
ホテル　ニッコー　バンコク エンポリアム　スイーツ　バイ
チャトリウム

ジャスミン　シティ　ホテル ジャスミン　リゾート　バンコク
ホテル

★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥19,600～ 1泊1室　 ¥18,500～ 1泊1室　¥13,000～ 1泊1室　 ¥10,200～
2019年1月にオープン。BTSトンロー駅から
徒歩約2分という好立地で、周辺には日本食
レストランや居酒屋、マッサージ店、スー
パーなどもありビジネスにもレジャーにも便
利。客室は36平方メートル以上とゆったりし
ており、ウォシュレットも完備。

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。

BTSアソーク駅からもMRTスクンビット駅か
らも徒歩6分と便利な立地。レジャーにもビ
ジネスにも最適です。館内には会議室やレ
ストラン、プール、ジム等の設備が充実。快
適にお過ごしいただけます。WIFI無料、全室
シャワートイレ付。

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。全室WIFI無料。

（No.43830) （No.114430) （No.12789) （No.14517)

ホープ　ランド　ホテル　スクン
ヴィット４６/１

ブレス レジデンス グランド　プレジデント プレジデント　パーク

★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　¥5,600～ 1泊1室　 ¥11,600～ 1泊1室　 ¥8,800～ 1泊1室　 ¥7,900～
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。

BTSプロンポン駅まで徒歩5分の場所に位
置するサービスアパートメント。白を基調に
木目調のカラーを用いたシンプルモダンな
内装です。客室は65平方メートルからと広
く、キチネットの他、バスローブやスリッパな
ども揃っています。

BTSナナ駅より徒歩5分。スクンビット通りに
至近でお買い物や観光、ビジネス等に便
利。3つのタワーに分かれていて、デラックス
とジュニアスイートが人気です。全室にキチ
ネットあり、WIFI無料、日本語放送も多チャ
ンネルありとサービスが充実。

エンポリウムデパートの奥に建つサービス
アパートメント。最寄駅までのトゥクトゥク
サービスも有り。キッチン等生活に便利な内
装が特長です。WIFI無料。日本語放送も5
チャンネル視聴可。バスタブ付きのデラック
スプレミアムスタジオが特に人気。

（No.9717) （No.13543) （No.4833) （No.5269)

ロイヤル　プレジデント キングストン　スイーツ マイトリア ホテル スクンビット
18

グランデ　センター　ポイント
ホテル　スクンビット５５

★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥8,800～ 1泊1室　¥7,600～ 1泊1室　 ¥10,200～ 1泊1室　¥20,800～
スクンビット通りのタイムズスクエアに程近
い日本人駐在員の多くが住んでいる地域に
あるアパートスタイルのホテルです。客室に
は室内金庫、電子レンジ、冷蔵庫などがそ
ろっており、短期駐在、長期滞在の方には
特に便利です。

スクンビットのソイ15に位置し、静かなロ
ケーションですが、活気ある流行のスクン
ビットロードへもすぐ。BTSスカイトレンのア
ソーク駅やナナ駅、またMRTスクンビット駅
へは徒歩圏内で、無料のトゥクトゥクサービ
スを利用すれば5分と大変便利。

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。

2016年11月オープンの新規ホテル。日本人
に特化した施設やサービスが特長。WIFI無
料、民放視聴可、全室シャワートイレ、バス
タブ付。滞在中無料で利用出来る、大浴場
もあります。喫煙、禁煙などの希望も予約時
に確約でき、安心です。

（No.5268) （No.8198) （No.12343) （No.28522)

 
旅夏 バンコクのホテル

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)

(スクンビット)

https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-HOTELNIKKOBANGKOK-43830
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-EMPORIUMSUITESBYCHATRIUM-114430
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-JASMINECITYHOTEL-12789
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-JASMINERESORTBANGKOKHOTEL-14517
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-HOPELANDHOTELSUKHUMVIT461-9717
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-BLESSRESIDENCE-13543
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-GRANDPRESIDENT-4833
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-PRESIDENTPARK-5269
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-ROYALPRESIDENT-5268
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-KINGSTONSUITES-8198
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-MAITRIAHOTELSUKHUMVIT18-12343
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-GRANDECENTREPOINTHOTEL-28522


ビバ ガーデン サービスド
レジデンス

グランデ センターポイント
ホテル　ターミナル ２１

Ｓ１５　スクンビット　ホテル アライズ　ホテル

★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　¥9,300～ 1泊1室　¥24,300～ 1泊1室　¥11,300～ 1泊1室　 ¥7,900～
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
送を視聴可。全室WIFI無料。

BTSアソーク駅直結。最新商業施設『ターミ
ナル21』に併設された絶好の立地です。落ち
着いた雰囲気のロビーにはドリンクサービス
も用意されています。白を基調にした清潔で
明るい客室が特長。全室ウォシュレット付。
WIFIも無料、全室禁煙。

BTSアソーク駅やMRTスクンヴィット駅近
く、観光やショッピング、ビジネスにも便利な
場所に位置するホテル。レストラン、スパ、
フィットネスルーム、高速インターネットサー
ビスなどが利用できます。

BTSプロンポン駅から徒歩5分。スクンビット
通りソイ26に2012年11月にオープンしたホテ
ル。ご出張や長期滞在にも使いやすい便利
なロケーション。お部屋には最新設備を揃
え、日本人のお客様に人気の高いホテルで
す。全室WIFI無料。

（No.28073) （No.15647) （No.112673) （No.19269)

アキラ　トンロー　バンコク
（旧：パンパシフィックサービススイーツ）

バンコク　ホテル　ロータス
スクンビット

ランドマーク　バンコク パーク　プラザ　スクンビット
バンコク

★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥19,200～ 1泊1室　 ¥14,900～ 1泊1室　 ¥19,400～ 1泊1室　 ¥12,500～
日本人駐在員に人気の高級エリア、トンローの
中心に位置するハイクラスなサービスレジデン
ス。住み心地の良さに加えてワンランク上のお
洒落な空間を満喫いただけます。周辺にはモダ
ンなバーや日本食レストランも多数あり快適で
す。全室WIFI無料。

スクンヴィットの中でもこのホテルの周辺は特
に日本人の買い物客が多く、少し足を伸ばせ
ば日本の食素材を扱うスーパーマーケットや高
級デパート、その他マッサージ店や公園など、
徒歩圏内で殆どの用が済んでしまいます。スカ
イトレイン駅も徒歩5分です。

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。

ビジネスの中心、スクンビットエリアにある4つ星
ホテル。客室は全てワイヤレスインターネット
接続が無料で、ラウンジもありますので快適に
ビジネスライフを送ることができます。また、ホ
テル屋上にはプールもあり周辺施設も充実して
います。

（No.28073) （No.408) （No.392) （No.3183)

レンブラント　ホテル アヴァニ　アトリウム　バンコク ディー ヴァリー ディーバ
バリー スクンビット

オムニ　タワー　サービス
レジデンス

★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥11,100～ 1泊1室　¥11,100～ 1泊1室　 ¥7,400～ 1泊1室　 ¥5,400～
日本人の利用も多いホテル。地元の富裕層
や外国人に人気のエンポリアムデパートや
スカイトレインの駅は徒歩圏内です。ホテル
の周辺にはレストランや屋台、マッサージ店
も多く立ち並び、大変便利です。隣接して
サービスアパートメントもあります。

発展が進むニューペッブリーのビジネス/
ショッピングエリアに位置する大型デラック
スホテル。スクンビットやサイアムといった都
心にもアクセスしやすい立地。落ち着いた雰
囲気の客室には充実した設備を備え、ビジ
ネスにもレジャーにも便利なホテルです。

スクンビット通りソイ20奥に位置。日本人駐
在員も多いエリアのバンコク中心部に建つ
アパートメントタイプのホテル。美しくデザイ
ンされた客室には設備も充実し、快適にお
過ごしいただけます。屋外プールやフィット
ネス施設も滞在中利用可。

BTSスカイトレイン「ナナ」駅から徒歩約12
分。賑やかな通りにあります。全室バスタ
ブ、電子レンジ、シンク付き。35階建てのビ
ルにはプールのほかにフィットネス、サウナ
等もあります。

（No.40371) （No.108651) （No.12221) （No.111744)

         H19A003

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/BANGKOK-VIVAGARDENSERVICEDRESIDENCE-28073
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-GRANDECENTREPOINTHOTELTERMINAL-15647
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-S15SUKHUMVITHOTEL-112673
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-ARIZEHOTEL-19269
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-AKYRATHONGLORBANGKOK-8287
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-BANGKOKHOTELLOTUSSUKHUMVIT-408
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-THELANDMARKBANGKOK-392
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-PARKPLAZASUKHUMVITBANGKOK-112630
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-REMBRANDTHOTEL-423
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-AVANIATRIUMBANGKOK-108651
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-DVAREEDIVABALLYSUKHUMVIT-12221
https://hotel.jhc.jp/agt/BANGKOK-OMNITOWERSERVICEDRESIDENCE-111744

