
 

 

シントーン・ミッドタウン・ホテル・バンコクは、お客様にあらゆる機会を捉えてサービスの真髄

を体験していただけるよう、利便性を兼ね備えつつ、リラックスした雰囲気と高級感で溢れていま

す。当ホテルは、品質、価値、快適さを追求し、多様な宿泊オプションとレストラン・バーの両面

で、お客様に様々な選択肢を提供しており、バンコクの魅力に触れるには、これ以上ない場所です。

文化、芸術、グルメ、ダンス、優雅な生活、健康など、すべてはここシントーン・ミッドタウンか

ら始まる、都心の中のサンクチュアリです。 

 

バンコクの魅力に触れる 

様々な文化と芸術が混在する国際都市バンコク。緑に囲まれた静かな空間と、ソイの路地裏の活気

に満ち溢れた雰囲気の狭間。企業のオフィス、イベントやエンターテインメントの中心地。ランス

アン地区にあるシントーン・ミッドタウンは、スクンビットとシーロムのどちらへも簡単にアクセ

スできます。BTS スカイトレインのチットロム駅とラチャダムリ駅へは徒歩 5 分。また、セントラ

ル・チットロムやルンピニ公園も徒歩圏内です。エラワン祠、プラトゥーナム市場、セントラルワ

ールドも、トゥクトゥクに乗ればすぐそこです。また、バムルンラード国際病院、バンコク病院、

メドパーク病院へも至近です。バンコクでゆとりのある時間を過ごすことができるシントーン・ミ

ッドタウンは、都会で繭の中にいるような心地よさを提供する場所です。 

 
 

すべてはここから始まる 

コンテンポラリーなデザイン、くつろぎ感のあるエレガンス、印象的なローカルアートが、344室の

客室とスイートに融合しています。一日中街のエネルギーを吸収した後は、カスケードシャワーの

下で元気を取り戻し、ドリンクを飲んでリラックスし、雲の上のような快適なベッドに身を沈めて

ください。 

 

客室カテゴリー： 

• スタンダードルーム 153 室 (33 平米)  

• プレミアムルーム 99 室  (33 平米) 

• スイート 30 室  (33 平米) 

• 1 ベッドルームスイート 20 室 (40 平米) 

• 1 ベッドルームスカイ スイート 5 室 (40 平米) 

• 2 ベッドルームスイート 12 室  (54 平米) 

• 2 ベッドルームコーナースイート 20 室 (72 平米) 

• 2 ベッドルームコーナースイート 5 室  (72 平米) 

客室仕様： 

- キングサイズベッドまたはツインベッド 

- コネクティングルーム、インターコネクティングルーム 

- 清潔で快適な住環境を提供する空気清浄機 

- 国内外チャンネルが選局可能な 49 インチ LED テレビ 

- 便利な充電ケーブルと USB ソケットなどのユニバーサルプラグ 

- ホテル内の無料 Wi-Fi インターネット接続 

- 無料ウェルカムミニバー（スイートルーム対象） 

- 無料コーヒー・ティーメーカー 

- バスアメニティ（ご要望に応じて） 

- 2in1 洗濯乾燥機（25 階～29 階の全客室で利用可能） 

- IH 調理器、レンジフード、電気ケトル、電子レンジ、冷蔵庫、キッチン用品を備えた簡易キッ

チン（スイートルームと 25 階～29 階の全客室で利用可能） 

 

 



 

 

サービスレジデンス内 

ミニマルスタイル。シンプルテクノロジー。簡単且つ快適。スリムな 6階建てのシントーン・ミッド

タウンには、49 戸のプライベート・サービスレジデンスを擁しています。 

客室カテゴリー： 

• スタジオスイート 34 戸  (32-40 平米)  

• 1 ベッドルームアパートメント 15 戸（40-50 平米） 

客室仕様： 

- キングサイズベッド  

- 国内外チャンネルが選局可能な LED テレビ  

- 清潔で快適な住環境を提供する空気清浄機 

- IH 調理器、レンジフード、電気ケトル、電子レンジ、冷蔵庫、トースター、キッチン用品など

充実した設備が揃った簡易キッチン 

- 2in1 洗濯乾燥機   

- 共有エリア内のプライベートガーデン  

- 駐車場、全館 Wi-Fi インターネット接続 

 

 

飲食店 

バンコク’78  (Bangkok’78) 

70年代のタイの首都の黄金時代にインスピレーションを受けたバンコク'78では、経験豊富なタイ人

シェフが地元の新鮮な食材を使ったパッタイ・クン、トムヤムスープ、カオソーイ、もち米マンゴ

ーなど、タイの人気定番料理を本物の味で提供しています。タイのグルメ料理がお好きな方には、

ミシュランの一つ星レストランであるサネジャーンとのコラボレーションで、懐かしのレシピを提

供しています。70 年代を彷彿とさせる、タイ風ヴィンテージレストランの雰囲気の中、バンコクの

エスニックな雰囲気を体験してください。往年のヒット曲を楽しみながら、カジュアルなランチや

ご家族でのお食事、ご友人とのプライベートな集まりにご利用ください。 

営業時間：毎日；午前 11:30 時～午後 10:30 時   座席数：150 席 

 
Sip & Co. 

バンコクという都会のカオスと向き合うために必要な日々のエネルギー。会話と創造性をかき立て

る Sip & Co.で、おいしい軽食やお食事などをお召し上がりください。屋内席と近日オープン予定の

屋外席を備えた Sip & Co.は、都心の隠れ家です。待ち合わせや気ままな時間、お一人でのくつろぎ

のひと時に、ランスアン カフェ＆キッチンをご利用ください。 

営業時間：毎日、午前 6 時～午後 10 時    座席数：40 席 

 

ブラックキャット (The Black Cat) 

シントーン・ミッドタウン・ホテル・バンコクのロビー近くにひっそりと佇む、雰囲気たっぷりの

タイウィスキーバーは、ドリンクを傾けながらのおしゃべりやふらっと立ち寄るのにぴったりのお

店です。世界中の猫の物語にインスパイアされたシグネチャードリンクと、タイで人気の一口サイ

ズのおつまみをどうぞ。 

営業時間：毎日、午後 5 時～午前 2 時    座席数：40 席 

 



 

 

ホライゾンプール (Horizon Pool) 

スカイラインの眺め。きらめく水面。洗練された味わい。ホライゾンプールでは、18 階の高さから

バンコクの街並みを見下ろしながら、厳選されたカクテルや軽食をご堪能ください。  

営業時間 プール・ドリンク：午前 7 時～午後 10 時、フード：午前 11 時～午後 10 時 

席数：バーカウンター9 席、ダイニングエリア 10 席   
 

フィットネスセンター (Fitness Center) 

19 階からの眺望。壁から天井までの窓から差し込む自然光。シントーン・ミッドタウンのフィット

ネスセンターでは、ライフ・フィットネス社の最新のフィットネス機器を使って、あなたのシェイ

プアップをサポートします。また、階下には 2 つのサウナルームが用意されています。 

営業時間 毎日、24 時間営業 

 

OUR MEETING SPACES FOR UNFORGETTABLE EVENTS  

思い出に残るイベントを実現する会議場 

視界を遮る柱のない会場。最新のテクノロジーと会議設備。創造性を刺激するケータリングサービ

ス。シントーン・ミッドタウンの会議場は、自然光をふんだんに取り入れたミニマルデザインで、

ビジネスミーティングからプライベートな集まりまで、あらゆるシーンで多目的にご利用いただけ

ます。 

CONTACT US 連絡先 

住所: 68 Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan,  電話番号: +66 2 796 8888 

Bangkok 10330 Thailand    ファックス番号: +66 2 796 8889  

メール: commercial.sindhornmidtown@ihg.com ウェブサイト: sindhornmidtown.com 

 

ゼネラルマネージャー: ウマポーン・ウォンピパン ホテルマネジャー: ナウィン・パックワタナ

カーン  

営業部長: ワン・ラタナトラクンチャイ 

シニア・マーケティング・コミュニケーション・マネジャー: ノッパワン・シリノッパクン 

 

所有会社: サイアム・シントーン社     経営: IHG® ホテルズ&リゾーツ 

フェイスブック: Sindhorn Midtown Hotel Bangkok インスタグラム: sindhorn_midtown 

リンクドイン: Sindhorn Midtown Hotel Bangkok 
 

会議場 
広さ  

(平米) 

  
席数 (人数)   

シアター形

式 

クラスルー

ム形式 

ボードルー

ム形式 
U 字型 

バンケッ

ト 

カクテルレ

セプション 

ミッドタウン１ 44 48 20 22 21 30 45 

ミッドタウン２ 36 32 12 10 15 18 25 

ミッドタウン３ 30 32 12 10 15 18 25 

ミッドタウン 66 48 24 22 25 36 60 



 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


