サイアムショッピングエリアまでもＢＴＳでわずか２駅とアクセスも容易です。レストランやプールな
どの設備も完備しています。

１泊１室あたり料金（目安）¥15,700～
【バンコク スクンビット通り周辺】 SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT

5★ / ソフィテル  バンコク  スクンビット
２０１２年オープン。スクンビット通りの中心地ＢＴＳアソーク駅に至近のラグジュアリーホテルです。ビジネスにもショッ
ピングにも大変便利。モダンな空間での優雅なひとときをお楽しみいただけます。クラブラウンジでのご滞在も多くの
特典があり魅力的です。

１泊１室あたり料金（目安）¥27,000～
【バンコク スクンビット通り周辺】 HILTON SUKHUMVIT BANGKOK

5★ / ヒルトン  スクンビット  バンコク
スクンビットソイ２４に位置、同グループ、ダブルツリーと隣接し２０１３年８月にオープン。ホテル内にはホテルの住人
としてお洒落なカップルのオブジェがあちこちに登場します、スタイリッシュな空間のお部屋は全室バスタブ付きです。

１泊１室あたり料金（目安）¥25,400～
【バンコク スクンビット通り周辺】 RADISSON BLU PLAZA BANGKOK

5★ / ラディソン  ブル プラザ バンコク
ＢＴＳアソーク駅、ＭＲＴスクンビット駅から徒歩約５分。高級クラスのラディソンブルとして２０１４年５月に都心にオープ
ンしました。ビジネスにもレジャーにも便利なロケーション。スタイリッシュで落ち着きのある客室が魅力的です。全室Ｗ
ＩＦＩ無料です。

１泊１室あたり料金（目安）¥21,600～
【バンコク スクンビット通り周辺】 SHERATON GRANDE SUKHUMVIT,A LUXURY COLLECTION HOTEL BANGKOK

5★ / シェラトン グランデ スクンビット、ア ラグジュアリー コレクション

スカイトレインの駅から直結で徒歩１分。シェラトンの中でもラグジュアリーコレクションに属し、インテリアなど客室は
大変豪華。屋外プールは木々が生い茂り、リゾート色満点です。全客室でＮＨＫプレミアの他、フジテレビが視聴でき
ます。

１泊１室あたり料金（目安）¥28,700～
【バンコク スクンビット通り周辺】 THE CONTINENT HOTEL BANGKOK

5★ / コンチネント  ホテル バンコク
スクンビット通りに面した抜群のロケーション。ソイ２１と２３との間に建ち、ＢＴＳアソーク駅、ＭＲＴスクンビット駅から
徒歩数分です。ターミナル２１や歓楽街にも至近で大変便利。モダンなデザインの快適なお部屋には最新設備を整えて
おります。

１泊１室あたり料金（目安）¥15,700～
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【バンコク シーロム通り周辺】 METROPOLITAN BANGKOK

5★ / メトロポリタン  バンコク
サトーン通りに位置。２００３年オープンのデザインホテル。世界に名高いスパＣＯＭＯ ＳＨＡＭＢＨＡＬＡも入っており、客
室アメニティも同スパ製。高品質の寝具や健康志向のレストラン等、癒しや健康をテーマに独特のホテルポリシーが
貫かれています。

１泊１室あたり料金（目安）¥16,600～
【バンコク シーロム通り周辺】 PULLMAN BANGKOK HOTEL G

5★ / プルマン  バンコク  ホテル G
ビジネス地区シーロムに位置する高層デラックスホテル。白で統一されたスタイリッシュな客室はビジネスはもちろん、
贅沢な休日を満喫するにも最適です。３７階には多彩なワインセレクションを楽しみながらバンコクの街を一望できる、人
気のバーも。

１泊１室あたり料金（目安）¥16,900～
【バンコク シーロム通り周辺】 TOWER CLUB AT LEBUA

5★ / タワー クラブ アット ルブア
チャオプラヤー川を見渡す５１～５９階の高層階を占める全室スイートの豪華ホテル。クラブラウンジ特典をご利用い
ただける他、客室内ミニバー＆ＷＩＦＩ無料と快適です。ルーフトップバー『シロッコ』はバンコクの夜景を満喫できるス
ポットとして有名です。

１泊１室あたり料金（目安）¥25,600～
【バンコク シーロム通り周辺】 W BANGKOK

5★ / Ｗ バンコク
サトーン通りに位置するラグジュアリーホテルです。ＢＴＳチョンノンシーから徒歩１分と大変便利です。周辺は各国の
大使館やオフィスビルが立ち並ぶビジネスエリアです。客室は斬新ながら落ち着きのあるデザインとなっており、ワン
ランク上の滞在を楽しめます。

１泊１室あたり料金（目安）¥30,800～
【バンコク シーロム通り周辺】 BANYAN TREE BANGKOK

5★ / バンヤン  ツリー バンコク
シーロム通りやＢＴＳの駅まで徒歩約５分の６０階建て超高層ホテル。全てのお部屋が広々としたスイートタイプで、寝
室とリビングルームに別れております。全室ファックス付きですので、ビジネスのお客様におすすめです。

１泊１室あたり料金（目安）¥28,800～
【バンコク シーロム通り周辺】 THE SUKHOTHAI BANGKOK

5★ / ザ スコタイ  バンコク
サトーン通りに位置。古代「スコータイ」王朝時代のような落ち着いた雰囲気で、ゆっくりと静かに洗練されたシティリゾ
ートを満喫できます。館内レストランも質が高く、ホテル内での食事も楽しむことができます。

１泊１室あたり料金（目安）¥29,200～
【バンコク シーロム通り周辺】 U SATHORN BANGKOK

5★ / U サトーン  バンコク
ビジネス街として有名なサトーン地区に生まれたハイセンスなアーバンリゾートです。都心とは思えないほど静かな環
境の中、プライベートな時間を満喫いただけます。午前６時～午後１１時の幅広い時間帯で利用可能な朝食も特徴。
全室ＷＩＦＩ無料です。

１泊１室あたり料金（目安）¥16,100～
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【バンコク サイアムスクエア周辺】 ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL

5★ / アナンタラ  サイアム  バンコク  ホテル
伝統的なタイ建築をベースにしたシックな内装のラグジュアリーホテル。ＢＴＳのラチャダムリ駅まで徒歩でわずか、伊
勢丹までも徒歩約１０分。改装したばかりのデラックスルームが人気！２０１８年３月限定で滞在中に利用できる携帯
も好評！（一部国際電話含む）

１泊１室あたり料金（目安）¥24,700～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK

5★ / グランド  ハイアット  エラワン  バンコク
ＢＴＳチットロム駅の連絡通路で徒歩約３分。伊勢丹やセントラルデパート等の大型商業施設にも近い上、ビジネス街
へのアクセスにも便利。館内はグランドハイアットらしい高級感にエラワンの伝統を合わせた雰囲気が圧巻です。全室
ＷＩＦＩ無料です。

１泊１室あたり料金（目安）¥25,600～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 THE OKURA PRESTIGE BANGKOK

5★ / オークラ  プレステージ  バンコク
各国の大使館が集まるエリアに位置し、ＢＴＳプルンチット駅に直結しています。ショッピングエリアにも近く、ビジネス
と観光に便利な立地です。客室は広く、施設も充実。朝食はビュッフェかレストラン「山里」での和朝食かを選べ、好
評です。

１泊１室あたり料金（目安）¥31,500～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 INTERCONTINENTAL BANGKOK

5★ / インターコンチネンタル  バンコク

バンコクの買物の中心、セントラル・ワールドプラザから徒歩５分、スカイトレインの駅も目の前という絶好のロケー
ションを誇るデラックスホテル。海外からの著名人からも多く親しまれ、ワインバーを始めとする飲食施設も好評です。

１泊１室あたり料金（目安）¥27,900～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 SIAM KEMPINSKI HOTEL BANGKOK

5★ / サイアム  ケンピンスキー  ホテル バンコク
２０１０年９月にオープンした高級ホテル。ショッピングモール「サイアムパラゴン」に直結しております。４０平米以上の
お部屋は快適でプールアクセスが可能なカバナルームが魅力的です。都心にありながらも敷地内は閑静でリゾートに
最適なラグジュアリーホテル。

１泊１室あたり料金（目安）¥26,500～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 CONRAD BANGKOK

5★ / コンラッド  バンコク
ＢＴＳプルンチット駅から徒歩で約７分。各国大使館が並ぶワイヤレス通りに位置する高級デラックスホテルです。レス
トランやスーパーマーケット、銀行等が入居する複合商業施設に直結していて便利。館内や客室は茶色を基調とした
贅沢で心安らぐデザインです。

１泊１室あたり料金（目安）¥18,400～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 HOTEL MUSE BANGKOK LANGSUAN

5★ / ホテル ミューズ  バンコク  ランスワン

ランスワンに位置する豪華ブティックホテルです。アコー系列の新ブランドＭギャラリーとしても知られています。館内、
客室にはこだわりのデザインとなっています。ＢＴＳチットロムへの無料トゥクトゥクサービスもあり便利です。

１泊１室あたり料金（目安）¥18,400～
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【バンコク サイアムスクエア周辺】 HOTEL INDIGO BANGKOK WIRELESS ROAD

5★ / インディゴ  バンコク  ワイヤレス  ロード
２０１５年１月オープンの新しいデザインホテル。ＢＴＳプルンチット駅からワイヤレス通りを南下し徒歩５分程度の距離
です。外光がたっぷり入り明るい館内と、ユニークな家具を備えた客室が特徴。全室ＷＩＦＩ無料で、ビジネス利用にも
適したホテルです。

１泊１室あたり料金（目安）¥20,100～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 HANSAR BANGKOK HOTEL

5★ / ハンサー  バンコク  ホテル

２０１０年１２月オープンの５つ星ホテル、ＢＴＳラチャダムリから徒歩２分ほどです。ホテルでありながらサービスアパー
トメントの要素も取り入れている新感覚のホテルです。お部屋はスタイリッシュで機能的です、ＷＩＦＩは全館無料です。

１泊１室あたり料金（目安）¥25,900～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 PARK HYATT BANGKOK

5★ / パーク ハイアット  バンコク

２０１７年５月にグランドオープン。セントラルエンバシーの上層に位置しており、観光にもビジネスにも便利な立地。客室
は４８平米よりとゆったりとしています。ミシュランバンコク２０１８おすすめホテルの１つ。ＷＩＦＩ無料。

１泊１室あたり料金（目安）¥36,800～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 THE ATHENEE HOTEL, A LUXURY COLLECTION HOTEL BANGKOK

5★ / アテネ ホテル、ア  ラグジュアリー  コレクション  ホテル バンコク
パリとニューヨークにある格式のあるプラザアテネをメリディアンがプロデュース。オーナーの意向もあり隠れた部分で
芸術を追求しています。ロビーの香りや音、他。ミシュラン３つ星シェフ考案の料理が朝食時にアラカルトで注文できる
のは魅力的。

１泊１室あたり料金（目安）¥33,100～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 THE ST.REGIS BANGKOK

5★ / セント レジス バンコク

ＢＴＳラチャダムリ駅の目の前に位置する最高級ホテル。館内は優雅な雰囲気に包まれており、ゆったりとくつろぐこと
ができるでしょう。広々とした客室は上層階に位置しており、全室バトラーサービス付きです。

１泊１室あたり料金（目安）¥33,300～
【バンコク サイアムスクエア周辺】 VIE HOTEL BANGKOK - M GALLERY

5★ / ヴィー ホテル バンコク  － Ｍ ギャラリー

Ｍ・ギャラリー・コレクション・メンバーのホテル。スタイリッシでシックな館内のデザインは優雅さを醸し出しています。
客室の大きな窓からは、市内の眺望を楽しめます。スカイトレインの駅も至近です。

１泊１室あたり料金（目安）¥17,300～
【バンコク チャオプラヤー川周辺】 SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK

5★ / シャングリ・ラ  ホテル バンコク
ＢＴＳサパーンタクシン駅から徒歩２分。チャオプラヤー川沿いに位置し、常に世界のベストホテルに数えられる老舗リ
ゾートです。格調高いクルンテープウイングは全室リバービュー。ホライゾン号ディナークルーズも有名です。全室イン
ターネット接続無料です。

１泊１室あたり料金（目安）¥29,000～
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【バンコク チャオプラヤー川周辺】 THE PENINSULA BANGKOK

5★ / ペニンシュラ  バンコク
チャオプラヤー川の西岸に位置し、全室リバービューで壮観です。お客様本位のサービスには定評があり、世界有数
の一流ホテルとして数多くのお客様から愛され続けています。客室には最新設備が充実。リバーサイドを満喫できる
レストランやバー等も人気です。

１泊１室あたり料金（目安）¥31,500～
【バンコク チャオプラヤー川周辺】 MANDARIN ORIENTAL BANGKOK

5★ / マンダリン  オリエンタル  バンコク
世界中の旅行誌が毎年「世界のトップホテル」と絶賛。チャオプラヤー川沿いにあり、全室からリバービューまたはガー
デンビューの眺望が楽しめます。もちろんバトラーサービスも完備。スパや館内飲食も評判が良く、世界各国のＶＩＰか
ら愛され続けています。

１泊１室あたり料金（目安）¥80,200～
【バンコク チャオプラヤー川周辺】 MILLENNIUM HILTON BANGKOK

5★ / ミレニアム  ヒルトン  バンコク
チャオプラヤー川岸にあるデラックスホテル。内装はシックながら温かみのある印象です。眺望の素晴らしいルーフトッ
プバーも評判。ホテルへの移動はサトーン船着場（ＢＴＳサパーンタクシン駅前）またはリバーシティからの無料シャト
ルボート利用が便利です。

１泊１室あたり料金（目安）¥17,400～
【バンコク 王宮・カオサン・チャイナタウン】 RIVA ARUN

4★ / リヴァ アルン
チャオプラヤ川沿いに位置し、ワットポーやワットアルン、王宮の観光をするのにぴったりなブティックタイプのホテルで
す。特にリヴァ アルン プレミアム ジャグジー スイートのバルコニーから望むワットアルン（暁の寺）は絶景で好評です。
ＷＩＦＩ無料。

１泊１室あたり料金（目安）¥17,900～
【バンコク 王宮・カオサン・チャイナタウン】 SHANGHAI MANSION

3★ / シャンハイ  マンション
チャイナタウンに位置するホテル。地下鉄等へも簡単にアクセスできます。館内は鮮やな中国風のアンティーク家具
やお花、ちょうちんなどがかわいらしい。窓はありませんが色ガラスがはめられており、懐かしい雰囲気があります。
オープンエアーのバーも人気です。

１泊１室あたり料金（目安）¥9,300～
【バンコク 王宮・カオサン・チャイナタウン】 THE SIAM

5★ / ザ サイアム
チャオプラヤ川沿いのスモールラグジュアリーホテル、広大な敷地にはコロニアルスタイルやアールデコ様式を用い
た客室が３９室のみで全室スイートルーム。建築を担当したのは、世界各地のリゾート建築で名高いビル・ベンスリー
氏というこだわりのホテルです。

１泊１室あたり料金（目安）¥71,300～


