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※特典はワンドリンク券サービス
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（25㎡）
【交通】 JR釧路駅から徒歩約12分または

タクシーで約5分
道東自動車道 阿寒ICから約40分

ウォーターフロントに位置し、歓楽街へも徒歩5分と大変便利です。

【特定除外日】 2019/10/18、2020/1/6-9、
9/5・12・19

【TEL】 0154-31-4111
【住所】 北海道釧路市錦町3-7

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 日高ウイング：バス・トイレ付ツイン（30㎡）
【交通】 JR帯広駅から徒歩約15分または

タクシーで約5分
道東自動車道 音更・帯広ICから約20分
または帯広広尾自動車道 芽室・帯広IC
から約20分

帯広市内唯一の原生林に囲まれた庭園が美しいシティホテルです。エゾリスが遊ぶ閑静な環境で、
モール温泉浴場や露天風呂をご堪能いただけます。

【特定除外日】 2019/11/11・12
【TEL】 0155-21-0001
【住所】 北海道帯広市西7条南19-1

※特典はVOD無料（1部屋1泊毎）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（20㎡）
【交通】 JR函館駅から車で約10分

函館新道 函館ICから約20分

函館市の中心部、五稜郭やビジネス街に近い、好立地のビジネスホテルです。男女大浴場を
完備し、各種アメニティが充実している明るい客室も人気です。

【特定除外日】 2019/11/5-7、2020/9/14・
15・20-22

【TEL】 0138-52-3121
【住所】 北海道函館市本町27-1

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（26㎡／海側）
【交通】 市電末広町から徒歩約1分または

JR函館駅からタクシーで約5分

元町、ベイエリアと観光の中心地へは徒歩圏内。市電の停留所も目の前ですのでとても便利です。40
台分の無料駐車場はチェックイン前・チェックアウト後もご利用可能です（フロントへお申し出ください）。

【特定除外日】 休日、休前日、2020/4/24
【TEL】 0138-26-1111
【住所】 北海道函館市末広町22-11

※掲載の情報は2019年7月現在のものとなります。利用可能施設・ご提供内容は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）
および各施設の特定除外日（各施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

- 2019.10.01改訂 -
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン

（37㎡／ガーデンビュー）
【交通】 地下鉄泉中央駅から路線バスで約23分

東北自動車道 泉ＰＡスマートICから約5分
または泉ICから約10分

くつろぎに満たされてゆく、緑豊かなガーデンリゾート。

【特定除外日】 2020/7/18-8/1、9/19-21
【TEL】 022-377-1111
【住所】 宮城県仙台市泉区寺岡6-2-1

※特典はウェルカムドリンク券（1人1枚）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（20㎡）
【交通】 JR仙台駅西口から徒歩約5分

東北自動車道 仙台宮城ＩＣ約15分

お仕事・観光・記念旅行など様々なシーンにご利用いただけるクラシカルなホテルです。常時70種
類の料理が並ぶホテル自慢の朝食ビュッフェはイチオシ！！ 2018年全客室リニューアル。

【特定除外日】 2020/4/1以降未定
【TEL】 】 022-268-1111
【住所】 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（36㎡／山側）
【交通】 JR山形駅から徒歩約1分

山形自動車道 山形蔵王ICから約10分

山形駅に直結し、ショッピングセンター「エスパル山形店」と隣接した利便性にとんだホテル。
ナチュラルテイストの客室は心地よく、窓には雄大な山々が望めます。

【特定除外日】 2020/2/24・25
【TEL】 】 023-628-1111
【住所】 山形県山形市香澄町1-1-1

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 ウイングタワー館：バス・トイレ付禁煙

ルーム（38㎡）
【交通】 JR猪苗代駅からタクシーで約15分

または送迎車で約15分
磐越自動車道 猪苗代ICから約10分

ヨーロピアンクラシカルの高層ホテル。リゾートライフを満喫できます。

【特定除外日】 2019/12/1-5・8、その他休館
日あり（日程未定）

【TEL】 0242-66-2233
【住所】福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁
リステルパーク

※特典はロビーの無料ドリンクコーナーにてコーヒー提
供＋夜鳴きラーメン無料サービス
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（18㎡）
【交通】 JR花輪線安比高原駅から送迎車で約5分

または安比高原リゾートセンター停留所から
送迎車で約5分
東北自動車道 松尾八幡平ICから約20分
または安代ICから約25分

イーハトーヴォの国から湧き出る奇跡の温泉…といわれるモルデン温泉は「美肌の湯」とも呼ばれ、
たくさんのファンを作り続けています。ご夕飯は県産黒毛和牛を使用した色彩豊かな会席料理。

【特定除外日】 2020/4/20-24、8/1-6
【TEL】 0195-73-5301
【住所】 岩手県八幡平市安比高原605-30

※特典は1,000円分スターバックスカード1枚
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（23㎡）
【交通】 JR秋田駅西口から徒歩約1分

秋田自動車道 秋田中央ICから約15分

JR秋田駅直結で、観光やビジネスの拠点として最適。宴会場や各種料飲施設を備えたシティ
ホテルです。郷土色あふれるゲストルームでごゆっくりお寛ぎください。

【特定除外日】 2020/1/17・18、2/21-23、
3/11、8/3-6・22・29

【TEL】 018-831-2222
【住所】 秋田県秋田市中通7-2-1

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（22㎡／夜景）
【交通】 JR大湊線下北駅からタクシーで約8分

東北自動車道 白石ICから約100分

当館自慢の温泉に浸り、さらにスカイレストラン（11階）で新鮮な魚貝類の料理を楽しみながら、
むつ湾やむつ市街地、釜臥山をのぞむ雄大なパノラマが満喫できます。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0175-22-2331
【住所】 青森県むつ市田名部下道4

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（30㎡）
【交通】 JR盛岡駅から徒歩約3分

東北自動車道 盛岡ICから約15分

JR盛岡駅から徒歩約3分の好立地と、ゆとりの広さを持つ客室で快適にお過ごしいただけます。

【特定除外日】 2019/10/7-14・26、11/2・3、
2020/1/17・18、4/10-24、7/1-25、8/29

【TEL】 019-625-1211
【住所】 岩手県盛岡市盛岡駅前北通2-27
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

※特典はミネラルウォーター（1人1本到着日のみ）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（26㎡）
【交通】 JR京葉線海浜幕張駅から徒歩約3分

またはタクシーで約1分
東関東自動車道 湾岸習志野出口から
約5分または湾岸千葉出口から約5分

『Life with Joy』をコンセプトに居心地の良い遊び心溢れたデザイナーズホテル。シンプルモダンな
落ち着きのあるインテリア、スタイリッシュで機能的な空間、快適なリネンで極上の眠りへと誘います。

【特定除外日】 2020/7/10-8/6、9/18・19
【TEL】 043-296-2111
【住所】 千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-2

※特典は冷蔵庫内のミネラルウォーター
（1人1本2名様まで）

【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付スーペリアツイン（44㎡）
【交通】 JR舞浜駅からタクシーで約5分または

ベイサイドステーションから送迎車で約1分
首都高速道路湾岸線 葛西出口から約15分
または浦安出口から約10分

ヨーロッパの宮殿を思わせる外観や中庭がエレガントなホテル。44㎡の広々とした客室は
総大理石造りのバスルーム付きで、優雅なリゾートステイをお楽しみいただけます。

【特定除外日】 土曜日、10月の金曜日、2019/10/13、
11月・12月の金曜日、2020/1/12、2/23、3/20・27-
4/4、7/11-8/6、9/20・21

【TEL】 047-355-3333
【住所】 千葉県浦安市舞浜1-8

※特典はドリンクチケット（シルバまたはレストラン
にて使用可、1人1枚、滞在中1回）
【チェックイン】 15:00  【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（35㎡）
【交通】 JR舞浜駅からタクシーで約5分または

ベイサイドステーションから送迎車で約1分
首都高速道路湾岸線 葛西出口から約15分
または浦安出口から約10分

パークに隣接する東京ディズニーリゾート®オフィシャルホテル。東京湾を望む海側客室と

パークを見渡すことができるパーク側の客室を用意しています。

【特定除外日】 金曜日、休前日、2020/3/1-9/30
【TEL】 047-355-5000
【住所】 千葉県浦安市舞浜1-8

※特典は滞在中駐車場無料（入庫より30時間以内）
【チェックイン】 15:00  【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付モデレートツイン（30.4㎡）
【交通】 JR新浦安駅から路線バスで約15分

またはタクシーで約10分
首都高速道路湾岸線 浦安出口から約
15分または東関東自動車道 湾岸市川
出口から約20分

南の島に来たかのような、リゾート感あふれるホテルです。ホテル最上階には海が一望できる
展望大浴場がございます（宿泊者無料）。

【特定除外日】 2019/10/5・6、11/22・23、
2020/1/11・12、2/8・9、3/21-9/30

【TEL】 047-382-3331
【住所】 千葉県浦安市明海6-2-1

※特典は館内ラウンジでの喫茶券1人1枚
【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付モデレートツイン（36㎡）
【交通】 JR京葉線海浜幕張駅から徒歩約5分

またはタクシーで約1分
東関東自動車道 湾岸習志野出口から
約5分または湾岸千葉出口から約5分

東京ディズニーリゾート®のグッドネイバーホテル。パークへは無料送迎（要問合せ）で

約30分です。お買い物にも便利な幕張新都心に位置する、シティ＆リゾートホテルです。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3、
2020/1/10-12、2/22・23、3/20・21、
7/23-25、9/19-21

【TEL】 043-297-7777
【住所】 千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3

※特典は館内自動販売機でワンドリンク無料
（1人1本）
【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（25.4㎡）
【交通】 JR京葉線海浜幕張駅から徒歩約3分

東関東自動車道 湾岸習志野出口から
約5分または湾岸千葉出口から約5分
成田空港から高速バスで約40分

光・水・緑溢れるシティ＆リゾート。JR京葉線海浜幕張駅より徒歩2分。舞浜までJR京葉線で
約20分。

【特定除外日】 2020/3/31-4/3、7/1-9/10
【TEL】 043-296-3111
【住所】 千葉県千葉市美浜区ひび野1-11

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（42㎡）
【交通】 JR水戸駅から路線バスで約20分

またはタクシーで約10分
常磐自動車道 水戸ICから約10分

都会の喧騒からかけ離れた非日常的な空間が待っています。緑に囲まれた「森の中の迎賓館」は、
心休まるあなただけのホテルライフを演出します。

【特定除外日】 2019/10/1-14・18-20・26、
11/2、2020/7/1-30

【TEL】 029-305-8111
【住所】 茨城県水戸市千波町2078-1

※特典はウエルカムドリンク券（アルコール、
ソフトドリンクでも可、1人1枚）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（26㎡）
【交通】 JR京成線空港第2ビル駅から送迎車で

約10分または京成成田駅から送迎車で
約20分
東関東自動車道 成田ICから約5分

ホテル～成田空港間の無料シャトルバスが充実。1階ロビーに24時間営業のコンビニエンス
ストア「ローソン」があります。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0476-32-0032
【住所】 千葉県成田市取香500

設定期間終了設定期間終了
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

※特典は客室にコーヒーセットをご用意（1人1セット）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（21㎡）
【交通】 東京メトロ丸ノ内線赤坂見附駅から徒歩約5分

またはタクシーで約2分
首都高速道路都心環状線霞ヶ関出口から
約7分

渋谷、青山、銀座にも電車で約10分のアクセス。都内観光の拠点に便利な立地のホテルです。

【特定除外日】 2020/7/23-8/6
【TEL】 】03-3401-7111
【住所】 東京都港区赤坂4-9-24

※特典はミネラルウォーター（1人1本）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 10:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（16㎡）
【交通】 東京メトロ虎ノ門駅1番または9番出口から

徒歩約7分または
神谷町駅3番出口から徒歩約7分
首都高速道路 芝公園ランプから約5分

東京ミッドタウン、六本木ヒルズ、お台場などのプレイスポットへもアクセス良好。地下鉄は複数の
線が利用でき、東京でのビジネスや観光の拠点に大変便利です。

【特定除外日】 2020/7/9-9/9
【TEL】 03-3431-0109
【住所】 東京都港区愛宕1-6-6

※特典はミネラルウォーター（1人1本）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（20㎡）
【交通】 東京メトロ半蔵門駅から徒歩約1分

首都高速道路 霞ヶ関ICから約5分

半蔵門駅5番出口より徒歩約1分の好立地。ビジネスに観光に便利です。和をイメージさせる内装
と洗練された近代的な外観が優雅に融合するホテルです。

【特定除外日】 2020/7/1-9/13
【TEL】 03-3556-7111
【住所】 東京都千代田区一番町23-1

※特典はミネラルウォーター（1人1本）
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（26㎡）
【交通】 JR飯田橋駅から徒歩約5分または

地下鉄東西線飯田橋駅から徒歩約2分
首都高速道路5号線 飯田橋ランプから約3分

5つの路線が使える、便利な飯田橋に位置。駅から約5分の好立地にありながら、表通りの喧騒か
ら離れた閑静な佇まい。寛ぎを約束してくれるシックなホテルです。

【特定除外日】 2019/10/12、11/2、
2020/1/11、2/22、3/20、7/10-8/6・17-
9/8、9/19-21

【TEL】 03-3237-1111
【住所】 東京都千代田区飯田橋3-10-8

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（27㎡／街側）
【交通】 JR木更津駅東口から徒歩約1分

アクアライン 木更津金田ICから約15分

東京湾に面し、房総半島中部の上総地方に位置する木更津は、羽田空港から約30分、東京
都心へは約50分と、ビジネス・観光の拠点として最適な立地です。

【特定除外日】 2020/3/31-4/24、6/25-
7/1、8/30、9/11-13

【TEL】 0120-691-745
【住所】 千葉県木更津市大和1-2-1

※特典はコーヒー券（1人1枚）
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（23㎡）
【交通】 JR池袋駅メトロポリタン口から徒歩約1分

または地下鉄丸ノ内線・有楽町線池袋駅から
徒歩約3分
首都高速道路 北池袋ICから約7分または
西池袋ICから約5分

池袋西口より徒歩約3分。便利な立地にそびえたつ807室の大型ホテルです。和洋中レストランの
ほか、ショッピングアーケードなど各種施設が充実しています。

【特定除外日】 】水曜日・木曜日・金曜日・土曜日、
2019/10/13・20・27、11/3、2020/1/12、3/29-
31、4/5-7、7月-9月

【TEL】 03-3980-1111
【住所】 東京都豊島区西池袋1-6-1

※特典は駐車場無料（入庫より30時間以内）
【チェックイン】 15:00  【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付スーペリアツイン（32㎡）
【交通】 JR新浦安駅から無料シャトルバスで約10分

首都高速道路湾岸線 浦安出口から約15分
または東関東自動車道 湾岸市川出口から
約20分

2018年5月1日、新浦安・湾岸エリアに開業。東京ディズニーリゾート®まで無料シャトルバス運行。全客室

東京湾のベイビューを臨め、海辺に面したリゾートホテル。海と空のストーリーに包まれた上質の世界を！

【特定除外日】 2019/10/1-12/20、2020/1
月-3月の休前日、3/19-31（以降未定）

【TEL】 047-390-0109
【住所】 千葉県浦安市日の出7-2-3

※特典はラウンジ内ドリンクバーご利用（チェックイン
～25:00）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付スタンダードツイン（21.6㎡）
【交通】 JR京葉線新浦安駅から路線バスで約10分

首都高速道路湾岸線 浦安ICから約15分

遊び心が溢れる様々なお部屋タイプがございますので、ファミリーにもグループにも最適。

【特定除外日】 2020/7/20-8/6・17-9/6
【TEL】 047-305-8015
【住所】 千葉県浦安市日の出5-7-1



－ －5

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

※特典はミネラルウォーターとモーニングチョコレート（1人1
セット）
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付スカイツリー側ツイン

（23.8㎡／スカイツリー側）
【交通】 東京メトロ半蔵門線錦糸町駅5番出口直結または

JR錦糸町駅北口から徒歩約1分
首都高速道路7号小松川線 錦糸町ICから約5分
または首都高速道路中央環状線 平井大橋ICから
約10分

お部屋から東京スカイツリー®が正面にご覧になれます。東京駅まで電車で約9分。主要エリアへ

のアクセスも大変便利です。

【特定除外日】 2020/7/11・22-8/6・25-9/6
【TEL】 03-5619-1066
【住所】 東京都墨田区錦糸4-6-1

※特典はお部屋のアップグレート1日1室限定
【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 東館：バス・トイレ付スタンダードツイン

（21.1㎡）
【交通】 京王多摩センター駅から徒歩約3分または

小田急多摩センター駅から徒歩約3分
中央自動車道 国立府中ICから約30分
または東名自動車道 横浜町田ICから約90分

多摩ニュータウンの中央に位置する都市型コミュニティホテルです。中国料理や日本料理など
各種レストランが揃い、ネット接続無料でビジネスにも重宝します。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 042-374-0111
【住所】 東京都多摩市落合1-43

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（26㎡／街側）
【交通】 みなとみらい線元町・中華街駅から徒歩約3分

またはJR根岸線石川町駅から徒歩約13分
首都高速道路 山下町ランプから約3分
または新山下ランプから約3分

横浜の象徴の一つ、山下公園はすぐ目の前。中華街や元町にも徒歩圏内とロケーションは抜群。
室内はアースグリーンの色彩をアクセントにしたお洒落な空間です。

【特定除外日】 休日、休前日、2019/11/1、12/9、
2020/5/12-15、7/20-8/6・17-9/30

【TEL】 045-330-7111
【住所】 神奈川県横浜市中区山下町6-1

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（16.9㎡）
【交通】 JR新横浜駅から徒歩約2分

第三京浜道路港北ICから約5分
羽田空港から高速バスで約40分

新横浜プリンスホテルは新幹線の新横浜駅約2分。地上42階の都市型高層ホテルです。
お部屋からは美しい眺望をお楽しみいただけます。

【特定除外日】 2019/10/4-6・11-13・18・19・
25-11/3・9・16・23・30、12/7・14、2020/1/11・
12・18・25、2/1・8・15・22、3/7・14・21・28、4/4・
7・11・18、5/16・23・30、6/6・12・13・20・27

【TEL】 045-471-1111
【住所】 神奈川県横浜市港北区新横浜3-4

※特典は入浴剤（フロントにてお渡し1部屋1つ）
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（17～19㎡）
【交通】 東京メトロ日比谷線茅場町駅1・3番出口

から徒歩約1分または
JR東京駅からタクシーで約10分
首都高速道路 箱崎ICから約5分

東京メトロ東西線・日比谷線の茅場町駅からすぐ。東京駅には車で約10分、東京ディズニー
リゾート®へはホテルから電車で約25分と大変便利な場所にございます。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3・22・
23、2020/2/8-10、3/28、4/1、7/8-9/30

【TEL】 03-3668-7711
【住所】 東京都中央区日本橋茅場町2-13-5

【チェックイン】 14:00  
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（27㎡）
【交通】 東京メトロ東西線東陽町駅から徒歩約7分

または東京駅からタクシーで約15分
首都高速9号深川線 木場ICから約5分
または首都高速道路7号線 綿糸町ICから
約10分

東京ディズニーリゾート®のグッドネイバーホテル。オークラグループの最上のサービスをご提供い

たします。

【特定除外日】 】2019/11/2、2020/1/18、
7/10-8/6・19-9/8

【TEL】 03-5683-5683
【住所】 東京都江東区東陽6-3-3

※特典はミネラルウォーター（1人1本）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付スーペリアツイン（24㎡）
【交通】 JR水道橋駅から徒歩約3分または

都営三田線水道橋駅から徒歩約5分
首都高速道路 代官町ICから約10分

JR水道橋駅より徒歩約3分、贅沢さより上質にこだわった美しい和のホテル。客室では安らぎの和の空
間を障子からの優しい光で演出し、ゆったりしたバスルームでは旅の疲れを癒すことをお約束いたします。

【特定除外日】 金曜日、休前日、2019/10/1-
11/21、2020/3/26-4/9、7/1-8/31

【TEL】 03-3293-0028
【住所】 東京都千代田区神田三崎町1-1-16

※特典は水ペットボトル（500ｍｌ）（1人1本）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 10:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（15.4㎡）
【交通】 東京メトロ築地駅から徒歩約2分

または東京メトロ新富町駅から徒歩約2分
首都高速道路都心環状線 新富町出口から
約1分

アクセス至便な、はとバス直営ホテルです。築地場外市場や銀座まで徒歩圏内。30種類以上
の朝食バイキングもおすすめ！

【特定除外日】 2020/7/10-8/6
【TEL】 03-3543-8211
【住所】 東京都中央区築地3-1-5

設定期間終了



－ －6

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（29.7㎡）
【交通】 地下鉄栄駅から徒歩約8分または

JR名古屋駅からタクシーで約15分
名古屋高速道 東新町出口から約2分

※2019/12/1の深夜から翌朝にかけて電気系統の
点検作業実施に伴い、全館停電となります。

名古屋の中心地、栄に位置し、ビジネス・観光・ショッピングにも交通至便な、ヨーロピアンエレガン
ス漂う、地域最大規模を誇る国際級ホテルです。

【特定除外日】 休前日
【TEL】 052-251-2411
【住所】 愛知県名古屋市中区栄4-6-8

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 14:00  
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（27.8㎡）
【交通】 地下鉄東山線・名城線栄駅から徒歩約3分

または名古屋駅からタクシーで約10分
名古屋高速道路 東新町出口から約10分

地下鉄栄駅より徒歩約3分。ビジネスやレジャーの拠点として最適です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 052-955-1001
【住所】 愛知県名古屋市中区錦3丁目18番21号

※特典はコーヒー券（1人1枚）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（35㎡／山側）
【交通】 JR高山駅からタクシーで約10分または

送迎車で約10分
中部縦貫自動車道 高山ICから約10分

飛騨高山の歴史や文化、北アルプスを背景にした大自然を満喫できる本格リゾートホテル。
檜や岩風呂など、飛騨屈指の種類を誇る温泉施設「天望の湯」が人気です。

【特定除外日】 2019/10/9-13、11/2・3、
2020/1/6-10、4/14・15、6/14-18、9/19-
21

【TEL】 0577-36-0001
【住所】 岐阜県高山市越後町1134

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（32㎡）
【交通】 JR富山駅から徒歩約10分または

タクシーで約3分
北陸自動車道 富山ICから約15分

国際会議場に隣接し、富山城址公園を望む19階建てのホテルです。富山のランドマークとしてあ
らゆるニーズのお客様に対応する、上質のホスピタリティが魅力。

【特定除外日】 2019/10/10-12、11/10-16、
12/1、2020/2/22-24、3/20-22、5/17、
7/18-20、9/1-3・19-22

【TEL】 076-495-1111
【住所】 富山県富山市大手町2-3

※特典は1階フロント前にてコーヒー無料サービス
（6：30-9：00）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 10:00
【お部屋】 バス・トイレ付ロフトベッド付ダブル（15㎡）
【交通】 JR軽井沢駅からタクシーで約5分

上信越自動車道 碓氷・軽井沢ICから15分

軽井沢駅より車で約5分。スキー・ゴルフ・テニスなども満喫できるホテル。周辺散策、アウトレット
へのお買物に最適です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0267-48-5311
【住所】 長野県北佐久郡軽井沢町長倉6-47

※特典はミネラルウォーター
（1人1本、お部屋にご用意）

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ビジネスツイン（26㎡）
【交通】 JR静岡駅南口から徒歩約1分

東名自動車道 静岡ICから約10分

客室はすべて18階以上。都会の喧騒から離れたお部屋は、眺めがよく静かです。静岡駅南口
より徒歩約1分。レストランも多彩で、旅行やビジネスに便利です。

【特定除外日】 2020/1/5・13、3/2・7（以降未
定）

【TEL】 054-284-0111
【住所】 静岡県静岡市駿河区南町18-1

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（32㎡）
【交通】 JR新潟駅から路線バスで約15分

またはタクシーで約8分
新潟バイパス 紫竹山ICから約10分

日本海側随一の高層ホテルです。客室はすべて22階以上で素晴らしい眺望をお楽しみいた
だけます。

【特定除外日】 2019/10/25・26、
2020/3/13-15、5/15-17、7/23-26、8/1-
3、9/19-21

【TEL】 025-240-1888
【住所】 新潟県新潟市中央区万代島5-1

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（25㎡）
【交通】 JR長野駅から徒歩約20分または

路線バスで約10分
上信越自動車道 長野ICから約20分

長野県庁は目の前と好立地、国際的なレセプションが可能な大小15の宴会場が揃い、
レストランも7店舗と充実

【特定除外日】 2019/11/23、2020/4/18
【TEL】 026-234-1111
【住所】 長野県長野市県町576



－ －7

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ルミナ/ツイン（40㎡／湖）
【交通】 JR琵琶湖線大津駅から徒歩約10分

または京阪浜大津駅から徒歩約5分
名神高速道路 大津ICから約5分

全室レイクビュー・バルコニー付きでお部屋や天然温泉の大浴場からも雄大な琵琶湖が一望できます。JR
京都駅から最寄りの大津駅まで約9分、大津駅からはホテルシャトルバスで約5分と好立地で、滋賀・京都
観光いずれにも便利です。

【特定除外日】休前日、2019/10/25、
11/1-12/6、2020/2/17、3/19-31（以降
未定）

【TEL】 077-524-7111
【住所】 滋賀県大津市浜町2-40

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（45㎡）
【交通】 JR瀬田駅から路線バスで約15分

またはJR石山駅南口からタクシーで約8分
名神高速道路 瀬田西ICから約8分
または瀬田東ICから約8分

光と水と緑あふれる空間で、ゆったり流れる時間に身をゆだねれば、明日への活力が自然と
わいてきます。琵琶湖畔に佇む、京都から約20分の癒しのホテルです。

【特定除外日】 びわ湖花火大会当日（日程未
定）

【TEL】 077-543-0111
【住所】 滋賀県大津市萱野浦23-1

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（27㎡）
【交通】 JR京都駅から徒歩約7分または

近鉄京都駅から徒歩約7分
名神高速道路 京都南ICから約10分

京都駅に近く観光、ビジネスに便利なホテル。京都駅へ徒歩約7分、シャトルバス（7:30～
21:00、15分間隔、所要時間約5分）も運行しています。

【特定除外日】 2019/10/1-11/2・9-30、
2020/3/21-4/18、5/16・23・30、7/18-
8/6・17-9/6・19-21

【TEL】 075-341-1121
【住所】京都府京都市下京区東堀川通
塩小路下ル松明町1

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 15:00  【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付モデレートツイン（22㎡）
【交通】 地下鉄烏丸線四条駅から徒歩約7分または

阪急電鉄京都線烏丸駅から徒歩約7分
名神高速道路 京都南ICから約20分

「伝統・継承・再生」をテーマに和モダンな空間を創出。女性アメニティも充実。

【特定除外日】 土曜日、2019/10/13、11/3-
29、2020/1/12、3/20・22-4/10・17・
24、7/15・16・23・24、9/20・21

【TEL】 075-257-1131
【住所】京都府京都市中京区新町通六角下る
六角町361

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（24㎡）
【交通】 JR金沢駅から路線バスで約10分

またはタクシーで約5分
北陸自動車道 金沢東ICから約15分
または金沢西ICから約20分

まちなかに位置し兼六園・21世紀美術館・武家屋敷近江町市場をはじめ、ほとんどの市内観光ス
ポットが徒歩圏内です。観光・ビジネスの拠点としてご利用ください。

【特定除外日】 2019/10/12-14・24・26、
11/7-9・13・16、12/1-2020/9/30

【TEL】 076-233-1311
【住所】 石川県金沢市南町4-1

【チェックイン】 13:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（29㎡）
【交通】 JR北陸本線金沢駅から徒歩約1分

北陸自動車道 金沢東ICから約10分

JR金沢駅より徒歩1分でビジネス・観光に便利。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3、
2020/2/22-24、3/20・21、7/23-25、
9/19-21

【TEL】 076-223-1111
【住所】 石川県金沢市堀川新町1番1号

※特典はVOD(有料放送)無料
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（23㎡／街側）
【交通】 JR富山駅から徒歩約2分

北陸自動車道 富山ICから約15分
※全室禁煙化の予定があります（実施時期未定）

富山駅前徒歩約2分の好立地。富山の文化や自然を感じる寛ぎの空間で、みなさまをお迎え
いたします。

【特定除外日】 2019/10/10-13・26、
2020/2/24、7/23-25、9/1-3・19-21

【TEL】 076-441-0109
【住所】 富山県富山市新富町1-2-3

※特典は室内にドリップコーヒーセット用意
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（28.3㎡）
【交通】 JR金沢駅から路線バスで約35分

北陸自動車道 白山ICから約20分

自然の空間（中庭）に建つ洋食レストラン（要事前予約）や、夜景を見ながら加賀の素材を生かした和食レ
ストランが自慢です。近郊にゴルフ場やスキー場もあり、観光、ビジネス、レジャースポットに適したアーバン
リゾートホテルです。

【特定除外日】 休日、2019/10/9・10・17
【TEL】 076-296-0111
【住所】 石川県金沢市大額町ル8

設定期間終了
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

※特典はラウンジドリンク無料（16：00-23：00）＋
一口茶漬け無料（21：30-23：00）
【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 シャワーのみ（浴槽なし）・トイレ付ツイン（16㎡）
【交通】 京都市営地下鉄烏丸線四条駅から徒歩約8分

または阪急京都本線河原町駅から徒歩約5分
名神高速道路 京都南ICから約30分
または京都北ICから約30分

阪急河原町駅より徒歩約5分。京都随一の繁華街四条河原町に位置しながら、ホテルへの
アプローチは風情ある京の町家を思わせる静かな通りに位置しております。

【特定除外日】 2020/3/28-4/4、7/13-16、
9/19-21

【TEL】 075-221-2211
【住所】 京都府京都市下京区四条通寺町
西入奈良物町363

※特典はウェルカムドリンク1人1杯（ロビー
ラウンジファウンテンにて）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（26㎡）
【交通】 JR奈良駅西口直結

西名阪自動車道 郡山ICから約20分

JR奈良駅西口に直結。奈良公園や東大寺、春日大社などの有名観光地へも徒歩圏内と
好アクセス。

【特定除外日】 2020/4/20-24
【TEL】 0742-35-8831
【住所】 奈良県奈良市三条本町8-1

※特典はウェルカムドリンク（ソフトドリンク〈ジュース・
ウーロン茶〉またはアルコール類）（1人1杯）
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付モデレートツイン（26～31㎡）
【交通】 地下鉄四ツ橋線肥後橋駅2番出口から

徒歩約5分
阪神高速道路11号池田線 福島出口から
約10分または阪神高速道路3号
神戸線 中之島西出口から約5分

最上階に大浴場完備。JR大阪駅より無料シャトルバスあり。

【特定除外日】 休前日、2020/2/2
【TEL】 06-6444-1131
【住所】 大阪府大阪市北区中之島3-4-15

※特典は朝食サービス（1人1回）※6：30-9：30
までに入店 10：00閉店
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 10:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（26㎡）
【交通】 JR大阪駅御堂筋南口から徒歩約10分
または地下鉄・阪神・阪急梅田駅から徒歩約10分

名神高速道路 吹田ICから約30分、
梅田出入口または南森町から約5分

大阪の表玄関梅田より徒歩約10分。どこへ行くにも便利でビジネス、観光に最適です。
「ご家庭の寛ぎと温かさ」をお約束します。

【特定除外日】 休日・休前日
【TEL】 06-6313-3171
【住所】 大阪府大阪市北区兎我野町12-19

※特典はロビーラウンジ 水の音にてウェルカムドリンク
サービス（コーヒー、紅茶、ハーブティーより1人1杯）
【チェックイン】 14:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付デラックスフロア

ツイン（39.6㎡）
【交通】 地下鉄国際会館駅4-2出口から徒歩約3分

（22：30以降は3出口をご利用ください）
名神高速道路 京都東ICから約35分

京都駅からわずか20分でたどり着く、洛北の豊かな自然に囲まれた閑静なホテル。
36.9㎡のゆとりのある客室でゆったりお過ごしいただけます。

【特定除外日】 2019/10/5-7・12・13・25・26、
11/16-12/1、2020/3/20-4/11、9/19-22

【TEL】 075-712-1111
【住所】 京都府京都市左京区宝ヶ池

※特典はミネラルウォーター（滞在中1人1本）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（19㎡）
【交通】 地下鉄烏丸線五条駅3番出口から徒歩約1分

名神高速道路 京都南ＩＣから約19分

四条からも約15分の徒歩圏内にあり、古都の名所巡りに便利。ホテルにはサウナ付の大浴場があ
り、旅の疲れを癒します。

【特定除外日】 2019/10/12、11/9-30、
2020/3/20-4/11、9/19・20

【TEL】 075-353-1000
【住所】京都府京都市下京区東洞院通五条
下る万寿寺町498

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（22㎡）
【交通】 地下鉄烏丸線烏丸御池駅から徒歩約3分

または阪急烏丸駅から徒歩約7分
名神高速道路 京都南ICから約25分

京都の中心地、烏丸三条に位置。13階の最上階には会員制天然温泉付きスパ「トリニテ」が
併設されています。全室に加湿器機能付き空気清浄器完備。

【特定除外日】 2019/11/15-23
【TEL】 075-251-7111
【住所】 京都府京都市中京区烏丸三条南

※特典はあぶら取り紙1個
【チェックイン】 13:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（15㎡）
【交通】 阪急電鉄烏丸駅から徒歩約10分または

京阪電車三条駅から徒歩約15分
名神高速道路 京都東ICから約25分
または京都南ICから約25分

全室・全館禁煙。京の新しいもてなし「全館禁煙」で上質のやすらぎをご提供いたします。

【特定除外日】 2019/10/4・12・13、11/2・3・9・
13-30、2020/2/15・24・25、3/15・16・28-
4/5、7/16、9/19-21

【TEL】 075-255-2000
【住所】 京都市中京区室町通御池南入
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

※特典はLoungeRのドリンク券（1人1枚）
（フロントにてお渡し）
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（28㎡）
【交通】 JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅から徒歩約3分

阪神高速5号湾岸線 ユニバーサルシティ出口
から約5分

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®に隣接した、リゾート＆エンターテインメントオフィシャル

ホテル。驚きの感動に満ちた、映画のようなひと時が楽しめます。

【特定除外日】 】土曜日、2019/10/4・11・13・18・20・
21・25、11/1・3・8・15・22、2020/1/12、2/9・10・
23、3/16-20・22-27・29-4/3、7/19-24・26-31、
8/2-6・17-21・23-28、9/11・18・20・21・25

【TEL】 06-6463-5000
【住所】 大阪府大阪市此花区桜島1-1-111

※特典はドリップコーヒーサービス（1人1杯）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（28.6㎡）
【交通】 南海高野線堺東駅西口から徒歩約5分

阪神高速堺線 堺ICから約3分または
阪神高速湾岸線 大浜ICから約10分

歴史と文化の町、堺。難波まで電車で約12分と、都心へのアクセスも大変便利で、堺東駅
から徒歩約5分とロケーションも抜群です。

【特定除外日】 2020/2/7・8
【TEL】 072-224-9055
【住所】 大阪府堺市堺区新町5-13

※特典はお飲み物券お1人様1枚
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（25.3～31.3㎡）
【交通】 ポートライナー市民広場駅直結

阪神高速道路 生田川出入口から約5分
または京橋出入口から約5分

神戸ベイエリアを代表するシティーリゾートホテル。神戸空港、主要駅や市街地へのアクセスが良
く活動拠点に最適です。

【特定除外日】 2019/10/4・16・23-25、
11/6・7・16・21-23、2020/8/1

【TEL】 078-302-1111
【住所】 兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1

※特典は温浴施設利用（滞在中ご利用可能）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（28㎡／海側）
【交通】 六甲ライナーアイランドセンター駅から徒歩

約1分
阪神高速湾岸線 六甲アイランド北ランプから
約2分または阪神高速神戸線 魚崎ランプ、
摩耶ランプから約10分

快眠にこだわり全室シェラトン・シグネチャー・スリープ・エクスペリエンスを設置。ホテルに隣接する
シェラトンスクエア3階の温浴施設も利用可能。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 078-857-7000
【住所】 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（22㎡）
【交通】 JR大阪環状線・東西線京橋駅西口から徒歩

約5分または京阪電車京橋駅片町口から
徒歩約5分
阪神高速東大阪線 法円坂出口から約15分
または森之宮出口から約15分

JR大阪駅より3駅の京橋駅西出口から徒歩約5分。和・洋・中のレストランと、天然温泉の
スパやエステサロンを備え都市型リゾートを演出しております。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3・9・
16・23・30、2020/3/20・21、7/18・19、
9/19-21

【TEL】 06-6944-7111
【住所】 大阪府大阪市中央区城見2-2-22

※特典は館内利用券1人1枚
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（21㎡）
【交通】 JRゆめ咲線ユニバーサルシティ駅から徒歩約2分

阪神高速5号湾岸線 ユニバーサルシティ出口
から約5分

ホテルを出れば、すぐゲート! パークまで徒歩約1分の近さ!

【特定除外日】 2019/10/5・12・13・19・26、
11/2・3・9・16・23・30、12/7・14、
2020/3/20-31、4/5、7/18-8/31、9/5・
12・19-21・27

【TEL】 06-6465-6000
【住所】 大阪府大阪市此花区島屋6-2-68

※特典はペットボトルのお水（1人1本）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（21.7㎡）
【交通】 JR東西線北新地駅から徒歩で約5分

またはJR大阪駅から徒歩約10分
阪神高速道路 梅田出口から約7分

全館禁煙のクリーンなホテル。

【特定除外日】 休日、休前日、2019/11/6・14、
2020/1/6-10、5/11・12、7/1-7

【TEL】 06-6347-1484
【住所】 大阪府大阪市北区堂島1-5-25

※特典は女性限定 レディ－スセット（1滞在1セット）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（17㎡）
【交通】 京阪電車天満橋駅から徒歩約1分

またはOsaka Metro谷町線天満橋駅から
徒歩約1分
阪神高速自動車道 豊中ICから約30分

京阪・Osaka Metro谷町線「天満橋」駅すぐ！ ビジネスにも観光にも優れた立地です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 06-6945-0321
【住所】 大阪府大阪市中央区谷町1-2-10
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

※特典はゲストラウンジにてコーヒー等無料券提供
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（20.8～24.4㎡）
【交通】 市電八丁堀駅から徒歩約8分または

JR広島駅からタクシーで約7分
山陽自動車道 広島ICから約30分

広島市の中心、平和大通りに面するハイグレードなビジネスホテル。洗練された快適な空間はビジ
ネス、観光の拠点に最適です。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 082-244-0109
【住所】 広島県広島市中区三川町10-1

【チェックイン】 13:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（30㎡／海側）
【交通】 JR宇部線宇部新川駅から徒歩約5分
または山陽新幹線新山口駅から路線バスで約40分

山陽自動車道宇部下関線 宇部ICから約10分
または中国自動車道 小郡ICから約40分

山口宇部空港より車で約10分の場所にあり、ビジネスや観光やゴルフに絶好の拠点です。

【特定除外日】 2020/2/23-25、3/10-12
【TEL】 0836-32-1112
【住所】 山口県宇部市相生町8-1

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（31.9㎡／街側）
【交通】 JR高松駅から徒歩約1分

高松自動車道 高松中央ICから約30分

高松駅正面に位置する本格シティホテル、和洋中レストランや眺めのいいバーなど各種施設が揃
い、温かいサービスでお客様のニーズにお応えしています。

【特定除外日】 休日・休前日
【TEL】 087-811-1111
【住所】 香川県高松市浜ノ町1-1

※特典はバス・トイレが独立したワンランク上の
スーペリアルームをご用意
【チェックイン】 15:00 【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付（セパレートタイプ）

スーペリアツイン（30㎡／夜景）
【交通】 伊予鉄道大街道電停から徒歩約1分

またはJR松山駅からタクシーで約8分
松山自動車道 松山ICから約30分

松山の中心、一番町に位置し、観光・ビジネスに便利です。加湿機能付き空気清浄機を設置。
快適にお過ごしください。

【特定除外日】 休日、2020/1/17・18、2/8、
5/16、9/4・5・7-11・18・19

【TEL】 089-941-0109
【住所】 愛媛県松山市一番町3-3-1

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 10:00
【お部屋】 バス・トイレ付スタンダードツイン（18.4㎡）
【交通】 JR松江駅北口から徒歩約3分

山陰自動車道 松江中央ランプから約10分
出雲空港から路線バスで約30分

城下町松江の玄関口、松江駅から徒歩約3分。2016年3月に全館リニューアルを行い、全室
禁煙のホテルとなりました。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 0852-27-0109
【住所】 島根県松江市朝日町590

※特典はソフトドリンク券（コーヒーを含む、
レストランにて）1人1枚
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 シャワー・トイレ付ツイン（15㎡）
【交通】 JR倉敷駅から路線バスで約10分または

JR倉敷駅南出口からタクシーで約5分
山陽自動車道 倉敷ICから約20分

明治時代に建てられた紡績工場を改築活用した、蔦のからまる赤レンガのホテル。倉敷美観
地区に隣接し、観光の拠点としても最適です。

【特定除外日】 2020/1/27-31
【TEL】 086-422-0011
【住所】 岡山県倉敷市本町7-2

【チェックイン】 15:00  【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館:バス・トイレ付ツイン（27㎡／海側）
【交通】 JR神戸線舞子駅から徒歩約7分または

山陽電鉄舞子公園駅から徒歩約7分
第二神明高速道路 高丸ICから約10分

（※）2019/4/1から改修工事のため大浴場はご利
用いただけません（2020年営業再開予定）。詳細は
HPにてご確認ください。

紺碧の瀬戸内海と雄大な明石海峡大橋を一望でき、素晴らしい眺望が広がるアーバン
リゾートホテルです。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 078-706-7763
【住所】 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（24㎡）
【交通】 JR米子駅から徒歩約8分または

タクシーで約3分
米子自動車道 米子IC経由、
山陰自動車道 米子中ICから約5分または
山陰自動車道 米子西ICから約5分

山陰のランドマークホテルで、米子鬼太郎空港への連絡バスも発着しています。水木しげる
ロードや大山、足立美術館など人気スポットも車で約30分圏内。

【特定除外日】 休前日
【TEL】 0859-36-1111
【住所】 鳥取県米子市久米町53-2

（※）
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付スーペリアツイン（29㎡）
【交通】 西鉄薬院駅北口から徒歩約1分

福岡都市高速 天神北ランプから約7分

1968年の創業以来、日本ホテル協会加盟の老舗シティホテルとして親しまれてまいりました、タカクラホテル福
岡。1998年の全館リニューアルの際には、ミラノメイドの美しい家具や調度品で館内を全て統一。そして2011年
2月、さらなる進化を目指し、「Classical modern essence of Italy」をコンセプトとして「全客室」をリニューアル。

【特定除外日】 金曜日、休前日
【TEL】 092-731-1661
【住所】 福岡県福岡市中央区渡辺通2-7-21

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 Ａ棟本館：バス・トイレ付ツイン

（25㎡／海側）
【交通】 JR大村線ハウステンボス駅から徒歩約1分

西九州自動車道 佐世保・大塔ICから約10分

ハウステンボス駅より徒歩約1分！天然温泉大浴場が楽しめるホテルです。カニとステーキの
食べ放題バイキングも好評です。

【特定除外日】 2020/3/28、7/23-25、
9/19-21

【TEL】 0956-59-3939
【住所】 長崎県佐世保市南風崎町449

【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（27.1㎡）
【交通】 JR熊本駅から徒歩約8分または

市電祇園橋駅から徒歩約1分
九州自動車道 熊本ICから約25分

地上70ｍの客室から熊本の夜景を眺めながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

【特定除外日】 2019/10/4-6・12・13、
11/25-12/15

【TEL】 096-354-2111
【住所】 熊本県熊本市中央区東阿弥陀寺町2

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（32㎡／夜景）
【交通】 JR日豊本線大分駅上野の森口から

徒歩約8分
大分自動車道 大分ICから約7分

大分市の中心部に位置し、ビジネスはもとより別府・湯布院への観光拠点としても至便。屋内プール・
スポーツジムやサウナを備えたウェルネスクラブや和食、洋食のレストランなど、施設も充実した豊の
国大分を代表するシティホテルです。

【特定除外日】 2019/10/1-5・12-20、11/2・
3・7・8・20-22、2020/2/1・22-24、3/20・21、
7/23-25

【TEL】 097-545-1040
【住所】 大分県大分市田室町9-20

※特典はミネラルウォーター（1人1本）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（22㎡）
【交通】 JR門司港駅から徒歩約2分

九州自動車道 門司港ICから約5分

非日常を体験できる、異国情緒あふれるリゾートホテル。

【特定除外日】 休前日
【TEL】 093-321-1111
【住所】 福岡県北九州市門司区港町9-11

※特典はミネラルウォーター（1人1本）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付モデレートツイン（26.5㎡）
【交通】 地下鉄七隈線渡辺通駅から徒歩約1分

またはJR博多駅博多口からタクシーで約5分
九州自動車道 太宰府ICから約20分
または福岡ICから約20分

国内外のお客様を上質なサービスと心をこめたおもてなしでお迎えします。博多駅・天神からもア
クセス至便です。

【特定除外日】 土曜日、休前日、2020/3/20
【TEL】 092-714-1111
【住所】 福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-2

※特典はコーヒーお1人様1杯（ティールームにて）
※月曜日はレストランにて
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（26㎡／夜景）
【交通】 土佐電鉄菜園場電停から徒歩約3分

またはJR高知駅からタクシーで約5分
高知自動車道 高知ICから約10分

高知市街を一望できる市内屈指の高層タワーホテル。地上約100ｍに位置するスカイレストランは
おすすめ。

【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3、
2020/2/15、7/18・19、9/19-21

【TEL】 088-885-5111
【住所】 高知県高知市九反田9-15

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（30㎡／海側・町側）
【交通】 JR小倉駅から徒歩約3分

北九州都市高速 小倉駅北ICから約3分

小倉駅新幹線口より徒歩約3分。地上130ｍからの眺望には関門海峡と連なる絶景に思わず
息をのむような北九州のパノラマが広がります。客室は全室広々ゆったり。

【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
【TEL】 093-521-2058
【住所】 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

※特典は大浴場・サウナ 無料チケット（1人1枚）
＋ショップ割引10%（一部除外品あり）
【チェックイン】 14:00  【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 本館：バス・トイレ付ツイン（35～40㎡／海側）
【交通】 沖縄都市モノレール古島駅からタクシーで約15分

沖縄自動車道 西原ICから約10分または
北中城ICから約15分
那覇空港からタクシーで約30分

那覇空港から車で約30分。最寄りの沖縄自動車道ICまで約10分。那覇から一番近い、
シティ＆リゾートホテル。ラグナを拠点に北に南に効率的に沖縄を楽しんでください!!

【特定除外日】 2020/2/1-29、7/17-8/31、
9/18-21

【TEL】 098-897-2121
【住所】 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

※特典はミネラルウォーター（1人1本）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付デラックスツイン（47㎡／海側）
【交通】 モノレール古島駅からタクシーで約15分

沖縄自動車道西原ICから約10分
那覇空港からタクシーで約30分

全室禁煙＆無料Wi-fi完備。キッチンとビューバスを備えた、暮らすように過ごせるコンドミニアムス
タイルのホテル。

【特定除外日】 2019/10/11-13、11/1-3、
2020/2/7-10、4/11、7/18-8/6・17-31、9/18-
21

【TEL】 098-890-1110
【住所】 沖縄県宜野湾市宇地泊558-8

※特典はギフトカード1,000円分（1部屋毎）
【チェックイン】 15:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付スーペリアツイン

（44.6～46.3㎡／海側）
【交通】 名護バスターミナルから路線バスで約30分

沖縄自動車道 許田ICから約5分

寛ぎも、喜びも、世界基準。すべての客室から東シナ海の水平線がご覧いただけ、自分のテンポで
のんびり過ごせます。ビーチアクティビティも豊富です。

【特定除外日】 2020/7/23-8/6、9/18-22
【TEL】 0980-51-1000
【住所】 沖縄県名護市喜瀬1490-1

※特典はウエルカムドリンクチケット（1人1枚）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（48㎡）
【交通】 沖縄自動車道 那覇ICから約100分

那覇空港からタクシーで約100分

※屋内は全館禁煙です。

沖縄本島の北部、青い海と白砂のビーチが美しい10万㎡の広さを持つプライベートリゾート
ホテルです。約1Kmの長さを誇るビーチに面してのマリンスポーツメニューが人気。

【特定除外日】 2019/10/19-24、11/9、
12/9・12、2020/7/18-8/6・17-9/22

【TEL】 0980-41-2222
【住所】 沖縄県国頭郡国頭村字奥間913

※特典はホテルオリジナルアメニティ（おとなの女性
のみ）
【チェックイン】 13:00  【チェックアウト】 12:00
【お部屋】 バス・トイレ付エコノミーツイン

（18.6㎡／街側）
【交通】 モノレール県庁前駅から徒歩約2分

那覇空港からタクシーで約15分
※契約駐車場の営業時間は7：00～23：00、営業
時間外入出庫不可、他制限あり

国際通り入り口に隣接し、モノレール「県庁前」駅から徒歩約2分の好立地がビジネスにも
観光にも便利なホテルです。

【特定除外日】 2019/11/30、12/1
【TEL】 098-868-6578
【住所】 沖縄県那覇市松尾1-1-2

※特典はミネラルウォーター（1人1本）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（22㎡）
【交通】 ゆいレール県庁前駅から徒歩約5分

沖縄県自動車道 那覇ＩＣから約15分
那覇空港からタクシーで約15分

2016年4月沖縄の地に新たなホテルグレイスリーが誕生。県内最大の繁華街である国際通りに面し、観光
の拠点として最適な立地。WiFi環境を全室に完備し、バス・トイレが独立している部屋です。ベッドはイギリス
王室が認めたスランバーランド社製のマットレスを採用し、快適なご滞在をお約束いたします。

【特定除外日】 2019/11/30-12/1・14・15
【TEL】 098-867-6111
【住所】 沖縄県那覇市松尾1-3-6

【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 西館：バス・トイレ付ツイン（24㎡）
【交通】 JR宮崎駅からタクシーで約5分

宮崎自動車道 宮崎ICから約15分

大淀川の河畔に位置し、観光・ビジネスの拠点として、最適です、落ち着いた色調の客室は
心地よく、市街地にありながら天然温泉露天風呂も堪能できます。

【特定除外日】 2020/2/1-29
【TEL】 0985-32-5920
【住所】 宮崎県宮崎市松山1-1-1

※特典はウエルカムドリンク（大人1人1杯）
【チェックイン】 14:00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付ツイン（22㎡／海側）
【交通】 JR鹿児島中央駅からタクシーで約12分

九州自動車道 鹿児島ICから約15分

コロニアル風の南国ムード満点のアーバンリゾートホテルです。錦江湾に浮かぶ桜島が七色に移り
ゆく眺望は感動的。最上階の展望温泉に旅の疲れが癒されます。

【特定除外日】 2020/8/22
【TEL】 099-253-2020
【住所】 鹿児島県鹿児島市与次郎1-8-10
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【チェックイン】 15：00
【チェックアウト】 11:00
【お部屋】 バス・トイレ付スーペリアツイン

（32㎡／海側）
【交通】 沖縄自動車道 屋嘉ICから約10分

那覇空港から路線バスで約90分

沖縄海岸国定公園地域内にあり、サンゴ礁に囲まれた岬の突端に位置。敷地内には
500ｍ白砂のプライベートビーチがあります。客室はすべて海が見えるベランダ付。

【特定除外日】 2019/11/2・3、2020/7/23-
25、9/18-21

【TEL】 098-966-1211
【住所】 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260


