Map & Direction

Yadoya@Thonglor

Fifty Fifth Thonglor
Soi Sukhumvit 57

Yadoya@Thonglor

Soi ThongLo ซอยทองหลอ

Yadoya@Thonglor

Soi Sukhumvit 53

Soi ThongLo 1 ซอยทองหลอ 1

Bangkok Prep

Tel. 02-391-9098~9,
Fax: 02-392-5031

แผนที่ไปยังยาโดยะ อพารทเมน
For Taxi: จากปากซอยทองหลอ ประมาณ 180 เมตร ดานซาย

E-mail: yadothonglor@gmail.com
LINE ID: mr.momiya
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Yadoya@Thonglor
Service Apartment

Yadoya@Thonglor is popular as a minitelhotel (guesthouse) located in 2 minutes on foot
from BTS Thong Lo Station facing Sukhumvit 55
(Thonglor Road), a personal trip with reasonable
accommodation fee and the best accommodation to be used as a temporary residence for
business trips in Bangkok.
The facilities of the guest rooms are available with air conditioner, TV, fridge, desk, sofa
(some rooms only), bed making and indoor
cleaning are done daily just like regular hotels.

2 MINS WALK
TO BTS STATION
NEAR SHOPPING MALLS
AND RESTAURANT
NEAR A 24-HOUR
CONVENIENCE STORE
WE SPEAK ENGLISH,
JAPANESEAND THAI
Room Type

Price

Single room （シングル）

700 Baht（バーツ）

Double room （ダブル）

800 Baht（バーツ）

Twin bed room（ツイン）

900 Baht（バーツ）

Quad room

（４人部屋）

Bunk bed room(６人部屋 )

1,400 Baht（バーツ）
2,550 Baht（バーツ）

The reception is open 24 hours, and there
is safety box... Wifi internet is free, and TV of
guest room can also watch NHK. On the 2nd
floor reception, Japanese TV shows are available.
Breakfast (Bread, coffee, and Juice) is
included. The entrance of the hotel is up the
stairs beside the Izakaya(name of Torizukushi),
and the second floor is the reception, lobby and
the cafeteria, and the third floor is rooms. We
also keep luggage until your flight time and
have a storage for golf bag throughout the year.
Please do not hesitate to contact us.

宿屋＠トンローは、スクンビット 55
（トンロー通り）
に面した BTS トンロー駅徒歩 2 分の好立地に位置する
ミニテルホテル ( ゲストハウス）として、タイバンコク
のリピーターに根強い人気があり、宿泊代を抑えた個人
旅行や出張、タイバンコク視察の当面の滞在先として
利用されるには最適な宿泊施設です。
客室の設備は、エアコン、TV、
冷蔵庫、机、ソファー（一部
の部屋のみ）などは揃っており、リネン交換、ベットメイ
キング、室内清掃は通常のホテル同様に毎日行われます。
フロントは 24 時間営業の為、セキュリティーも問題
ありません。
また、Wifi インターネットが無料、客室の TV は NHK も
視聴可能。2 階フロントでは日本の民放各局の TV 視聴
が可能です。
朝食は、パン、コーヒー、ジュースのみですが無料で付い
ており、コーヒーは引きたての UCC ブレンドを味わえ
ます。
当館の入口は、１階の居酒屋「とりづくしトンロー店
様」横の階段を上がり、2 階がフロント、ロビー兼食堂、3
階以上が客室となっております。
ゴルフバックの通年お預かりやチェックアウト後の
フライト時間までの荷物預かりも行っております。お気
軽にお問い合わせください。

Apartment facilities:

Rooms with furniture:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CCTV surveillance
Free WiFi
Cable TV
Breakfast included

Bed and sheets
Television
Air conditioner
Refrigerator
Telephone

•
•
•
•

Pillows
Chairs
Shower heater
Table, Sofa

