
シーザーパーク ホテル 台北 リージェント　台北 コスモス ホテル 台北 シャングリ・ラ ファーイースタ
ン プラザ ホテル　台北

★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥12,800～ 1泊1室　¥28,000～ 1泊1室　¥12,800～ 1泊1室　 ¥27,500～
アクセスの良さ抜群。台湾高鉄(新幹線)、台
鉄の駅もすぐそば。地下1階から台北MRT6
番出口と直通エレベーターより、直接ホテ
ルのロビーまたは宿泊カードでお泊りのフ
ロアまでご利用いただけます。インターネッ
ト無料。

中山駅から徒歩約6分。ロケーション、快適
な空間、8種類から選べる枕のチョイス等、
設備・サービスともに申し分のないデラック
スホテル。広々としたバスルームは大理石
を使用。全室温水洗浄便座、セパレート
シャワー完備。

台北駅のすぐ近くに位置。バス・エアポート
リムジンの発着所にも隣接し、またホテル
周辺にはコンビニやデパート、飲食店なども
多く好立地です。客室にはドライヤーやセー
フティボックスなども完備されています。

市街南部の敦化南路に位置するデラックス
ホテル。ショッピングアーケードに隣接してい
るので買い物に便利です。世界貿易セン
ターへは車で数分、館内にはビジネスセン
ターもあります。客室は広く落ち着いた色調
でセンス良くまとめられています。

（No.3700) （No.3714) （No.3687) （No.3720)

ロイヤル イン台北林森 グロリア　プリンス　ホテル
台北

ロイヤル イン台北南西 マンダリン オリエンタル 台北

★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥10,100～ 1泊1室　 ¥11,500～ 1泊1室　 ¥11,000～ 1泊1室　 ¥49,100～
林森北路沿いに位置するホテルで、最寄り
駅のMRT淡水線・中山駅またはMRT板南
線・善導寺駅へは10分程度で、台北車站も
徒歩圏内。客室はシンプルで、無料でWIFI
に接続できます。ロビーは4階にあります。

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。

MRT淡水線の中山駅より徒歩2分の好ロ
ケーション。快適な空間・お手頃価格でリ
ピーターも多いホテル。ロビーや客室には
日本風様式が取り入れられています。

松山国際空港から車で約5分。人気の名所
を訪れるのに便利な台北中心街の敦化北
路に位置。伝統的なエレガンスと最先端テク
ノロジーが見事に調和しています。館内ジェ
イドラウンジで楽しめる優雅なアフタヌーン
ティーも大変評判です。

（No.19472) （No.3698) （No.102566) （No.240469)

アンバサダー ホテル 台北 ホテル　サンルート 台北 レオフー　ホテル ユナイテッド　ホテル

★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥20,600～ 1泊1室　¥8,300～ 1泊1室　 ¥8,300～ 1泊1室　¥11,500～
中山北路二段に位置する老舗の大型ホテ
ル。雙連駅まで徒歩5分、台北駅までは車
で10分と交通も便利で観光・ビジネスどちら
にもお薦めです。客室はあたたかみのある
デザインです。

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WIFI無料。

地下鉄・松江南京駅から徒歩5分程のロ
ケーション。日本人の利用が多くほとんどの
スタッフが日本語対応可能です。11階の「金
鳳庁」は地元でも人気のレストランです。客
室は中国風のデザインでまとめられていま
す。

國父紀念館駅より徒歩約2分。イギリス帰り
の台湾人のデザインで廊下はゼブラ柄、部
屋はモダンでシンプルな内装でとてもお洒落
な雰囲気。館内にはレストラン、バー、ヘル
スクラブ等があります。周辺にはコンビニや
飲食店もあります。

（No.3682) （No.4364) （No.3706) （No.6944)

 
旅夏 台北のホテル

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/TAIPEI-CAESARPARKHOTELTAIPEI-3700
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-REGENTTAIPEI-3714
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-COSMOSHOTELTAIPEI-3687
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-SHANGRILASFAREASTERNPLAZA-3720
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-ROYALINNTAIPEILINSEN-19472
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-GLORIAPRINCEHOTELTAIPEI-3698
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-MANDARINORIENTALTAIPEI-20469
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-AMBASSADORHOTELTAIPEI-3682
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-HOTELSUNROUTETAIPEI-4364
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-LEOFOOHOTEL-3706
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-UNITEDHOTEL-6944


パレ・デ・シンホテル シェラトン　グランデ　台北
ホテル

ザ　シャーウッド台北 台北　フラートン　南京館

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥18,800～ 1泊1室　¥27,000～ 1泊1室　¥19,700～ 1泊1室　 ¥8,700～
2010年3月オープン。優雅で機能的なヨー
ロッパ風のデザインを主としながらも、チャイ
ナテイストも感じることができるラグジュア
リーホテル。台北駅の北側に位置しており、
台湾鉄道・高速鉄道・地下鉄など各交通機
関へのアクセスも便利。

地下鉄善導寺駅のほぼ真上に位置するデ
ラックスホテル。客室は優雅なモダンチャイ
ナを基調に近代的設備を完備。台湾で初め
て“リンク@シェラトン"を設置しました。

松山空港の南に位置。エレガントでやさしい
色調の館内はビジネスマンだけでなく女性
のお客様にも人気。客室は広くゆったりとし
た高級感あふれるデラックスホテルです。全
室WIFI無料。

市街東部に位置するデラックスホテル。世
界貿易センターや国内線の松山空港へは
車でわずか。部屋には設備やアメニティが
充実しています。17階のレストランからは台
北の街並みを眺めながらフランス料理をお
召し上がりいただけます。

（No.8900) （No.3704) （No.3721) （No.3705)

クオート　台北 ブラザー　ホテル チェック イン ガラ　ホテル

★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥19,300～ 1泊1室　 ¥13,800～ 1泊1室　 ¥8,300～ 1泊1室　 ¥13,300～
台北アリーナ、MRTの南京東路駅から徒歩
5分以内の商業区に位置。客室は全室
TOTOウォシュレット完備、木のぬくもりを生
かした洗練されたモダンな空間です。ラウン
ジでは、スナックやドリンク、台湾ビールを無
料で一日中提供しています。

台北のビジネス街の中心地にあり、銀行、
商社、航空会社、デパートに囲まれ、繁華街
にもすぐ足を伸ばせる距離。MRT南京復興
駅に隣接しているので市内の移動も便利。
MRT松山空港までも2駅です。

MRT行天宮(XINGTIAN TEMPLE)駅の真上
に位置するチェック インはニューヨークのロ
フト風で、黄色ベースにしたデザインをして
ます。

台北市街を縦に通る松江路に位置。日本人
の利用の多いホテルで日本語を話すスタッ
フも在勤しています。MRT行天宮駅を出て
すぐのところにあるので、市内の移動も便
利。

（No.30014) （No.3684) （No.20748) （No.3694)

ゴールデン　チャイナ　ホテル フローラ　ホテル
（旧：フラワーホテル）

ホテル　ロイヤル　ニッコー
台北

サンワールド ダイナスティ ホ
テル台北

★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★

在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！ 在庫あり！

1泊1室　 ¥12,400～ 1泊1室　¥7,300～ 1泊1室　 ¥19,700～ 1泊1室　 ¥13,800～
桃園空港から車で約40分、松山空港へは車
で約15分。地下鉄「行天宮」駅のすぐ近く
で、とても便利な立地です。客室はシンプル
で落ち着いた雰囲気で、全室WIFI無料。

台北駅より徒歩約7分。周辺にはデパート
やショップも多く、ビジネスにもショッピングに
も便利。お手頃価格で、リピーターの多い人
気ホテル。ホテル1階にはコンビニあり。(本
館と別館は、漢口街一段を挟んで向かいに
あります)

MRT中山駅より徒歩数分の好立地。日本
人スタッフ・日本語スタッフが常駐し、日本
人のお客様には特に快適にお過ごしいただ
けます。全室液晶TV、DVD設置、インター
ネット無料。

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。

（No.3695) （No.3691) （No.3718) （No.3683)

         H19A005

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/TAIPEI-PALAISDECHINEHOTEL-8900
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-SHERATONGRANDETAIPEIHOTEL-3704
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-THESHERWOODTAIPEI-3721
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-TAIPEIFULLERTONEAST-3705
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-HOTELQUOTETAIPEI-30014
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-BROTHERHOTEL-3684
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-CHECKINN-20748
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-GALAHOTEL-3694
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-GOLDENCHINAHOTEL-3695
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-FLORAHOTEL-3691
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-HOTELROYALNIKKOTAIPEI-3718
https://hotel.jhc.jp/agt/TAIPEI-SUNWORLDDYNASTYHOTELTAIPEI-3683

