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H.I.S. Hotel Group Map

変なホテル金沢 香林坊
変なホテル 小松駅前

H.I.S. ホテルホールディングスのお約束

変なホテル 仙台 2021年オープン予定

変なホテル京都 八条口駅前

ホテルを基点とした旅の楽しさ、ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。

変なホテル舞浜
変なホテル東京
変なホテル東京
変なホテル東京
変なホテル東京
変なホテル東京
変なホテル東京
変なホテル東京

ウォーターマークホテル京都

そのために、
「繋がる」
「快適」
「先進的」
「遊び心」
「生産性」の５つをコアバリューに掲げ、追求します。
世界一の生産性/効率性を掛け合わせ、お客様へよりリーズナブルに、
より人生のスパイスとなるような楽しい体験を提供していきます。

変なホテル福岡 博多

東京ベイ
西葛西
銀座
赤坂
浅草橋
浅草田原町
浜松町
羽田

変なホテル ラグーナテンボス
名古屋 2022年オープン予定

H.I.S. Hotel Group

VISON
（三重県多気町） 2021年夏オープン予定
変なホテル 奈良

変なホテル ハウステンボス

変なホテル

変なホテル大阪 心斎橋
変なホテル大阪 なんば（旧：大阪 西心斎橋）
変なホテル 関西空港

ウォーターマークホテル
ウォーターマークホテル 長崎・ハウステンボス

宮古島 2022年オープン予定

鹿児島 2022年オープン予定
先進技術やテクノロジー・ロボットを導入し、心
地よい滞在だけでなくワクワクと感動をご提供
するロボットホテル。ロゴは国 蝶「オオムラサ
キ」をモチーフに、大和絵に描かれる「すやり
霞」、まっすぐにすくすくと成長する「竹」を組
み合わせており、モチーフのオオムラサキは卵
から成虫へ姿を変えて成長する様が、変なホテ
ルのコンセプト「変わり続ける」ことを表してい
ます。

変なホテル

グアムリーフホテル

1996年にオーストラリアで開業以来、国際級ホ
テルとして世界中の皆様に愛され、現在は長崎
ハウステンボスとインドネシア・バリ島 、また
2020年9月には京都の五条にも新規開業いた
しました。

ソウル

2021年夏オープン予定

ニューヨーク マンハッタン
2021年夏オープン予定

グリーンワールドホテル

台北市内に14軒のホテルを有する、台湾最 大
級のホテルチェーンです。全ホテル日本語に完
全対応し、
「日本のお客様にご満足いただける
サービスクオリティ」をモットーとし、忘れられ
ない台湾旅行をプロデュースいたします。

旅の拠点に大変便利なグアムの中心地、タモ
ン地区に位置し、癒しに満ちた極上の時間を
お過ごしいただけるリゾートホテルです。白い
砂浜とエメラルドグリーンの海がすぐ目の前に
広がり、南国情緒あふれる充実のリゾートステ
イをお約束します。

会社概要

※写真は全てイメージ

商号

H.I.S. ホテルホールディングス株式会社

設立

2016 年 11 月

資本金

10,000,000 円

代表取締役

岩間

本社所在地

〒105-6905

関連会社

株式会社エイチ・アイ・エス

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.

雄二
東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー 5F

・グリーンワールドグランド 南京
・グリーンワールド 山水閣
・グリーンワールド 建北
・グリーンワールド 林森
・グリーンワールド 松山
・グリーンワールド 忠孝
・グリーンワールド 舞衣南京
・グリーンワールド 新仕界
・グリーンワールド 台北駅
・グリーンワールド 中華
・グリーンワールド 舞衣中山
・グリーンワールド 花華分館
・グリーンワールド 南港
・グリーンワールドトリプルベッズ

トルコ
カッパドキア

2021年春オープン予定

ウォーターマークホテル＆スパ
バリ ジンバラン

グアムリーフホテル

変 な ホ テル 舞 浜 東 京 ベ イ
Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay

たくさんの最新ロボットたちがお出 迎えします！
舞 浜 駅 〜ホテル間は無料送迎シャトルバスを運行

t
Poin

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【スタンダードツイン】

ン」を全客室に設置。施設情報などをご案内
の他、歌やダンス、ゲームなどをロボホンと
お楽しみいただけます。

【コーナーツイン】

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

スタンダードツイン

1〜3名

50室

ベッド2台 ソファベッド1台

90cm×200cm（ソファベッドも同サイズ）

28,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

スタンダードトリプル

23.5〜
24.5㎡

1〜4名

40室

ベッド3台 ソファベッド1台

90cm×200cm（ソファベッドも同サイズ）

34,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

26㎡

1〜3名

10室

ベッド2台 ソファベッド1台 90cm×200cm（ソファベッドも同サイズ）

30,500円〜（大人2名利用/税・サ込）

t

Poin

日本庭園をイメージしたロビー

石庭など日本庭園をイメージした「和」
を基調と

したデザインに、恐竜やアンモナイトなど古代を
お客様をお出迎えするのは日本の庭園をイメージしたロビーとチェックインをお手伝いする恐竜ロボット
楽しさと快適性を両立させた「和」
と
「ロボット」の融合をお楽しみください。全客室に衣類クリーニングマシン「LGスタイラー」
を完備。 融合させたファンタスティックな空間。
西葛西駅から徒歩3分、
また、舞浜駅〜ホテル間は無料シャトルバスを運行。

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【スタンダードダブルルーム】

18.5㎡

コーナーツイン

全 客 室に「 LGスタイラー」完 備
舞 浜 駅 〜ホテル間は無 料シャトルバスを運 行

Guest Room

総客室数100室

【スタンダードトリプル】

客室タイプ

客室コンシェルジュロボット

シャープ社製コミュニケーションロボット
「ロボホ

舞浜エリアで唯一無二、世界最先端のロボットが働くホテル。
フロントの恐竜ロボットやロビーの水槽を泳ぐ魚ロボット、
客室のコンシェルジュロボットなど、館内では様々なロボットが皆様のホテルステイをサポートします。
全客室バス・トイレ別で快適。舞浜駅〜ホテル間は無料シャトルバスを運行。

Guest Room

変 な ホ テル 東 京 西 葛 西
Henn na Hotel Tokyo Nishikasai

料金/1室あたり

客室タイプ

総客室数100室

【ツインルーム】

【デラックスツインルーム】

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

スタンダードダブルルーム

13.1㎡

1〜2名

50室

ベッド1台

140cm×195cm

22,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ツインルーム

15.9㎡

1〜2名

21室

ベッド2台

90cm×195cm

25,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

デラックスツインルーム

18.7㎡

1〜3名

29室

ベッド2台 ソファベッド1台 90cm×195cm（ソファベッドも同サイズ）

料金/1室あたり

27,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

（2020年11月現在）

（2020年11月現在）

「高層階指定プラン」全客室タイプでご用意しております。

Restaurant

Access アクセス

レストラン
ジュラシックダイナー
［席

数］

50席

人気テーマパーク徒歩圏内 目の前コンビニエンスストアの好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●JR「東京駅」
から京葉線または武蔵野線でJR「舞浜駅」
まで約20分/
「舞浜駅」
から徒歩約18分、無料シャトルバス約4分

［メニュー］ おかわり自由の和洋中セットメニュー

〈車でのアクセス〉

［営業時間］6：30〜9：30

〈空港からのアクセス〉

※朝食のみ営業

●首都高速道路湾岸線「浦安ランプ」
から約5分
●羽田空港からリムジンバスで東京ディズニーランドまで約50分/東京ディズニーランドから徒歩約18分
●成田空港からリムジンバスで東京ディズニーランドまで約80分/東京ディズニーランドから徒歩約18分

〒279-0043 千葉県浦安市富士見５丁目３-20
TEL 050-5894-3737
URL https://www.hennnahotel.com/maihama/
※写真は全てイメージ
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Restaurant

Access アクセス

レストラン
日本蕎麦「ORiORi」オリオリ
［席

数］

29席（カウンター15席、
テーブル14席）

［メニュー］ 朝食：おにぎりバイキング

昼：日本そば

［営業時間］朝

6：30〜10：00（L.O.9:30）※宿泊者のみ
昼 11：30〜15：00（L.O.14:30）※日・祝は休業
夕 営業なし

東京メトロ東西線「西葛西駅」から徒歩3分の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●東京メトロ
「大手町駅」
から東西線で
「西葛西駅」
まで約14分/
「西葛西駅」
から徒歩約3分

〈車でのアクセス〉

●首都高速中央環状線
「清新町」
から約9分

〈空港からのアクセス〉

●羽田空港からリムジンバスで
「東陽町駅」
まで約30分/
東京メトロ
「東陽町駅」
から東西線で
「西葛西駅」
まで約5分/
「西葛西駅」
から徒歩約3分
●成田空港からリムジンバスで
「葛西駅」
まで約70分
東京メトロ
「葛西駅」
から東西線で
「西葛西駅」
まで約1分/「西葛西駅」
から徒歩約3分

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-4-7
TEL 050-5894-3770
URL https://www.hennnahotel.com/nishikasai/
※写真は全てイメージ
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変 な ホ テル 東 京 銀 座
Henn na Hotel Tokyo Ginza

築 地駅から徒 歩5分、新富町駅から徒歩2 分、
銀 座や歌 舞 伎 座などに徒歩圏内の好立地

変 な ホ テル 東 京 赤 坂
Henn na Hotel Tokyo Akasaka

t
Poin

「LGスタイラー」を全客室に導入

衣類のしわやニオイをリフレッシュ、服がよみが

築地・新富町の2駅、銀座・歌舞伎座や築地市場などの観光スポットにも徒歩圏内の好立地で、
観光からビジネスまでどんなお客様にも便利、幅広くご利用いただけます。
ロフテーの快眠枕、
テレビの大画面でスマートフォンのコンテンツを楽しめるクロームキャストなど客室に導入しています。

える自 動クリーニングマシン「 LGスタイラー」
を全客室に導入。

徒 歩 圏 内の3 駅 利 用で東 京・新 宿・六 本 木・渋 谷・銀 座へ
自然と都 会 的な雰 囲 気が 融 合「 ECO LUX U RY」

t

Poin

『futocon』で快適な睡眠を

温度をコントロールするふとんコンディショナー

「ECO LUXURY」
をコンセプトに都会の喧騒や慌ただしい生活から離れ心身共にリラックスできるよう、
自然を感じさせる素材を
ふんだんに使用しながらも都会的な雰囲気が漂うホテル。
衣類クリーニングマシン「LGスタイラー」
（ 一部客室）、無料貸出スマートフォン「handy」
を導入しています。

futocon[フトコン]は、
寝床内を快眠温度
【33℃±
1】
にキープ。
温度も、
キレイも、
寝心地も最適な
睡眠環境を生み出すテクノロジー。
※一部客室に設置

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【デラックスツインルーム】
客室タイプ

Guest Room

総客室数98室

【セミダブルルーム（デラックスシングルルーム）】

【ダブルルーム】

【ツインルーム】

【スタンダードツイン】

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

13㎡

1名

33室

ベッド1台

140cm×195cm

26,000円〜（大人1名利用/税・サ込）

ダブルルーム

14.5㎡

1〜2名

27室

ベッド1台

160cm×195cm

27,500円〜（大人2名利用/税・サ込）

ツインルーム

17.5〜
19.6㎡

1〜2名

9室

ベッド2台

90cm×195cm

29,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

デラックスツインルーム

17.5㎡

1〜3名

28室

ベッド2台 ソファベッド1台

90cm×195cm（ソファベッドも同サイズ）

30,500円〜（大人2名利用/税・サ込）

デラックスシングルルーム

料金/1室あたり

※2階フロアの客室は加熱式煙草のご利用可能です。

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

（2020年11月現在）

【LGスタイラールーム/ダブル】

客室タイプ

スタンダードセミダブル

LGスタイラールーム/セミダブル
LGスタイラールーム/ダブル

スタンダードツイン

LGスタイラールーム/ツイン

レイコップふとコン
「快眠」
ルーム/ツイン
LGスタイラールーム/ツインエキストラ
デラックスツイン

Restaurant

Access アクセス

レストラン
Early birds dining 6.5
［席

数］

20席

［メニュー］ 和洋ライ
トビュッフェ
［営業時間］6：30〜10：00
（L.O.9:30）

※朝食のみ営業

築地・銀座エリアから便利な立地
〈公共交通機関でのアクセス〉
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【スタンダードセミダブル】

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

1〜2名

9室

ベッド1台

140cm×195cm

15.25〜
21.46㎡
15.25〜
21.46㎡
15.52〜
16.35㎡
19.03〜
20.26㎡

1〜2名

17室

ベッド1台

140cm×195cm

34,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

27室

ベッド1台

160cm×195cm

36,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

16室

ベッド2台

100cm×195cm

52,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

27室

ベッド2台

100cm×195cm

54,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

16.3㎡

1〜2名

10室

ベッド2台

100cm×195cm

17.36㎡

1〜3名

9室

ベッド2台 ソファベッド1台 100cm×195cm（ソファベッドも同サイズ）

66,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

22.98㎡

1〜3名

1室

ベッド2台 ソファベッド1台 100cm×195cm（ソファベッドも同サイズ）

82,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

アイリッシュパブ クラック
61席（カウンター29席・テーブル32席）

●首都高速都心環状線「銀座」
（内回り・外回り）
から約1分

［メニュー］ 朝食：40種類以上の和洋ビュッフェ

●羽田空港から東京モノレールで「浜松町駅」
まで約17分/JR「浜松町駅」からJR山手線「有楽町駅」経由→東京メトロ有楽町線で
「新富町駅」
まで約7分/「新富町駅」から徒歩約2分 ●成田空港からリムジンバスで東京シティエアターミナルまで約60分/
まで約54分/JR「東京駅」から
東京シティエアターミナルからタクシーで約10分 ●成田空港からJR特急成田エクスプレスで「東京駅」
JR山手線「有楽町駅」経由→東京メトロ有楽町線で「新富町駅」
まで約5分/「新富町駅」から徒歩約2分

料金/1室あたり
33,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

55,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

Access アクセス

レストラン

［席

〈空港からのアクセス〉

【LGスタイラールーム/ツインエキストラ】

13.03㎡

●東京メトロ有楽町線「新富町駅」4番出口から徒歩約２分/東京メトロ日比谷線「築地駅」4番出口から徒歩約5分

〈車でのアクセス〉

〒104-0045 東京都中央区築地2-2-1
TEL 050-5894-3771
URL https://www.hennnahotel.com/ginza/
※写真は全てイメージ

Restaurant

総客室数116室

数］

昼食：ワンプレートランチ
夕食：アイリッシュパブ料理（キャッシュ・オン・デリバリー）

［営業時間］朝

6：30〜10：00（L.O. 9:30）
昼 11：30〜15：00（L.O. 14:30）※土日祝は休業
夕 15：00〜24：00（L.O. 23:00）
※週末土日は延長5時まであり

（2020年11月現在）

赤坂エリアから便利な立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●東京メトロ南北線・銀座線「溜池山王駅」10番出口から徒歩約４分 ●東京メトロ千代田線「赤坂駅」5番出口から徒歩約５分
●東京メトロ丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」10番出口から徒歩約8分《赤坂2丁目交番前交差点が目印》

〈車でのアクセス〉

●首都高速都心環状線
「飯倉出入口」
から約6分

〈空港からのアクセス〉

●羽田空港から京急空港線・都営浅草線で「新橋駅」
まで約13分/東京メトロ
「新橋駅」から銀座線で「溜池山王駅」
まで約４分/
まで約45分/「京成上野駅」から
「溜池山王駅」から徒歩約４分 ●成田空港から京成スカイライナーで「京成上野駅」
「上野駅」
まで徒歩約4分/東京メトロ
「上野駅」から銀座線で「溜池山王駅」
まで約17分/「溜池山王駅」から徒歩約４分

〒107-0052 東京都港区赤坂2-6-14
TEL 050-5894-3782
URL https://www.hennnahotel.com/akasaka/
※写真は全てイメージ
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変 な ホ テル 東 京 浜 松 町
Henn na Hotel Tokyo Hamamatsucho

快 眠・快 適をテーマにした先進技術を導 入
東 京の主 要ターミナル駅や羽田空港へのアクセスも至便

変 な ホ テル 東 京 羽 田
Henn na Hotel Tokyo Haneda

t
Poin

「good night good morning」快眠をテ−マに、
ロフテ−社の快眠枕や布団の中を快適な温度にキープする「ふとコン」
ルームを
一部客室に設定。さらに世界のトップアスリートにボディケア商品を提供するファイテン社とコラボした
「ファイテンフロア」
も導入。
客室は夜を連想させる落ち着いた藍色と太陽のフレアを連想させるアクセントカラーを取り入れ、
また全客室に衣類クリーニングマシン
「LGスタイラー」
を完備しました。

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【タワービューデラックスツイン
（高層階）】
客室タイプ

【スタンダードツインルーム】
広さ

ーチ」を導入。
ファイテンの技術を施した空
間を創り出し、心身を本来のリラックス
状態へと導きます。
※一部客室

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

1名

3室

ベッド1台

120cm×195cm

19,000円〜（大人1名利用/税・サ込）

1〜2名

6室

ベッド1台

140cm×195cm

23,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

1室

ベッド2台

100cm×195cm

26,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1名

27室

ベッド1台

120cm×195cm

18,000円〜（大人1名利用/税・サ込）

1〜2名

57室

ベッド1台

140cm×195cm

20,500円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

8室

ベッド2台

100cm×195cm

22,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

1名

4室

ベッド1台

120cm×195cm

20,000円〜（大人1名利用/税・サ込）

1〜2名

6室

ベッド1台

140cm×195cm

24,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

3室

ベッド2台

25,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜3名

3室

ベッド2台、ソファベッド1台

100cm×195cm
100cm×195cm

（ソファベッドは90cm×195cm）

26,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

Access アクセス
数］

22席

［メニュー］ 朝食：和洋ビュッフェ

夕食：アイリッシュパブ

［営業時間］朝

6：30〜10：00（L.O. 9:30）
昼 営業無し
夕 17：00〜24：00（L.O. 23:00）
※日・祝は休業

（2020年11月現在）

大門駅から徒歩1分、浜松町駅から徒歩2分の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●都営浅草線・大江戸線「大門駅」B4出口から徒歩約1分
●JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」北口から徒歩約2分 ●東京モノレール「浜松町駅」中央口から徒歩約4分

〈車でのアクセス〉

●首都高速都心環状線「汐留出入口」
から約2分

〈空港からのアクセス〉

●羽田空港から東京モノレールで
「浜松町駅」
まで約20分/
「浜松町駅」中央口から徒歩約3分
●成田空港から京成スカイライナーで
「日暮里駅」
まで約36分/JR「日暮里駅」
から山手線で
「浜松町駅」
まで約18分/「浜松町駅」北口から徒歩約2分

〒105-0013 東京都港区浜松町1-24-11
TEL 050-5894-3781
URL https://www.hennnahotel.com/hamamatsucho/

羽 田 空 港 近くに立 地 、無 料 送 迎バスで簡 単アクセス！
早 朝からレストラン営 業 、朝 食 B OXもご用 意 可 能

t

Poin

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【シアタールーム/ツインエキストラ】
客室タイプ

スタンダードセミダブル
シアタールーム/セミダブル
シアタールーム/ツイン
シアタールーム/ツインエキストラ
LGスタイラールーム/セミダブル
LGスタイラールーム/ダブル
LGスタイラールーム/ツイン
LGスタイラールーム/トリプル
レイコップふとコン
「快眠」
ルーム/ツイン

Restaurant

ロボットと3Ｄ映像がお出迎え

最新のロボット技術とデジタル映像技術が創り出す

羽田空港〜ホテル間は無料シャトルバスを運行。
レストランは早朝5：30オープン、4：00からの朝食BOXも対応しています。
客室には衣類クリーニングマシン「LGスタイラー」や約80インチの大画面シアターなど最新機器を導入。
AIロボットが受付する
「AI和合クリニック」
を併設。

Guest Room

利用人数

レストラン

［席

07

術「アクアチタン」
を含浸、足マッサージ機「ソラ

【スタンダードセミダブルルーム】 【ファイテン/シングル】

CRAIC アイリッシュパブ クラック

※写真は全てイメージ

壁紙やカーペットにファイテンの水溶化メタル技

総客室数118室

12.0〜12.24㎡
【ファイテン】
シングル
11.54〜12.29㎡
【ファイテン】
セミダブル
19.2㎡
【ファイテン】
ツイン
12.0〜12.24㎡
スタンダードシングルルーム
11.54〜12.29㎡
スタンダードセミダブルルーム
19.2㎡
スタンダードツインルーム
12.0〜12.24㎡
【タワービュー】
シングル（高層階）
11.54〜12.29㎡
【タワービュー】
セミダブル（高層階）
19.2㎡
【タワービュー】
ツイン（高層階）
【タワービュー】
デラックスツイン（高層階）17.85〜24.14㎡

Restaurant

ファイテンフロア誕生！

変化するフロントでは、恐竜ロボットと人型ロボッ
トと３D映像がお客様をお出迎えします。

総客室数200室

【LGスタイラールーム/トリプル】

【シアタールーム/セミダブル】 【LGスタイラールーム/ダブル】

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

12.32㎡

1〜2名

15室

ベッド1台

140cm×195cm

24,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

14.95㎡

1〜2名

5室

ベッド1台

140cm×195cm

26,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

18.01〜18.34㎡

1〜2名

60室

ベッド2台

100cm×195cm

30,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

21.62㎡

1〜3名

5室

14.0㎡

1〜2名

45室

ベッド1台

140cm×195cm

25,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

16.0㎡

1〜2名

5室

ベッド1台

160cm×195cm

27,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ベッド2台

100cm×195cm

16.0㎡

1〜2名

56室

24.18㎡

1〜4名

4室

18.60㎡

1〜2名

5室

ベッド2台 ソファベッド1台 100cm×195cm（ソファベッドも同サイズ）

ベッド3台 ソファベッド1台 100cm×195cm（ソファベッドも同サイズ）
ベッド2台

100cm×195cm

31,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

29,000円〜（大人2名利用/税・サ込）
38,500円〜（大人3名利用/税・サ込）
30,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

Access アクセス

レストラン
Early birds dining 5.5
［席

数］

80席

［メニュー］ 和洋ビュッフェ

もご用意
朝食BOX（要事前予約・支払）

［営業時間］朝

5：30〜10：00（L.O. 9:30）
※朝食のみ営業

（2020年11月現在）

羽田空港へアクセス便利！
〈公共交通機関でのアクセス〉

●京急空港線
「大鳥居駅」東口から徒歩約6分

〈車でのアクセス〉

●首都高速1号羽田線
「羽田出入口」
から約5分

〈空港からのアクセス〉

●羽田空港から京急空港線で
「大鳥居駅」
まで約4分/
「大鳥居駅」東口から徒歩約6分
●成田空港から京成成田スカイアクセス線特急で
「大鳥居駅」
まで約95分/
「大鳥居駅」
東口から徒歩約6分

〒144-0033 東京都大田区東糀谷2-11-18
TEL 050-5894-3783
URL https://www.hennnahotel.com/haneda/
※写真は全てイメージ
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変 な ホ テル 東 京 浅 草 橋
Henn na Hotel Tokyo Asakusabashi

浅草橋駅目の前、徒歩2分の好立地
羽田・成田空港から約1時間の直通アクセスでますます便利に

変 な ホ テル 東 京 浅 草 田 原 町
Henn na Hotel Tokyo Asakusa Tawaramachi

t
Poin

クラウドファンディングサービス
「Makuake」。IoTガジ
ェット、便利グッズや家電など楽しくてめずらしい

五大陸を繋ぐ海、空の青をイメージカラーとした近未来基地のようなロビーでは人間型受付ロボットがお出迎え。
客室に衣類クリーニングマシン「LGスタイラー」
（ 一部客室）
と無料貸し出しスマートフォン「handy」
を導入。
乗り捨て可能なシェアサイクル電動アシスト自転車「COGICOGI」
もご用意。

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

『Makuake』で新商品体験

モノを貸出いたします（
。有料）

浅 草 寺・雷 門などから徒 歩 圏 内で観 光の拠 点に最 適
コンビニエンスストア併設で便利

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

『和』と『テクノロジー』を融合

最新のテクノロジーが集まった光のホログラムの
フロントと床面プロジェクションは「和」
と
「テクノ

東京の下町、浅草。おなじみ浅草寺・雷門、食べ歩きが楽しい仲見世通りなど有名な観光地に徒歩圏内。
フロントは光のホログラム、
ロビーには床面プロジェクションなど、最先端のテクノロジーと和を融合させ独特な
エンターテインメント空間を演出。
より良い眠りを提供するフランスベッド独自技術のマットレス、
衣類クリーニングマシン「LGスタイラー」
（ 一部客室）、1600万色のバリエーションを持つ照明「Philips Hue」
を導入。

Guest Room

総客室数145室

t

Poin

ロジー」の融合を実現。

総客室数217室

東京スカイツリーが見える客室プランもご用意。

【LGスタイラールーム/ツイン】
客室タイプ

【LGスタイラールーム/ツインエキストラ】
広さ

【スタンダードシングル】

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

1名

12室

ベッド1台

120cm×195cm

24,000円〜（大人1名利用/税・サ込）

1〜2名

3室

ベッド1台

140cm×195cm

36,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

39室

ベッド1台

140cm×195cm

44,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

20室

ベッド2台

100cm×195cm

52,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

51室

ベッド2台

100cm×195cm

54,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

19室

ベッド2台 ソファベッド1台

100cm×195cm

66,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

スタンダードダブル

12.75〜
13.0㎡
12.75〜
13.0㎡

LGスタイラールーム/ダブル

12.75㎡

1〜2名

スタンダードツイン

1〜2名

LGスタイラールーム/ツイン

17.0〜
17.25㎡
17.0〜
17.25㎡

1〜2名

LGスタイラールーム/ツインエキストラ

17.25㎡

1〜3名

スタンダードシングル

【スタンダードダブル】

※3階フロアの客室は加熱式煙草のご利用可能です。

（ソファベッド90cm×195cm）

料金/1室あたり

（2020年1月現在）

【コーナースイートルーム】
客室タイプ

【ジャパネスクツインルーム
（ハリウッドツインルーム）】 【ファミリースイートルーム】

【デラックスツインルーム】

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

11.8㎡

1名

10室

ベッド1台

120cm×195cm

1〜2名

27室

ベッド1台

154cm×195cm

40,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

77室

ベッド2台

100cm×195cm

44,000円〜（大人2名利用/税・サ込）
44,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

シングルルーム
スタンダードダブルルーム（17室がLGスタイラー付）
スタンダードツイン（42室がLGスタイラー付）
ジャパネスクツインルーム（ハリウッドツインルーム）
デラックスツインルーム（全室LGスタイラー付）
ツインエキストラ（全室LGスタイラー付）
ファミリースイートルーム（全室LGスタイラー付）

16.7〜
16.9㎡
15.2〜
17.5㎡
17.2〜
17.8㎡
20〜
20.5㎡
21.8〜
22.5㎡

コーナースイートルーム（全室LGスタイラー付）

料金/1室あたり
30,000円〜（大人1名利用/税・サ込）

1〜2名

50室

ベッド2台

100cm×195cm

1〜2名

26室

ベッド2台

110cm×195cm

62,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜3名

19室

ベッド2台 ソファベッド1台

（ソファベッドは90cm×195cm）

100cm×195cm

62,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

31.9㎡

1〜4名

3室

ベッド3台

100cm×195cm（2台）
154cm×195cm（1台）

80,000円〜（大人4名利用/税・サ込）

35.7㎡

1〜3名

5室

ベッド2台 ソファベッド1台

（ソファベッドは90cm×195cm）

82,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

120cm×195cm

東京スカイツリーの見える客室指定「タワービュープラン」
シングル・ダブル・ツインタイプでご用意しております。

Restaurant

Access アクセス

レストラン
GANGA
［席

数］

63席

［メニュー］ 朝食：インド料理と和食のビュッフェ

昼食：インド料理のビュッフェ

［営業時間］朝

6：30〜10：00（L.O. 9:30）
昼 11：30〜15：00（L.O. 14:30）
夕 営業無し

（ただし事前予約で8名様以上の団体様貸切可能）

※写真は全てイメージ
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（2020年11月現在）

浅草橋駅から徒歩2分 観光の拠点に最適
〈公共交通機関でのアクセス〉

●JR総武線で
「浅草橋駅」西口から徒歩約2分
●都営浅草線「浅草橋駅」A3出口から徒歩約2分

Restaurant

Access アクセス

レストラン
Early Birds Dining 6.5
［席

数］

114席

東京メトロ銀座線田原町駅徒歩3分の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●東京メトロ銀座線
「田原町駅」2出口から徒歩約3分
●都営浅草線
「浅草駅」
A2a出口から徒歩約9分

〈車でのアクセス〉

［メニュー］ 朝食・ 昼食：約40種類の和洋中ビュッフェ

〈車でのアクセス〉

〈空港からのアクセス〉

［営業時間］朝

〈空港からのアクセス〉

●首都高速6号向島線「両国ジャンクション」
から約15分
●羽田空港から京急空港線で
「浅草橋駅」
まで約31分/
「浅草橋駅」
から徒歩約2分
●成田空港から京急スカイアクセス線で
「浅草駅」
まで約55分/
都営浅草線「浅草駅」
から
「浅草橋駅」
まで約3分/
「浅草橋駅」
から徒歩約２分

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1丁目10-5
TEL 050-5894-3780
URL https://www.hennnahotel.com/asakusabashi/

6：30〜10：00（L.O. 9:30）
昼 11:30-14:30（L.O. 14:00）平日のみ
夜 ラウンジバー営業「BAT'S MAN」
18:00〜23：00（L.O. 22:30）/13席

●首都高1号上野線「上野IC」
から約5分
●成田空港から京成成田スカイアクセスで
「浅草駅」
まで約58分/
「浅草駅」A2a出口から徒歩約9分
●羽田空港から京急空港線で
「蔵前駅」
まで約24分/「蔵前駅」A4出口から徒歩約8分

〒111-0042 東京都台東区寿3丁目19番8号
TEL 050-5210-5250
URL https://www.hennnahotel.com/asakusa-tawaramachi/
※写真は全てイメージ
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変 な ホ テル 大 阪 心 斎 橋
Henn na Hotel Osaka Shinsaibashi

心斎橋駅から徒 歩3 分の好立地
しゃべる恐 竜と踊るロボットがお出迎え

変 な ホ テル 大 阪 な ん ば（ 旧：大 阪 西 心 斎 橋 ）
Henn na Hotel Osaka Namba

t
Poin

桜吹雪や扇子など日本らしい３D映像に連動し

ハイブランドが並ぶ大通り、歩くだけでも楽しい名物商店街「心斎橋筋商店街」が至近。
フランスベッド社と共同開発した理想の寝心地を求めたマットレス、
ロフテー社製快眠枕を全室に導入。
衣類クリーニングマシン「LGスタイラー」
（ 一部客室）、1600万色のバリエーションを持つ客室照明「Philips Hue」
を採用。

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【ダブルルーム】

た、19体のロボホンによるロボットオーケストラ
が、
ダンスパフォーマンスを披露。

道 頓堀・心斎橋 筋商店街が 徒 歩圏内
アメリカ村の中心に立地で観 光の拠 点に最 適

【ツインルーム】

【LGスタイラーツインルーム】

t

Poin

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

ホン」を客 室に設 置 。施 設 情 報などをご案 内

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

ダブルルーム

1〜2名

9室

ベッド1台

154cm×195cm

20,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

ツインルーム

ハリウッドツインルーム

16.47㎡

1〜2名

19室

ベッド2台

90cm×195cm

20,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ロボホンツイン

ツインルーム

16.14〜
16.54㎡

1〜2名

49室

ベッド2台

97cm×195cm

22,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

LGスタイラーツインルーム

17.66㎡

1〜2名

10室

ベッド2台

90cm×195cm

24,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

するお客様だけのコンシェルジュ。
※一部客室に設置

総客室数100室

【ツインルーム】

15.62㎡

【ロボホンツインエキストラ】
客室タイプ

ロボホンツインエキストラ

客室コンシェルジュロボット

シャープ 社 製コミュニケーションロボット
「ロボ

人気の観光地、道頓堀が徒歩圏内、人気のテーマパーク最寄駅ユニバーサルシティへもアクセス抜群。
ロビーには巨大ジンベイザメの映像と恐竜ロボット、客室にはロボットコンシェルジュも。
より良い眠りを提供するフランスベッド独自技術のマットレスを採用、バス・トイレ別の使いやすい客室です。

Guest Room

総客室数90室

【ハリウッドツインルーム】
客室タイプ

ロボットオーケストラ

【ロボホンツイン】

広さ
16.66〜
17.1㎡
16.66〜
17.1㎡

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

1〜2名

84室

ベッド2台

97cm×195cm

24,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

14室

ベッド2台

97㎝×195㎝

28,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

23.8㎡

2〜3名

ベッド2台、エキストラベッド1台

97㎝×195㎝

35,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

1室

（エキストラベッド 92㎝×181㎝）

料金/1室あたり

（2020年11月現在）

（2020年11月現在）

Restaurant

Access アクセス

レストラン
Molly's The Asian Noodle
［席

数］

46席（店内22席、
テラス24席）

［メニュー］ 朝食：40種類以上の和洋ビュッフェ

昼〜夕方：ヌードル

［営業時間］朝

7：00〜10：30（L.O. 10:00）
昼〜夕方 11：30〜17：00（L.O. 16:00）

（ヌードルタイム）

夕 営業無し

※写真は全てイメージ
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心斎橋駅 徒歩3分の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●大阪メトロ
「新大阪駅」
から御堂筋線で
「心斎橋駅」
まで約13分/
「心斎橋駅」2番改札出口から徒歩約3分（7番出口から徒歩約１分）

〈車でのアクセス〉

●阪神高速1号環状線「湊町」
から約8分

〈空港からのアクセス〉

●伊丹空港からリムジンバス伊丹空港線で「なんば駅」
まで約30分/大阪メトロ
「なんば駅」から御堂筋線で
「心斎橋駅」
まで約2分/「心斎橋駅」から徒歩約3分 ●関西国際空港からJR特急はるかで「天王寺駅」
まで約34分/大阪メトロ
「天王寺駅」から御堂筋線で「心斎橋駅」
まで約8分/「心斎橋駅」から徒歩約3分

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目5-2
TEL 050-5576-8350
URL https://www.hennnahotel.com/shinsaibashi/

Restaurant

Access アクセス

レストラン
ミヤコ 珈琲店
［席

数］

84席（店内60席、
テラス24席）

［メニュー］ 朝食：40種類以上の和洋ビュッフェ

カフェ：軽食・洋食

［営業時間］朝

7：00〜10：30（L.O. 10:00）
カフェ 11：00〜20：00（L.O. 19:30）

道頓堀まで徒歩5分の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●大阪メトロ
「新大阪駅」
から御堂筋線で
「心斎橋駅」
まで約13分/
「心斎橋駅」7番出口から徒歩約5分

〈車でのアクセス〉

●阪神高速1号環状線
「湊町」
から約5分

〈空港からのアクセス〉

●伊丹空港からリムジンバス伊丹空港線で
「なんば駅」
まで約30分/「なんば駅」
から徒歩約10分
●関西国際空港からJR特急はるかで
「天王寺駅」
まで約34分/
大阪メトロ
「天王寺駅」
から御堂筋線で
「心斎橋駅」
まで約8分/
「心斎橋駅」
から徒歩約5分

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2丁目10-16
TEL 050-5576-8355
URL https://www.hennnahotel.com/nishishinsaibashi/
※写真は全てイメージ
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変 な ホ テル 関 西 空 港
Henn na Hotel Kansai Airport

変 な ホ テル 京 都 八 条 口 駅 前
Henn na Hotel Kyoto Hachijoguchiekimae

総客室数118室

関西空港の近く、空港〜ホテル間は無 料シャトルバスを運行
オーシャンビューの客室、天 然 温 泉と和食レストラン

t
Poin

絶景に感動
天然温泉と和食レストラン

「訪れる人々の心を癒す、食と人が交わる極上

京都の玄関口である京都駅 八条口の駅前徒 歩2分
京の風情と和の要素を最 新の技術で 表現

t

Poin

オーシャンビューの天然温泉「アクアイグニス 関西空港 泉州温泉」はホテル宿泊者は無料で利用可能。
の休日空間」
がコンセプトの
「アクアイグニス」
和食レストラン「青庵 kyomachibori rikyu」はミシュラン一つ星の「京町堀莉玖」の監修。
を併設。天然温泉でリラックス・おいしい
オーシャンビューでコンシェルジュロボット
「ロボホン」設置のロボホンルーム、大型プロジェクターで迫力の映像が楽しめるシアタールーム、
和食に舌つづみを。
心身を本来のリラックスへと導くファイテンルームと3タイプの客室をご用意。

歴史と革新を繰り返してきた古都京都の特性をホテルのデザインに踏襲し、最新の技術で表現。
1600万色のバリエーションを持つ照明「Philips Hue」
を導入、ボディケアカンパニーファイテン社とのコラボレーションの
ファイテンルームもご用意。
レストランは京都で100年の歴史のある老舗レストラン「都食堂」がプロデュース。

Guest Room

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【ロボホンルーム/ツインベイフロント】
客室タイプ

総客室数98室

【シアタールーム】
広さ

利用人数

客室数

【ファイテンルーム】
ベッドタイプ

ベッドサイズ

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【ファイテンルーム/ツイン】
料金/1室あたり

客室タイプ

伏見稲荷をイメージした光のロビー

人 気の観 光 名 所 、伏 見 稲 荷の千 本 鳥 居をイメ
ージした 光 のロビー、床には 錦 鯉が 泳ぐマッ
ピングや京都の美しい情景を写し出す大
きなサイネージも。

総客室数98室

【ダブルルーム】
広さ

【トリプルルーム】

【ファイテンルーム/シングル】

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

1名

4室

ベッド1台

140cm×195cm

30,000円〜（大人1名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

154cm×195㎝

34,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

【ファイテンルーム】
ツイン

18.1㎡

1〜2名

19室

ベッド2台

100cm×195cm

25,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

【ファイテンルーム】
シングル

11.64〜
12.52㎡

【ロボホンルーム】
ツインベイフロント

18.1㎡

1〜2名

36室

ベッド2台

100cm×195cm

30,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

【ファイテンルーム】
ダブル

20.11㎡

1〜2名

2室

ベッド1台

【ファイテンルーム】
ツイン

1〜2名

20室

ベッド2台

110cm×195㎝

36,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ダブルルーム

18.75〜
21.83㎡
20.11㎡

1〜2名

6室

ベッド1台

154cm×195㎝

33,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ツインルーム

18.75〜
21.83㎡

1〜2名

61室

ベッド2台

110cm×195㎝

34,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

トリプルルーム

24.18㎡

1〜3名

5室

ベッド3台

100cm×195㎝

45,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

【シアタールーム】
ツイン

18.1㎡

1〜2名

15室

ベッド2台

100cm×195cm

25,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

【シアタールーム】
ツインエキストラ

18.1㎡

2〜3名

28室

ベッド2台 ソファベッド1台

100cm×195cm

27,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

（ソファベッドは90cm×195cm）

（2020年11月現在）

（2020年11月現在）

Restaurant

Access アクセス

レストラン
青庵 kyomachibori rikyu
［席

数］

54席（個室もございます。）

［メニュー］ 朝食：和定食

昼・夕食：和食

［営業時間］朝

平日7:00 〜 9:00 / 土日祝 6:30 〜 9:00
昼 11:00〜14:30
夜 17:00 〜 21:00

※写真は全てイメージ
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関西空港から車で15分、りんくうタウン駅から徒歩10分
〈公共交通機関でのアクセス〉

Restaurant

Access アクセス

レストラン
Mollyʼs The Craft Kitchen
54席

●JR関西空港線・南海電鉄「りんくうタウン駅」
から徒歩約10分

［席

●阪神高速4号湾岸線「泉佐野南出口」
から約15分

［メニュー］ 朝食：和洋ビュッフェ

〈車でのアクセス〉

〈空港からのアクセス〉

●関西空港から無料シャトルバスで約15分
●関西空港からJR関西空港線で
「りんくうタウン駅」
まで約6分/
「りんくうタウン駅」
から徒歩約10分

〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地の23
TEL 050-5210-5300
URL https://www.hennnahotel.com/kansai-airport/

数］

昼・夕食：アメリカンダイナー

［営業時間］朝

7：00〜11：00（L.O. 10:30）
昼 11：30〜15：00（L.O. 14:30）
夕 18：00〜22：00（L.O. 21:30）

京都駅八条口 徒歩2分の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●JR・近鉄・京都市地下鉄
「京都駅」八条東口から徒歩約2分

〈車でのアクセス〉

●名神高速道路
「京都南IC」
から約12分

〈空港からのアクセス〉

●伊丹空港からリムジンバス伊丹空港線で「京都八条口駅」
まで約55分/「京都八条口駅」から徒歩約2分
●関西国際空港からリムジンバス関西空港線で「京都八条口駅」
まで約90分/「京都八条口駅」から徒歩約2分
●関西国際空港からJRはるか特急で「京都駅」
まで約80分/「京都駅」から徒歩約2分

〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町15
TEL 050-5576-8390
URL https://www.hennnahotel.com/kyoto-hachijoguchi/
※写真は全てイメージ
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変 な ホ テル 奈 良
Henna Hotel Nara

変 な ホ テル ラ グ ー ナ テ ン ボ ス
Henn na Hotel Lagunatenbosch

t

近 鉄 奈良 駅より徒 歩2分、東大 寺・奈良公園など徒 歩圏内
奈良の歴史と自然を最先端のテクノロジーで 表現

Poin

ホテルロビーには「BAGGAGE

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【スーペリアツインルーム】

ダブルルーム
スタンダードツインルーム
スーペリアツインルーム

広さ

14.9〜
15.0㎡
17.9〜
21.2㎡

必要なく、お望みのタイミングで荷物の出し
入れが可能です。

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

2名

14室

ベッド1台

154cm×195cm

26,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

2名

38室

ベッド2台

110cm×195cm

30,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ベッド2台

110cm×195cm

21.0㎡

2名

40室

23.3〜
25.8㎡

3名

6室

フォースルーム

39.7㎡

4名

5室

ベッド2台/ソファベッド1台 110cm×195cm/100cm×200cm
ベッド4台

110cm×195cm

t

Poin

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

料金/1室あたり

客室タイプ

ーションロボットなど、館内では様々なロボット
が大活躍。子どもも大人もワクワクすること

レストラン
OTENKI PARLOR
［席

数］

54席（店内44席、
テラス席10席）

［メニュー］ 朝食：洋食プレート

昼食・Cafe：カフェレストラン

［営業時間］7:00〜18:00

朝 7:00〜10:00 (L.O. 9:30)
昼 11:00〜14:00
Cafe 10:00〜11:00・14:00〜18:00

※写真は全てイメージ
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まちがいなし！

総客室数100室

【スタンダードツイン】
（4名様利用）
ベッドタイプ

【スタンダードトリプル】
ベッドサイズ

【デラックスツイン】

広さ

利用人数

客室数

スタンダードツイン

25.75㎡

2〜3名

80室

ベッド2台 ソファベッド1台 120cm×200cm（ソファベッド 90cm×200cm）

33,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

スタンダードツイン

28.64㎡

4名

8室

ベッド2台 ソファベッド2台 120cm×200cm（ソファベッド 90cm×200cm）

36,000円〜（大人4名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

32,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

スタンダードトリプル

28.64㎡

2〜3名

8室

34,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

デラックスツイン

40.63㎡

2〜4名

2室

ベッド2台 ソファベッド2台 120cm×200cm（ソファベッド 90cm×200cm）

44,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

60,000円〜（大人4名利用/税・サ込）

ドッグルーム

25.75㎡

1〜3名

2室

ベッド2台 ソファベッド1台 120cm×200cm（ソファベッド 90cm×200cm）

40,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ベッド3台

120cm×200cm

Access アクセス

近鉄奈良駅から徒歩2分の好立地

〈公共交通機関でのアクセス〉

●近鉄線近鉄奈良駅６番出口から徒歩約2分。JR奈良駅東口から徒歩約12分

〈車でのアクセス〉

●京奈和自動車道「木津IC」下り 約15分

〈関西国際空港からのアクセス〉

●JRはるか特急で「天王寺駅」
まで約33分、
「天王寺駅」
から大和路線快速で「奈良駅」
まで約33分、
奈良駅東口から徒歩約12分

〈伊丹空港からのアクセス〉

●リムジンバス伊丹空港線で
「近鉄奈良駅」
まで約60分、近鉄奈良駅「B13」
から徒歩約2分

〒630-8241 奈良県奈良市高天町46番1
TEL 050-5210-9999
URL https://www.hennnahotel.com/nara/

40,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

（2020年11月現在）

（2020年11月現在）

Restaurant

最新ロボットが楽しい時間を提供

ロビーでは親子恐竜ロボットや客室のコミュニケ

ロビーでは全長7mのお父さんティラノサウルス、
フロントではお母さんと子どもティラノサウルスの恐竜ロボットがお出迎え。
テーマパーク
「ラグーナテンボス」のラグナシア内に立地、パークもホテルステイも楽しい。
蒲郡駅〜ホテル間は無料シャトルバスを運行。駐車場も無料。

【スタンダードツイン】
（2〜3名様利用）

【フォースルーム】

利用人数

ツインエキストラルーム

親 子の恐 竜ロボットがお出 迎え
蒲 郡 駅 〜ホテル間は無 料シャトルバスを運 行

Guest Room

総客室数１０４室

【ダブルルーム】

客室タイプ

KEEPER」
を設

置。荷物を預ける際スタッフを呼び出す手間が

フロントには 光のホログラムチェックインを導入し、ホテルに入った瞬間からお楽しみいただけます。
より良い眠りを提供するフランスベッド独自技術のマットレス、
世界のトップアスリートに支持されている「ファイテンウォーター」をホテルの全ての水に採用した世界初のホテルです。

Guest Room

世界初！全自動式荷物
預かりシステムを導入

Restaurant

Access アクセス

レストラン
Chefʼs try table
［席

数］

216席（店内100席、
テラス36席、中庭80席）

テーマパーク「ラグーナテンボス」ラグナシア内に立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●名古屋方面から JR「名古屋駅」から東海道本線快速で「蒲郡駅」
まで約40分/「蒲郡駅」からシャトルバスで約15分
●静岡方面から JR「浜松駅」から東海道本線で「蒲郡駅」
まで約45分/「蒲郡駅」からシャトルバスで約15分

［メニュー］ 朝食：約50種類の和洋食ビュッフェ

〈車でのアクセス〉

［営業時間］朝

〈空港からのアクセス〉

昼・夕食：イタリアングリル

7：00〜10：00（L.O. 9:00）
昼 11：00〜15：30（L.O. 14:30）
夕 18：00〜21：00（L.O. 21:00）
バータイム 21：00〜23：00※土曜日・繁忙期のみ営業

●名古屋方面から 東名高速道路「音羽蒲郡IC」
からオレンジロード経由247号バイパスで約55分
●静岡方面から 東名高速道路「豊川IC」
から国道151号で約55分
●中部国際空港セントレアから名鉄空港特急で「金山駅」まで約30分/JR「金山駅」から東海道本線快速で「蒲郡駅」
まで約40分/「蒲郡駅」から無料シャトルバスで約15分 ●名古屋空港から名古屋空港線で「名古屋駅」まで約30分/
JR「名古屋駅」から東海道本線快速で「蒲郡駅」まで約40分/「蒲郡駅」から無料シャトルバスで約15分

〒443-0014 愛知県蒲郡市海陽町1丁目4番1号 TEL 0570-097-117（毎日 9：00〜16：00）
URL https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/
※写真は全てイメージ
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変 な ホ テル 金 沢 香 林 坊
Henn na Hotel Kanazawa Korinbo

金沢 最 大の繁 華街・有数のビジネス街「香林 坊」に立地
石川県の伝統 文化を最 新のテクノロジーで 表現

変 な ホ テル 小 松 駅 前
Henn na Hotel Komatsuekimae

t
Poin

石川県の伝統文化、加賀友禅・加賀水引を

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

J R 小 松駅に隣 接・徒 歩3 0 秒以内
光のホログラムチェックイン・18 0 0 冊のコミックを有する

開 業

t

Poin

能登ヒバ・九谷焼などを使用、居心地の
よい「和」の空間を創りました

総客室数131室

小松市内初、1800冊のコミックを所有

ホテル1階に1800冊のコミックを有する巨大ブックシ

最新のテクノロジーで表現、石川県地産の木材

香林坊に立地で兼六園・金沢21世紀美術館が徒歩圏内、
レジャー・ビジネスどちらにも便利。
加賀友禅を模したプロジェクションマッピングによるロビーの演出、
加賀水引のデザインを取り入れ九谷焼を飾ったレストランなど、石川の伝統文化を最新のテクノロジーで表現。
床を一段高くした小あがりの上にベッドを配したジャパネスクルームやベッド4台配置のフォースルームなどご用意。
より良い眠りを提供するフランスベッド独自技術のマットレスを採用。

Guest Room

石川県の伝統を取り入れた空間

2020年
12月24日

ェルを設置、
お客様にご自由にお楽しみいただけ

北陸地区初導入の光のホログラムチェックインでは恐竜・侍・忍者・執事の4体がお客様をお出迎え。
館内にはコミック本を1800冊完備したブックシェルを設置、お客様に自由にお楽しみいただけます。
全客室に衣類クリーニングマシーン「LGスタイラー」
を完備、
また業界初、
もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現する
エアマッサージ器「ドクターメドマー」
を導入（有料貸出）。

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

ます。
ロビー壁面にはアルミパンチングで白山
連峰の四季を表現しました。

ホテル前の広場では

総客室数109室

日本海側最大級のプロジェクションマッピング
小松市によるプロジェクションマッピングをホテル前にて実
施、客室からご覧いただけます。長さ70ｍ×幅10ｍの巨大な
プロジェクションマッピングの大きさは日本海側最大級です。

【ジャパネスクツインルーム】
客室タイプ

ダブルルーム
スタンダードツインルーム
スーペリアツインルーム

【フォースルーム】
広さ

16.33〜
17.21㎡
16.96〜
17.7㎡
19.71㎡

ジャパネスクトリプルルーム

19.73〜
20.58㎡
20.08〜
20.26㎡

フォースルーム

31.74㎡

ジャパネスクツインルーム

Restaurant

【ジャパネスクトリプルルーム】 【スーペリアツインルーム】

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

1〜2名

12室

ベッド1台

160cm×195cm

25,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

35室

ベッド2台

110cm×195cm

30,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

23室

ベッド2台

120cm×195cm

35,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜2名

43室

ベッド2台

120cm×195cm

料金/1室あたり

数］

43,000円〜（大人3名利用/税・サ込）

3〜4名

3室

ベッド4台

120cm×195cm

50,000円〜（大人4名利用/税・サ込）

昼食：和食・蕎麦
夕食：和食・蕎麦（アラカルト有）

［営業時間］朝

6:30〜10:00（L.O. 9:30）
昼 11:30〜15:00（L.O. 14:30）※火曜日休業
夕 17:30〜22:00（L.O. 21:00）※火曜日休業

1〜2名
1〜2名

20.67㎡

100cm×195cm

［メニュー］ 朝食：和食セットメニュー

利用人数

ダブルルーム

ベッド3台

62席

広さ

ツインルーム

Access アクセス
［席

客室タイプ

幅160㎝のダブルベッドを設置、ゆったりシングルルームとし
てもご利用いただけ、
ビジネスのお客様にも使いやすいレイ
アウト。ユニットバスタイプの客室です

40,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

15室

蕎麦と天ぷらと旨い酒 どんと屋

【ダブルルーム】

カップルやご友人同士での滞在はもちろん、
ビジネスシーン
でのご利用もおすすめします。お風呂とトイレが別々で使い
やすい客室です。

16.95㎡

2〜３名

レストラン

【ツインルーム】

〈公共交通機関でのアクセス〉

●JR金沢駅東口バスターミナル8・9番乗り場から出発するバスで
「香林坊」
まで約10分/
「香林坊」
から徒歩約2分

〈車でのアクセス〉

●北陸自動車道「金沢西IC」
から約20分
●小松空港からリムジンバスで
「香林坊」
まで約55分/
「香林坊」
から徒歩約6分

〒920-0961 石川県金沢市香林坊1丁目2番32号
TEL 050-5210-5310
URL https://www.hennnahotel.com/kanazawa-korinbo

ベッドタイプ

ベッドサイズ

47室

1台

160cm×195cm

25,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

62室

2台

110cm×195cm

30,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

（2020年11月現在）

（2020年11月現在）

金沢の中心地「香林坊」に立地、金沢駅よりバスで約10分

〈空港からのアクセス〉

客室数

Restaurant

Access アクセス

レストラン
地酒と天麩羅 海とそら
［席

数］

53席

［メニュー］ 朝食：和定食

夕食：鮮魚居酒屋

［営業時間］朝

6:30〜10:00（L.O. 9:30）
昼 営業なし
夕 17:00〜23:30（L.O. 23:00）※水曜日休業

JR小松駅隣接の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉
●JR
「小松駅」
から徒歩30秒以内

〈車でのアクセス〉

●阪北陸自動車道「小松IC」
」
から約10分

〈空港からのアクセス〉

●小松空港から小松バスで
「小松駅」
まで約12分、
「小松駅」
から徒歩約1分
●小松空港からリムジンバス小松空港線で
「小松駅」
まで約15分、
「小松駅」
から徒歩約1分
●小松空港からタクシーでホテルまで約10分

〒923-0868 石川県小松市日の出町一丁目180番地
TEL 050-5210-9990
https://www.hennnahotel.com/komatsu/

※写真は全てイメージ
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変 な ホ テル 福 岡 博 多
Henn na Hotel Fukuoka Hakata

中 洲 川 端 駅から徒歩3 分の好立 地
「 博 多 」をテーマにした客室には最新技 術を導入

変 な ホ テル ハ ウ ス テ ン ボ ス
Henn na Hotel Huis Ten Bosch

t
Poin

1 , 6 0 0 万 色 のカラーバリエーションで、好 みに

中洲川端駅まで徒歩3分、
キャナルシティ博多、天神エリアなど人気の観光地までアクセス良好。
エントランスからフロントまでのアプローチには移り変わるプロジェクションが配され、
フロントでは恐竜ロボットがお客様をお出迎え。
「博多」
をテーマにした客室にはフランスベッド社と共同開発したマットレスを全客室に、
衣類クリーニングマシン「LGスタイラー」
を一部客室に導入。

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【デラックスツインルーム】
客室タイプ

合わせて電球の色を変えることができ、
あらゆる滞在シーンにシンクロさせて
臨場感を演出。

【ファミリールーム】

【ツインルーム】

【ダブルルーム】

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

シングルルーム

1名

6室

ベッド1台

125cm×195cm

20,000円〜（大人1名利用/税・サ込）

セミダブルルーム

12.12〜
13.94㎡

1〜2名

12室

ベッド1台

140cm×195cm

22,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

ダブルルーム

18.02㎡

1〜2名

7室

ベッド1台

157cm×195cm

24,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ツインルーム

1〜2名

45室

ベッド2台

110cm×195cm

24,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

ツインエキストラルーム

18.94〜
19.25㎡
18.94〜
19.25㎡

1〜3名

18室

デラックスツインルーム

27.92㎡

1〜2名

6室

ファミリールーム

27.92㎡

1〜4名

7室

ベッド2台 ソファベッド1台 90cm×195cm（ソファベッドも同サイズ）
ベッド2台

29,000円〜（大人3名利用/税・サ込）
35,000円〜（大人2名利用/税・サ込）
44,000円〜（大人4名利用/税・サ込）

Access アクセス
米と葡萄 by SHINGEN
数］

51席

［メニュー］ 朝食：和洋ビュッフェ

夕食：和食創作料理

［営業時間］朝

6：00〜10：00（L.O. 9：30）
昼 営業なし
夕 17：00〜24：00（L.O. 23：30）※月曜日休業

※写真は全てイメージ

140cm×195cm

ベッド2台 ソファベッド2台 90cm×195cm（ソファベッドも同サイズ）

レストラン

［席

快 適性・効率化・コスト削減を目指した、
世界 初のロボットホテル

中洲川端駅 徒歩3分の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●「博多駅」
から福岡市地下鉄空港線で
「中洲川端駅」
まで約4分/
「中洲川端駅」2番出口から徒歩約3分

（2020年11月現在）

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

【和室デラックス（サウスアーム）】
客室タイプ

スタンダード(イーストアーム)
スタンダード(ウエストアーム)
スーペリア(標準タイプ)
スーペリア(ユニバーサルルーム)
スーペリア(ビューバス)
和室スーペリア(サウスアーム)
デラックス(イーストアーム)
デラックス(ウエストアーム)
和室デラックス(サウスアーム)

Restaurant

【デラックス（イーストアーム）】
広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

2名

20室

ツイン

120cm×206cm

不安を解消し、快適なホテルライフを提供し
ます。

【和室スーペリア（サウスアーム）】
料金/1室あたり
15,400円〜（大人2名利用/税・サ込）

21㎡

2〜3名

54室

ツイン・トリプル

120cm×206cm

15,400円〜（大人2名利用/税・サ込）

28.57㎡

2〜4名

35室

ツイン・トリプル・フォース

120cm×206cm

18,600円〜（大人2名利用/税・サ込）

28㎡

2名

3室

ツイン

120cm×206cm

20,600円〜（大人2名利用/税・サ込）

28㎡

2名

2室

ツイン

120cm×206cm

20,600円〜（大人2名利用/税・サ込）

29.39㎡

2〜4名

38室

ツイン・トリプル・フォース

96cm×193.5cm

19,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

33.75㎡

2〜4名

12室

ツイン・トリプル・フォース

120cm×206cm

25,200円〜（大人2名利用/税・サ込）

31㎡

2〜4名

18室

ツイン・トリプル・フォース

120cm×206cm

25,200円〜（大人2名利用/税・サ込）

34.43㎡

2〜5名

18室

ツイン・トリプル・フォース・フィフス

96cm×193.5cm

25,600円〜（大人2名利用/税・サ込）

Access アクセス

レストラン
健康レストランAURA（オーラ）
［席

数］

270席

［メニュー］ビュッフェ
［営業時間］朝

〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目4番19号
TEL 050-5576-8380
URL https://www.hennnahotel.com/hakata/

います。かばんの中から鍵を探す手間、紛失の

【スーペリア（標準タイプ）】

21.32㎡

〈空港からのアクセス〉

●福岡空港から福岡市地下鉄空港線で
「中洲川端駅」
まで約9分/
「中洲川端駅」2番出口から徒歩約3分

最新の顔認証システムを採用

顔認証システムの導入でキーレス滞在を実現して

総客室数200室

〈車でのアクセス〉

●福岡都市高速環状線「呉服町」
から約5分

t

Poin

追い求めたのは「究極の生産性」。徹底的な効率化のために導入した先進技術や、環境にも配慮した現代的でスマートな設備は、
滞在の快適性や楽しみももたらしました。ハウステンボスの思い出をさらに豊かなものにします。

Guest Room

総客室数102室

11.63㎡

Restaurant

19

客室調光電球『Philips Hue』

7：00〜10：00
昼 11：30〜14：00
夕 営業なし

（2020年11月現在）

ハウステンボスウェルカムゲートより徒歩10分
〈公共交通機関でのアクセス〉

●
「博多駅」
から地下鉄・JRで約1時間40分
●
「長崎駅」
からJRで約1時間30分

〈車でのアクセス〉

●長崎空港から約1時間
●長崎市内から約1時間30分
●福岡方面から約2時間

〈空港からのアクセス〉

●長崎空港からバスで約60分 ●福岡空港から地下鉄・JRで約1時間50分

〒859-3243 長崎県佐世保市 ハウステンボス町6-5
TEL 0570-064-110（毎日 9：00〜19：00）
URL http://www.h-n-h.jp/
※写真は全てイメージ
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ウォー ター マ ー クホ テル 京 都
Watermark Hotel Kyoto

ウォー ター マ ー クホ テル 長 崎・ハ ウステ ン ボ ス
Watermark Hotel Nagasaki・Huis Ten Bosch
オーシャンフロントに位置する
モダンヨーロピアンリゾート
ハウステンボス唯一のオーシャンフロントに位置したホテル。
美しく穏やかな海と空のパノラマが一望できるオーシャンビューと
ハウステンボス園内のにぎやかさから離れた静かな雰囲気に
包まれる空間でゆっくりとくつろぎのリゾート体験を。

モダンヨーロピアン調の客室
刻一刻と移りゆく海の景色を望めるお部屋、
朝の澄んだ空気を味わえる森側のお部屋、
ヨ
ーロッパの街並みを望めるお部屋など、個性
あふれる全7タイプのゲストルームをご用意。

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙 /喫煙〉

客室タイプ

伝統的な和の世界 観を体 感
ファイテンウォーターを世界 初導入
伝統的な和の素材「木」
「土」
「石」
「格子」
「和紙」
ウォーターマークホテルから連想される「水」や「ブルー」をテーマとして
5つのマテリアルに素材を絞り込み、各素材が際立つような空間を造りました。
ロビーでは京都の観光名所と四季を組み合わせた三面のプロジェクションマッピングを導入。
客室には本格カフェの味が楽しめるマシーン「キューリグ」、スキンケアコスメブランド「OSAJI（オサジ）」の
シャンプー・コンディショナー・ボディソープ・スキンケア用品、安眠にこだわったシモンズ製のベッドと
ロフテー快眠枕を採用。

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

広さ

総客室数228室

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

料金/1室あたり

スタンダードルーム

27㎡

1〜2名

6室

ベッド1台

140cm×203cm

64,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

スーペリアルーム

37㎡

2〜3名

111室

ベッド1〜3台

122cm×203cm他

70,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

スーペリアビュールーム

37㎡

2〜3名

9室

ベッド2台

122cm×203cm他

76,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

デラックスファミリールーム

60㎡

4名

2室

ベッド4台

122cm×203cm

136,000円〜（大人4名利用/税・サ込）

デラックスハーバービュールーム

2〜4名

53室

ベッド1〜4台

122cm×203cm他

78,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

1〜4名

45室

ベッド1〜4台

122cm×203cm他

62,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

4名

1室

ベッド4台

122cm×203cm

200,000円〜（大人4名利用/税・サ込）

ファイテンウォーター

ロフトルーム

37〜
43㎡
27〜
37㎡

ファイテン社の技術を水道水にプラスする「ウ
ォーター加工機」を全客室に設置。
バスルームのシャワーをはじめ、あらゆる水を
「ファイテンウォーター」として供給いたしま
す。プレミアムな「水」
「湯」をご体験ください。
数多くの世界中のトップアスリートに支持され
ている「ファイテンウォーター」を全ての水に採
用した世界で初めてのホテルです。

クラブロフト2ベッドルームスイートルーム

130㎡

Restaurant

Access

レストラン

メインダイニング：エクセルシオール
カジュアルダイニング：ティークリッパー
メインバー：スピンネーカーバー

（2020年11月現在）

アクセス

ハウステンボスウェルカムゲートよりシャトルバスで約9分

〈公共交通機関でのアクセス〉
●「博多駅」
からJRで約1時間40分 ●
「長崎駅」
からJRで約1時間30分
〈車でのアクセス〉
●長崎空港から約1時間 ●長崎市内から約1時間30分 ●福岡方面から約2時間
〈空港からのアクセス〉
●長崎空港からバスで約1時間 ●福岡空港から地下鉄・JRで約1時間50分
〒859-3243 長崎県佐世保市 ハウステンボス町7-9 TEL 0956-27-0505

URL https://www.watermarkhotelnagasaki.com

総客室数122室

ウォー ター マ ー クホ テル ＆ ス パ バリ ジ ンバ ラン
Watermark Hotel & Spa Jimbaran
高級リゾートが立ち並ぶ
ジンバランエリアに立地

【スイートルーム】

【スーペリアツインルーム】
客室タイプ

広さ

ダブルルーム

17.7~
19.7㎡

スタンダードツインルーム

18.0㎡

スーペリアツインルーム
スイートルーム

20.4〜
21.4㎡
41.9㎡

【ダブルルーム】

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

2名

44室

ベッド1台

160cm×195cm

24,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

2名

9室

ベッド2台

110cm×195cm

26,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

2名

60室

ベッド2台

110cm×195cm

30,000円〜（大人2名利用/税・サ込）

5名

8室

ベッド2台+エキストラベッド1台

160cm×195cm

60,000円〜（大人2名利用/税・サ込）
（2020年11月現在）

Restaurant

Access アクセス

レストラン
THE MUROMACHI BAKERY
［席

数］

57席

21

地下鉄烏丸線「五条駅」から徒歩2分の好立地
〈公共交通機関でのアクセス〉

●京都市営地下鉄烏丸線「五条駅」
４番出口から
徒歩約2分

4タイプのスイートルーム
それぞれ違う表情を持つ4タイプのスイートル
ームはコストパフォーマンスも高くカップルだけ
でなくファミリー旅行にもおすすめです。シンプ
ルで使いやすいスーペリアルームもご用意。

Guest Room

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

客室タイプ

総客室数153室

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

プールスイートルーム

86㎡

1〜4名

4室

ベッド1〜4台

160cm×200cm他

Rp3,900,000〜（大人2名利用/税・サ込）

料金/1室あたり

プレミアムスイートルーム

70㎡

1〜6名

6室

ベッド1〜6台

160cm×200cm他

Rp3,100,000〜（大人2名利用/税・サ込）

［メニュー］ ベーカリーレストラン

〈車でのアクセス〉

キャノピー付スイートルーム

64㎡

1〜4名

10室

ベッド1〜4台

320cm×200cm

Rp2,100,000〜（大人2名利用/税・サ込）

［営業時間］朝

〈関西国際空港からのアクセス〉

スイートルーム

64㎡

1〜6名

51室

ベッド1〜6台

160cm×200cm他

Rp2,100,000〜（大人2名利用/税・サ込）

32㎡

1〜3名

72室

ベッド1〜2台

120cm×200cm他

Rp1,500,000〜（大人2名利用/税・サ込）

7:00〜10:30（L.O. 10:00）
昼 11:30〜17:30
夕 18:00〜22:00（L.O. 21:00）

※写真は全てイメージ

「ふれあい〜FU RE A I〜」
をコンセプトに、
スイートルーム中心の客室、
食にこだわった3つのレストラン、
スパ・プール・デパーチャーラウンジ・
ジム等、施設も充実。
ルーフトップバーから見えるジンバランベイの
サンセットは絶景。
クタエリア・ビーチクラブへのシャトルサービスも。

●名神高速道路「京都南IC」
から約15分

●JRはるか特急で
「京都駅」
まで約80分、
「京都駅」
から京都市営地下鉄烏丸線で
「五条駅」
まで約1分、
「五条駅」
から徒歩約2分
〈伊丹空港からのアクセス〉
●リムジンバス伊丹空港線で
「京都八条口駅」
まで約90分、
「京都駅」
から
京都市営地下鉄烏丸線で
「五条駅」
まで約1分、
「五条駅」
から徒歩約2分

〒600-8161 京都市下京区室町通五条下る大黒町195
TEL 050-5210-5333
URL https://watermark-hotels.com/gojo/

スーペリアルーム

Restaurant

レストラン

インターナショナル：WSENSESレストラン
日本料理：西麻布イマドキ
カフェ：アンジェリックカフェ
バー：スプラッシュルーフトップバー

Spa

スパ

LiANG Spa
（リャンスパ）

施設：7部屋・クリームバス・フットマッサージルーム
メニュー：フェイス・ヘアー・ボディ・フット

Access

アクセス

（2020年11月現在）

バリ島国際空港より車で約10分
Jl.Uluwatu 88,Kedonganan, Bali-Indonesia
TEL +62 361 4725100
URL:https://www.watermark-bali.com

※写真は全てイメージ
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グ アム リーフ ホ テル
Guam Reef Hotel

グリーン ワ ールド ホ テル
Green World Hotels
台湾の大 型ホテルチェーン 全14ホテル全てがＭＲＴ駅の近くに立地
全ホテル日本 語対応でご満足いただけるサービスクオリティをご提 供します
グリーンワールドホテルグループは台北の大型ホテルチェーンです、
ビジネス街・観光エリアいずれにもございますので旅の用途にあわせてご選択たいだけます。
全ホテル地下鉄MRTの駅の近くに立地し、
ビジネス・観光どちらの拠点としても便利です。全ホテル無料Wi-Fi完備。

グアムの中 心 街「タモン地区」に立地
2 4 時 間日本 語スタッフが対応いたします
グアム国際空港から車で10分、ショッピングとエンターテイメントの中心街タモン地区に位置し、旅の拠点に最高の立地です。
白い砂浜とエメラルドグリーンの海が目の前に広がる、南国の雰囲気あふれるビーチフロントのリゾートホテルです。
フレンドリーなスタッフの決め細やかなサービスで、お客様全てを心からおもてなしいたします。

無限に海に繋がって見えるインフィニティプール

ホテル館内に充実の施設

無 限に海へと繋がって流れ 込むよう
に見える自慢のプール。夕方には美し
いサンセットをお楽しみ頂けます。
ワー
ルプールバスでのんびりリラックスもお
すすめです。

Guest Room
タワー

ビーチ
タワー

客室〈全客室Wi-Fi・禁煙〉

グアムで人気のファッションブティック免税店
「ボン・ボヤージュ」、
フィットネス・スタジオ、英
語と日本語が自然に身につくバイリンガル育
成保育園「リトルガーデンインターナショナル
スクール・グアム校」
など施設も充実。

落ち着いた雰囲気のビーチタワーと全室オ
ーシャンビューのインフィニティータワーの２つ
のタワーがございます。

総客室数426室

客室タイプ

広さ

利用人数

客室数

ベッドタイプ

ベッドサイズ

54.18㎡

2〜3名

13室

ベッド2台

120cm×200cm

＄750〜（大人2名利用/税・サ込）

ニューオーシャンスイートオーシャンビュー

54.18㎡

2〜3名

5室

ベッド2台

120cm×200cm

＄750〜（大人2名利用/税・サ込）

ジャパニーズスイートオーシャンフロント

61.26㎡

2〜6名

14室

ベッド2台+布団

120cm×200cm

＄750〜（大人2名利用/税・サ込）

グリーンワールド忠孝

グリーンワールドグループの旗艦ホテル。
MRT松江南京駅から徒歩約5分。 全128室

モダンで落ち着いたデザイン。
MRT松江南京駅から徒歩約5分。 全68室

台北の中心駅の真上に位置する抜群の立地。
MRT忠孝敦化駅から徒歩約1分。 全150室

グリーンワールド松山

グリーンワールド南港

グリーンワールド中華

101を見渡せるビューが自慢。
MRT後山埤駅から徒歩1分。 全92室

コンベンション会場の南港展覧館すぐそば。
MRT南港駅から徒歩約８分。 全118室

若者で賑わう街、西門を代表するホテル。
MRT西門駅から徒歩約5分。 全202室

グリーンワールド
台北駅

グリーンワールド
新仕界

台湾最大の駅である台北駅からすぐ。
MRT松江南京駅から徒歩約5分。

コストパフォーマンス抜群。
MRT西門駅から徒歩約5分。

グリーンワールド
トリプルベッズ

グリーンワールド
林森

料金/1室あたり

オーシャンデラックス

27.44㎡

2〜3名

60室

ベッド2台

120cm×200cm

＄410〜（大人2名利用/税・サ込）

ビーチツイン

27.44㎡

2〜3名

167室

ベッド2台

120cm×200cm

＄380〜（大人2名利用/税・サ込）

インフィニティコーナーキング

33.55㎡

2〜3名

9室

ベッド1台

193cm×200cm

＄430〜（大人2名利用/税・サ込）

33.55㎡

2〜3名

30室

ベッド2台

134cm×200cm

＄430〜（大人2名利用/税・サ込）

コーラルスイート

グリーンワールド建北

多彩な客室

オーシャンスイートオーシャンフロント

インフィニティオーシャンフロント
インフィニティ
インフィニティオーシャンフロント＋ソファーベッド
タワー
インフィニティツイン

グリーンワールドグランド南京

33.55㎡

2〜3名

22室

ベッド2台

134cm×200cm

＄430〜（大人2名利用/税・サ込）

33.55㎡

2〜3名

105室

ベッド2台

134cm×200cm

＄420〜（大人2名利用/税・サ込）

105.08㎡

2〜3名

1室

ベッド2台

152cm×203cm

＄1300〜（大人2名利用/税・サ込）

全116室

全109室

全部屋3人以上で宿泊可能なデザインホテル。
MRT台北アリーナ駅から徒歩約12分

全54室

林森北路に位置し、
シンプルなデザイン。
中山国小駅から徒歩約5分。

全80室

グリーンワールド
山水閣

グリーンワールド
舞衣南京

グリーンワールド
花華分館

グリーンワールド
舞衣中山

日本人の方に人気の、バジェットホテル。
MRT民権西路駅から徒歩約3分。

交通の便が抜群の、お得なホテル。
ＭＲＴ松江南京駅から徒歩7分。

台北駅すぐそばの、バジェットホテル。
MRT台北駅から徒歩約5分。

日本人に人気な中山地区の中心に立地。
MRT中山駅から徒歩約７分。

（2020年11月現在）

Restaurant

レストラン

インターナショナル：リカ＆リコ
洋食：さんご
バーラウンジ：トップオブザリーフ
ビーチサイドバー：インフィニティビーチクラブ
プールサイドバー＆BBQ：CXXI
パンケーキ：エッグスンシングス
ロビーラウンジ：サンデューン
※写真は全てイメージ

Banquet

バンケット

全3室、広さ：１０９㎡〜２４7㎡、
ご利用人数（正賓）
：５０〜１５０名

Access

アクセス

グアム国際空港から車で約１０分
1317 Pale San Vitores Road Tamuning Guam 96913
TEL：+1 671-646-6881
URL：http://www.guamreef.com/

全80室

全40室

全56室

全62室
※写真は全てイメージ
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