利用できる宿泊施設一覧
○ 区部
所在区

施設名

千代田区

秋葉原ワシントンホテル

千代田区

HOTEL SUI KANDA by ABEST

千代田区

最寄駅

電話番号

ウェブサイト

JR秋葉原駅より徒歩1分

03-3255-3311 https://washington-hotels.jp/akihabara/

東京メトロ神田駅より徒歩4分

03-3251-1118 https://hotelsui-kanda.com/

ネストホテル東京半蔵門

東京メトロ半蔵門駅より徒歩1分

03-6261-4022 https://www.nesthotel.co.jp/tokyohanzomon/

千代田区

the b お茶の水

東京メトロ淡路町駅より徒歩1分

03-3254-2888 https://www.theb-hotels.com/theb/ochanomizu

千代田区

ザ・ペニンシュラ東京

東京メトロ・都営地下鉄日比谷駅直結

03-6270-2888 https://www.peninsula.com/ja/tokyo/5-star-luxury-hotel-ginza

千代田区

ホテルモントレ半蔵門

東京メトロ半蔵門駅より徒歩1分

03-3556-7111 https://www.hotelmonterey.co.jp/hanzomon/

千代田区

オークウッドプレミア東京

JR東京駅より徒歩2分

03-6631-6800 https://www.oakwood.com/ja-jp/japan/tokyo/premier-tokyo

千代田区

学士会館

都営地下鉄神保町駅より徒歩1分

03-3292-5938 https://www.gakushikaikan.co.jp/

千代田区

東横INN東京大手町A1

東京メトロ大手町駅より徒歩5分

03-6672-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00263?lcl_id=ja

千代田区

ホテルメトロポリタンエドモント

JR飯田橋駅より徒歩5分

03-3237-1111 https://edmont.metropolitan.jp/

千代田区

お茶の水ホテルジュラク

JR御茶ノ水駅より徒歩2分

03-3251-7222 https://www.hotel-juraku.co.jp/ocha/

千代田区

ホテルリソル秋葉原

JR秋葉原駅より徒歩3分

03-3258-9269 https://www.resol-akihabara.com/

千代田区

ホテルニューオータニ

JR・東京メトロ四ツ谷駅より徒歩8分

03-3265-1111 https://www.newotani.co.jp/tokyo/

千代田区

ホテルルポール麹町

東京メトロ麹町駅より徒歩3分

03-3265-5361 https://www.leport.jp/

千代田区

お茶の水ホテル昇龍館

JR御茶ノ水駅より徒歩5分

03-3293-3001 https://www.familyhotel.jp

千代田区

ホテルリブマックス東京神田駅前

JR神田駅より徒歩3分

03-5296-4100 https://www.hotel-livemax.com/tokyo/kandast/

千代田区

アスコット丸の内東京

東京メトロ大手町駅より徒歩1分

03-5208-2001 https://www.discoverasr.com/ja/ascott-the-residence/japan/ascott-marunouchi-tokyo

千代田区

ザ・キャピトルホテル東急

東京メトロ溜池山王駅より徒歩1分

03-3503-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/capitol-h/

千代田区

赤坂エクセルホテル東急

東京メトロ赤坂見附駅より徒歩1分

03-3580-2311 https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html

千代田区

都市センターホテル

東京メトロ永田町駅より徒歩約3分

03-3265-8211 https://www.rihga.co.jp/toshicenter/

千代田区

お茶の水ホテル昇龍館

JR御茶ノ水駅より徒歩5分

03-3293-3001 https://www.familyhotel.jp

中央区

ホテルグレイスリー銀座

東京メトロ銀座駅より徒歩3分

03-6686-1000 https://gracery.com/ginza/

中央区

HOTEL SUI GINZAKYOBASHI by ABEST 都営地下鉄宝町駅より徒歩1分

03-3563-9933 https://www.hotelabest-ginzakyobashi.com/

中央区

相鉄フレッサイン 日本橋人形町

東京メトロ人形町駅より徒歩3分

03-5695-0203

https://sotetsu-hotels.com/fresa-inn/ningyocho/

中央区

相鉄フレッサイン 日本橋茅場町

東京メトロ茅場町駅より徒歩1分

03-3668-2500 https://sotetsu-hotels.com/fresa-inn/kayabacho/

備考

所在区

施設名

中央区

東横INN神田秋葉原

中央区

東横INN日本橋税務署前

中央区

ホテルかずさや

中央区

最寄駅

電話番号

ウェブサイト

JR浅草橋駅より徒歩5分

03-3669-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00206/

都営地下鉄馬喰横山駅より徒歩3分

03-5847-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00239/

JR神田駅より徒歩5分

03-3241-1045 http://www.h-kazusaya.co.jp/

Hotel Vintage Tokyo

東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分

03-6262-8017 https://seven-garden.com/ja/hotel/vintage

中央区

コンドミニアムホテル欅庵東京日本橋

東京メトロ人形町駅より徒歩1分

03-3666-0057 https://www.keyakian.co.jp

中央区

銀座クレストン

東京メトロ築地駅より徒歩7分

03-5550-5700 https://www.crestonhotel.jp/ginza/

中央区

the b 銀座

東京メトロ銀座駅より徒歩7分

03-3543-1200 https://www.theb-hotels.com/theb/ginza

中央区

ホテルビスタ東京［築地］

東京メトロ東銀座駅より徒歩3分

03-6260-6166 https://www.hotel-vista.jp/hotels/tokyo-tsukiji

中央区

IMANO TOKYO GINZA HOSTEL

東京メトロ新富町駅より徒歩2分

03-5117-2131 https://imano.jp/ginza/ja/

中央区

ホテルモントレ銀座

JR有楽町駅より徒歩7分

03-3544-7111 https://www.hotelmonterey.co.jp/ginza/

中央区

ホテルモントレ ラ・スールギンザ

JR有楽町駅より徒歩7分

03-3562-7111 https://www.hotelmonterey.co.jp/lasoeur_ginza/

中央区

アパホテル〈小伝馬町駅前〉

東京メトロ小伝馬町駅より徒歩2分

03-5642-2111 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/tokyo/kodenma-cho-ekimae/

中央区

アパホテル〈日本橋馬喰町駅前〉

JR馬喰町駅より徒歩1分

03-5847-9711 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/tokyo/nihombashi-bakurocho-ekimae/

中央区

アパホテル〈日本橋浜町駅南〉

都営地下鉄浜町駅より徒歩6分

03-3664-0111 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/tokyo/nihonbashi-hamachoeki-minami/

中央区

ホテル京阪 築地銀座 グランデ

東京メトロ築地駅より徒歩2分

03-5565-1001 https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/

中央区

ホテル日本橋サイボー

東京メトロ人形町駅より徒歩2分

03-3368-2323 https://www.hotel-saibo.co.jp/

中央区

東横INN日本橋人形町

東京メトロ水天宮前駅より徒歩5分

03-3664-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00095/

露天の湯 日和ホテル東京銀座EAST

都営地下鉄宝町駅より徒歩3分

03-3555-1230 https://ginza-east.hiyori-hotel.jp/

中央区

ホテルアマネク銀座イースト

東京メトロ新富町駅より徒歩1分

03-5542-0404 https://amanekhotels.jp/ginza/

中央区

スマイルホテル東京日本橋

東京メトロ茅場町駅より徒歩1分

03-3668-7711 https://smile-hotels.com/hotels/show/tokyonihombashi

中央区

変なホテル東京 銀座

東京メトロ新富町駅より徒歩2分

050-5894-3771 https://www.hennnahotel.com/ginza/

中央区

ロイヤルパークホテル

東京メトロ水天宮前駅直結

03-3667-1111 https://www.rph.co.jp/index.html

中央区

銀座グランドホテル

JR新橋駅より徒歩3分

03-3572-4131 http://www.ginzagrand.com/

中央区

ホテルインターゲート東京 京橋

東京メトロ京橋駅より徒歩1分

03-5524-2929 https://www.intergatehotels.jp/tokyo_kyobashi/

中央区

エスペリアイン日本橋箱崎

東京メトロ水天宮前駅より徒歩5分

03-3527-2007 https://www.s-peria-inn.com/nihombashi/

中央区

ダイワロイネットホテル銀座

東京メトロ銀座一丁目駅より徒歩1分

03-5159-1380 https://www.daiwaroynet.jp/ginza/

中央区

ダイワロイネットホテル東京京橋

東京メトロ京橋駅より徒歩1分

03-5579-5850 https://www.daiwaroynet.jp/tokyo-kyobashi/

中央区

銀座

備考

所在区

施設名

中央区

ホテルリブマックス日本橋人形町

中央区

ホテルリブマックス日本橋箱崎

中央区

ホテルリブマックス茅場町

中央区

ザ・スクエアホテル銀座

中央区

アゴーラ 東京銀座

中央区

最寄駅

電話番号

ウェブサイト

東京メトロ人形町駅より徒歩1分

03-5640-1200 https://www.hotel-livemax.com/tokyo/nihonbashi-ningyocho/

東京メトロ水天宮前駅より徒歩2分

03-3662-5455 https://www.hotel-livemax.com/tokyo/hakozaki/

東京メトロ茅場町駅より徒歩1分

03-3666-6910 https://www.hotel-livemax.com/tokyo/kayabacho/

東京メトロ銀座一丁目駅より徒歩1分

03-3544-6811 https://www.the-squarehotel.com/sgi/

東京メトロ東銀座駅より徒歩2分

03-6809-2238 https://www.agora-ginza.com/

MUJI HOTEL GINZA

東京メトロ銀座一丁目駅より徒歩3分

03-3538-6101 https://hotel.muji.com/ginza/ja/

中央区

HAMACHO HOTEL

都営地下鉄浜町駅より徒歩6分

03-5643-1811 https://hamachohotel.jp/

中央区

銀座キャピタルホテル茜

東京メトロ新富町駅より徒歩1分

03-3543-8211 https://www.ginza-capital.jp/

中央区

銀座キャピタルホテル萌木

東京メトロ新富町駅より徒歩1分

03-3543-8211 https://www.ginza-capital.jp/

港区

THE BLOSSOM HIBIYA

JR新橋駅より徒歩5分

03-3591-8702 https://www.jrk-hotels.co.jp/Hibiya/

港区

HOTEL SUI AKASAKA by ABEST

東京メトロ赤坂駅より徒歩3分

03-3585-8700 https://hotelsui-akasaka.com/

港区

相鉄フレッサイン浜松町大門

JR浜松町駅より徒歩8分

03-5472-2031 https://sotetsu-hotels.com/fresa-inn/daimon/

港区

Araiya

京浜急行線泉岳寺駅より徒歩2分

050-5491-2683 https://47gawa.tokyo/araiya/

港区

都シティ 東京高輪

JR高輪ゲートウェイ駅より徒歩4分

03-3280-4111 https://www.miyakohotels.ne.jp/takanawa/

港区

シェラトン都ホテル東京

東京メトロ白金台駅より徒歩4分

03-3447-3111 https://www.miyakohotels.ne.jp/tokyo/

港区

スーパーホテル東京・芝

都営地下鉄芝公園駅より徒歩4分

03-6670-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/shiba/

港区

赤坂陽光ホテル

東京メトロ赤坂駅より徒歩5分

03-3586-4050 https://www.yokohotel.co.jp/

港区

the b 新橋

都営地下鉄内幸町駅より徒歩4分

03-3501-2500 https://www.theb-hotels.com/theb/shimbashi

港区

the b 赤坂見附

東京メトロ赤坂見附駅より徒歩1分

03-3589-3610 https://www.theb-hotels.com/theb/akasaka-mitsuke

港区

芝パークホテル

港区

パークホテル東京

港区

グランドニッコー東京 台場

ゆりかもめ台場駅より徒歩1分

03-5500-6711 https://www.tokyo.grandnikko.com/

港区

ホテルタビノス浜松町

ゆりかもめ竹芝駅より徒歩1分

03-6837-6863 https://hoteltavinos.com/hamamatsucho/

港区

JR・東京モノレール浜松町駅より徒歩
8分
JR・東京メトロ・都営地下鉄新橋駅よ
り徒歩7分

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル JR品川駅直結

03-3433-4141 https://www.shibaparkhotel.com/
03-6252-1111 https://parkhoteltokyo.com/ja/

03ｰ5783ｰ1111 https://intercontinental-strings.jp/jp

港区

ホテルモントレ赤坂

東京メトロ赤坂見附駅より徒歩5分

03-3401-7111 https://www.hotelmonterey.co.jp/akasaka/

港区

センチュリオンホテルレジデンシャル赤坂

東京メトロ赤坂見附駅より徒歩3分

03-6229-6336 https://www.centurion-hotel.com/residential/#residential

東京メトロ赤坂見附駅より徒歩3分

03-6229-6336 https://www.centurion-hotel.com/residential/#residential

港区

センチュリオンホテル赤坂タワー
(センチュリオンホテルレジデンシャル赤坂 別館)

備考

所在区

施設名

港区

センチュリオンホテルグランド赤坂

東京メトロ赤坂見附駅より徒歩3分

03-6435-5226 https://www.centurion-hotel.com/grand/#grand

港区

ザ・センチュリオンクラシック赤坂

東京メトロ赤坂見附駅より徒歩3分

03-5545-5571 https://www.centurion-hotel.com/cl-akasaka/#cl-akasaka

港区

オークウッドホテル＆アパートメンツ麻布

港区

リッチモンドホテル東京芝

港区

東京メトロ・都営地下鉄麻布十番駅よ
り徒歩3分
JR浜松町駅より徒歩7分

ホテルウィングインターナショナル新橋御成門 都営地下鉄御成門駅より徒歩3分

港区

変なホテル東京 浜松町

港区

変なホテル東京 赤坂

港区

最寄駅

電話番号

ウェブサイト

03-6807-4906 https://www.oakwood.com/ja-jp/japan/tokyo/hotel-apartments-azabu-tokyo
03-5777-7722 https://richmondhotel.jp/tokyo-shiba/
03-3433-0122 https://www.hotelwing.co.jp/shimbashi-onarimon/

JR浜松町駅より徒歩2分

050-5894-3781 https://www.hennnahotel.com/hamamatsucho/

東京メトロ溜池山王駅より徒歩4分

050-5894-3782 https://www.hennnahotel.com/akasaka/

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 JR新橋駅より徒歩3分

03-6253-1111 https://www.the-royalpark.jp/the/tokyoshiodome/

港区

unito SHIODOME

JR新橋駅より徒歩7分

03-6432-0805 https://flagship.unito.me/shiodome/stay

港区

アクトホテル六本木

都営地下鉄六本木駅より徒歩3分

03-6435-0777 https://www.act-hotel.com/roppongi/

港区

ダイワロイネットホテル新橋

JR新橋駅より徒歩3分

03-3500-5080 https://www.daiwaroynet.jp/shinbashi/

港区

ホテル メルパルク東京

JR浜松町駅より徒歩8分

03-3433-7211 https://www.mielparque.jp/tokyo/

港区

ホテルリブマックスBUDGET新橋

JR新橋駅より徒歩8分

03-5425-1212 https://www.hotel-livemax.com/tokyo/shimbashi/

港区

東急ステイ青山プレミア

東京メトロ外苑前駅より徒歩2分

03-3497-0109 https://www.tokyustay.co.jp/hotel/AO/

港区

東京虎ノ門東急REIホテル

東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分

03-3431-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/toranomon-r/index.html

港区

ANAインターコンチネンタルホテル東京

東京メトロ溜池山王駅より徒歩6分

03-3505-1111 https://anaintercontinental-tokyo.jp/

港区

フレックステイイン白金

東京メトロ広尾駅より徒歩15分

03-3443-1711 https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-shirogane-tokyo/

新宿区

かどやホテル

JR新宿駅より徒歩5分

03-3346-2561 https://www.kadoya-hotel.co.jp/

新宿区

新宿ワシントンホテル

JR新宿駅より徒歩8分

03-3343-3111 https://washington-hotels.jp/shinjuku/

新宿区

イーホテル東新宿

新宿区

新宿ガーデンハウス

都営地下鉄牛込柳町駅より徒歩1分

050-1516-8262 https://inn-2125.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

新宿区

ホテルリステル新宿

東京メトロ新宿御苑前駅より徒歩7分

03-3350-0123 http://www.listel.co.jp

新宿区

Hotel Vintage Kagurazaka

東京メトロ神楽坂駅より徒歩5分

03-6265-3554 https://seven-garden.com/ja/hotel/kagurazaka

新宿区

ビスポークホテル新宿

都営地下鉄東新宿駅より徒歩4分

03-6278-9559 https://www.bspkhotel.com/shinjuku/

新宿区

ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町

JR新宿駅より徒歩13分

03-5291-1201 https://lagent.jp/shinjuku-kabukicho/

新宿区

ホテルたてしな

都営地下鉄新宿三丁目駅より徒歩3分

03-3350-5271 https://tateshina.co.jp

新宿区

プレミアホテル-CABIN-新宿

JR新宿駅より徒歩8分

03-3205-6300 https://cabin.premierhotel-group.com/shinjuku/

東京メトロ・都営地下鉄東新宿駅より
徒歩1分

03-5287-3588 https://www.shinjukuhotel.co.jp/

備考

所在区

施設名

新宿区

キンプトン新宿東京

JR新宿駅より徒歩11分

03ｰ6258ｰ1111 https://www.kimptonshinjuku.com/jp/

新宿区

ホテル京阪 東京四谷

JR四ツ谷駅より徒歩3分

03-5379-1003 https://www.hotelkeihan.co.jp/yotsuya/

新宿区

京王プラザホテル

都営地下鉄都庁前駅より徒歩1分

03-3344-0111 https://www.keioplaza.co.jp/

新宿区

MIMARU東京 新宿WEST

都営地下鉄都庁前駅より徒歩8分

03-6258-1512 https://mimaruhotels.com/jp/hotel/shinjuku-west/

新宿区

HOTEL EL SHINJUKU 1

JR大久保駅より徒歩6分

090-3093-1026 http://stay-japan.tokyo

新宿区

HOTEL EL SHINJUKU 2

JR大久保駅より徒歩6分

090-3093-1026 http://stay-japan.tokyo

HOTEL EL SHINJUKU6

京王線初台駅より徒歩5分

090-3093-1026 http://stay-japan.tokyo

東京メトロ四谷三丁目駅より徒歩2分

03-3356-2111 https://www.hotelwing.co.jp/yotsuya/

新宿区
新宿区

最寄駅

ホテルウィングインターナショナルプレミア
ム東京四谷

電話番号

ウェブサイト

新宿区

西鉄イン新宿

JR新宿駅より徒歩10分

03-3367-5454 https://nnr-h.com/n-inn/shinjuku/

新宿区

ハイアットリージェンシー東京

JR新宿駅より徒歩9分

03-3348-1234 https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-tokyo/tyoty

新宿区

RoNa Hotel

東京メトロ東新宿駅より徒歩4分

080-7535-6719

新宿区

U-Hotel Takadanobaba

JR高田馬場駅より徒歩3分

080-7535-6719 https://u-hotel.jp/

新宿区

ホテルサンライト新宿

新宿区

シタディーン新宿東京

新宿区

シタディーンセントラル新宿東京

新宿区

ONSEN RYOKAN 由縁 新宿

文京区

東京メトロ・都営地下鉄新宿三丁目駅
より徒歩5分

―

03-3356-0391 https://www.pearlhotels.jp/shinjuku/index.html

東京メトロ新宿御苑駅より徒歩5分

03-5379-7208 https://www.discoverasr.com/ja/citadines/japan/citadines-shinjuku-tokyo

JR新宿駅より徒歩8分

03-3200-0220 https://www.discoverasr.com/ja/citadines/japan/citadines-central-shinjuku-tokyo

東京メトロ新宿御苑前駅より徒歩7分

03-5361-8355 https://www.uds-hotels.com/yuen/shinjuku/

the b 水道橋

都営地下鉄水道橋駅より徒歩3分

03-5840-8077 https://www.theb-hotels.com/theb/suidobashi

文京区

ホテル機山館

東京メトロ本郷三丁目駅より徒歩2分

03-3812-1211 https://kizankan.co.jp/

文京区

リッチモンドホテル東京水道橋

JR水道橋駅より徒歩10分

03-5803-2155 https://richmondhotel.jp/suidobashi/

文京区

ホテル江戸屋

東京メトロ湯島駅より徒歩5分

03-3833-8751 https://www.hoteledoya.com/

文京区

ホテルウィングインターナショナル後楽園

JR水道橋駅より徒歩6分

03-5804-1011 https://www.hotelwing.co.jp/kourakuen/

台東区

旅館三河屋本店

東京メトロ浅草駅より徒歩3分

03-3844-8807 http://www.asakusamikawaya.com/

東京メトロ浅草駅より徒歩5分

03-5830-6015 https://www.prostyleryokan.com/tokyo-asakusa/

JR御徒町駅より徒歩5分

03-3831-8215 http://uenocity-hotel.com

都営地下鉄浅草駅より徒歩3分

03-6632-8981 https://gracery.com/asakusa/

JR上野駅より徒歩1分

03-3841-3221 http://www.newueno.jp/

東京メトロ田原町駅より徒歩1分

03-3847-1511 https://sunroute-asakusa.co.jp

台東区

プロスタイル旅館

台東区

上野ファーストシティホテル

台東区

ホテルグレイスリー浅草

東京浅草

台東区

ホテル

台東区

ホテルサンルート浅草

ニューウエノ

備考

所在区

施設名

台東区

ホテルサンルート“ステラ”上野

JR上野駅より徒歩2分

03-5806-1200 https://sunroute-ueno.jp

台東区

上野ホテル

JR上野駅より徒歩5分

03-6231-7610 http://www.uenohotel.jp/

台東区

カオサンワールド浅草旅館

つくばエクスプレス浅草駅より徒歩1分

03-3843-0153 http://khaosan-tokyo.com/ja/

台東区

カオサン東京カブキ

つくばエクスプレス浅草駅より徒歩3分

03-5830-3673 http://khaosan-tokyo.com/ja/

台東区

カオサン東京ラボラトリー

つくばエクスプレス浅草駅より徒歩5分

03-6479-1041 http://khaosan-tokyo.com/ja/

台東区

ホテル丸谷

JR上野駅より徒歩5分

03-3831-4308 http://www.hotel-marutani.com

台東区

グリッズ 東京 上野駅前 ホテル & ホステル

JR・東京メトロ上野駅より徒歩1分

03-5830-0030 https://grids-hostel.com/hostels/ueno/

台東区

グリッズ 東京 浅草橋 ホテル & ホステル

JR浅草橋駅より徒歩2分

03-5687-7131 https://grids-hostel.com/hostels/asakusabashi/ja/

台東区

浅草ビューホテル

つくばエクスプレス浅草駅より徒歩2分

03-3847-1111 https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/

台東区

行燈旅館

東京メトロ三ノ輪駅より徒歩7分

03-3873-8611 https://www.andon.co.jp

台東区

ベッセルイン上野入谷駅前

東京メトロ入谷駅より徒歩1分

03-5603-7411 https://www.vessel-hotel.jp/inn/ueno/

台東区

アパホテル〈浅草雷門南〉

都営地下鉄浅草駅より徒歩2分

03-5830-9711 https://www.apahotel.com/hotel/shutoken/tokyo/asakusa-kaminarimon-minami/

台東区

アパホテル〈浅草雷門〉

都営地下鉄浅草駅より徒歩2分

03-5830-9411 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/tokyo/asakusa-kaminarimon/

台東区

アパホテル〈上野稲荷町駅北〉

東京メトロ稲荷町駅より徒歩3分

03-5830-8911 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/tokyo/ueno-inaricho/

台東区

三井ガーデンホテル上野

JR上野駅より徒歩2分

03-3839-1131 https://www.gardenhotels.co.jp/ueno/

台東区

ホテル京阪 浅草

つくばエクスプレス浅草駅より徒歩2分

03-5830-0321 https://www.hotelkeihan.co.jp/asakusa/

台東区

ベルモントホテル

JR浅草橋駅より徒歩3分

03-3864-7733 https://belmont-hotel.co.jp

台東区

東横INN鶯谷駅前

JR鶯谷駅より徒歩4分

03-5824-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00135/

台東区

浅草セントラルホテル

東京メトロ浅草駅より徒歩3分

03-3847-2222 http://www.pelican.co.jp/asakusacentralhotel/

台東区

ホテルアマネク浅草駅前

都営地下鉄浅草駅より徒歩1分

03-5830-6234 https://amanekhotels.jp/asakusa/

台東区

スマイルホテル浅草

都営地下鉄浅草駅より徒歩15分

03-5824-5533 https://smile-hotels.com/hotels/show/asakusa

台東区

リッチモンドホテルプレミア浅草

つくばエクスプレス浅草駅より徒歩3分

03-5806-3155 https://richmondhotel.jp/asakusa-international/

リッチモンドホテル浅草

つくばエクスプレス浅草駅より徒歩2分

03-5806-0255 https://richmondhotel.jp/asakusa/

JR上野駅より徒歩3分

03-6689-5511 https://www.hotelwing.co.jp/select/ueno-okachimachi/

都営地下鉄浅草駅より徒歩1分

03-6777-1188 https://www.hotelwing.co.jp/select/asakusa/

東京メトロ田原町駅より徒歩3分

050-5210-5250 https://www.hennnahotel.com/asakusa-tawaramachi/

JR・都営地下鉄浅草橋駅より徒歩2分

050-5894-3780 https://www.hennnahotel.com/asakusabashi/

台東区
台東区
台東区

ホテルウイングインターナショナルセレクト
上野・御徒町
ホテルウイングインターナショナルセレクト
浅草駒形

台東区

変なホテル東京 浅草田原町

台東区

変なホテル東京 浅草橋

最寄駅

電話番号

ウェブサイト

備考

所在区

施設名

台東区

ホテルリソル上野

台東区

Minn上野

台東区

最寄駅

電話番号

JR上野駅より徒歩1分

03-3844-9269 https://www.resol-ueno.com/

東京メトロ仲御徒町駅より徒歩3分

03-5817-8025 https://minn.asia/ueno/

dots. tokyo

東京メトロ稲荷町駅より徒歩7分

03-6371-7917 https://dots-tokyo.com/

台東区

Hotel SAILS

東京メトロ三ノ輪駅より徒歩5分

03-4405-3623 https://www.hotelsails.com/

台東区

Hotel SAILS Asakusa

東京メトロ入谷駅より徒歩5分

03-6375-8091

東京メトロ稲荷町駅より徒歩4分

03-6802-7587 https://asakusa8.com/

台東区

東京コンドミニアムホテル

浅草エイト

ウェブサイト

―

台東区

澤の屋旅館

東京メトロ根津駅より徒歩7分

03-3822-2251 http://sawanoya.com/

台東区

ホテルリブマックス浅草駅前

都営地下鉄浅草駅より徒歩2分

03-5828-7600 https://www.hotel-livemax.com/tokyo/asakusast/

台東区

ホテルリブマックス浅草橋駅前

JR浅草橋駅より徒歩1分

03-3865-2800 https://www.hotel-livemax.com/tokyo/asakusabashist/

台東区

スーパーホテルJR上野入谷口

JR上野駅より徒歩5分

03-3841-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/ueno/

台東区

スーパーホテル上野・御徒町

東京メトロ仲御徒町駅より徒歩1分

03-5818-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/okachimachi/

台東区

スーパーホテル秋葉原・末広町

東京メトロ末広町駅より徒歩3分

03-6848-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/akihabara/

台東区

スーパーホテル浅草

東京メトロ浅草駅より徒歩6分

03-5806-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/asakusa/

台東区

浅草東武ホテル

東武線浅草駅より徒歩30秒

03-3843-0111 https://www.tobuhotel.co.jp/asakusa/

台東区

ホテルタビノス浅草

都営地下鉄浅草駅より徒歩12分

03-6837-6867 https://hoteltavinos.com/asakusa/

台東区

アゴーラプレイス 東京浅草

東京メトロ田原町駅より徒歩1分

03-3842-8421 http://www.agoraplace-asakusa.com/

台東区

ホテルマイステイズ上野入谷口

東京メトロ稲荷町駅より徒歩3分

03-3842-2461 https://www.mystays.com/hotel-mystays-ueno-iriyaguchi-tokyo/

墨田区

相鉄フレッサイン 東京錦糸町

JR錦糸町駅より徒歩3分

03-5625-4203 https://sotetsu-hotels.com/fresa-inn/kinshicho/

墨田区

スーパーホテル東京・錦糸町駅前

JR錦糸町駅より徒歩3分

03-6853-9000 https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kinshicho/

墨田区

カオサンワールド両国

都営地下鉄両国駅より徒歩3分

03-5600-0661 http://khaosan-tokyo.com/ja/

JR錦糸町駅より徒歩5分

03-6890-6611 http://sakuraskyhotel.jp/

都営地下鉄両国駅より徒歩1分

03-5611-5211 https://dh-ryogoku.com

JR錦糸町駅より徒歩1分

03-3631-7155 https://www.famy-inn.com/

東京メトロ押上駅より徒歩1分

03-5819-0731 https://richmondhotel.jp/tokyo-oshiage/

墨田区

SAKURA

SKY

HOTEL

墨田区

第一ホテル両国

墨田区

ホテルファミーINN錦糸町

墨田区

リッチモンドホテルプレミア東京押上

墨田区

ロッテシティホテル錦糸町

JR錦糸町駅より徒歩1分

03-5619-1066 https://lottecityhotel.jp/

墨田区

HOTEL TABARD TOKYO

JR錦糸町駅より徒歩6分

03-5637-7071 https://h2m.co.jp/tabard-tokyo/

墨田区

SMI:RE STAY OSHIAGE

東京メトロ押上駅より徒歩2分

03-4405-3691

―

備考

所在区

施設名

墨田区

ホテルパークアベニュー

江東区

ホテルJALシティ東京 豊洲

江東区

ヴィラフォンテーヌグランド東京有明

江東区

Prime Suites Tokyo

江東区

アパホテル〈東京大島〉

東京メトロ住吉駅より徒歩5分

03-3638-5111 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/tokyo/tokyoojima/

江東区

アパホテル〈東京木場〉

東京メトロ木場駅より徒歩5分

03-3615-8111 https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/tokyo/tokyokiba/

江東区

ホテルイ－スト21東京

東京メトロ東陽町駅より徒歩7分

03-5683-5683 https://www.hotel-east21.co.jp/

江東区

L stay&grow南砂町

東京メトロ南砂町駅より徒歩5分

03-6821-0055 https://lstayandgrow.jp/

江東区

ホテルリブマックスBUDGET東京木場

東京メトロ木場駅より徒歩5分

03-3640-3030 https://www.hotel-livemax.com/tokyo/kiba/

品川区

ニューオータニイン東京

JR大崎駅より徒歩1分

03-3779-9177 https://www.newotani.co.jp/inntokyo/

品川区

ハートンホテル東品川

りんかい線品川シーサイド駅より徒歩1分

03-5495-0810 https://www.hearton.co.jp/hotel/higashi-shinagawa

品川区

ホテルアベスト目黒

JR目黒駅より徒歩1分

03-3490-5566 https://www.hotelabest-tokyomeguro.com/

品川区

ゲストハウス品川宿

京浜急行線北品川駅より徒歩2分

03-6712-9440 https://bp-shinagawashuku.com/jp/

品川区

Bamba Hotel

京浜急行線新馬場駅より徒歩1分

050-5491-2683 https://47gawa.tokyo/bamba/

品川区

Kago34

京浜急行線北品川駅より徒歩2分

050-5491-2683 https://www.chillnn.com/17185564a62265

品川区

第一ホテル東京シーフォート

品川区

Forest House 101

品川区

Forest Villa Togoshi 106

品川区

No Borders Hostel

品川区

ロワジールホテル品川シーサイド

品川区

旅館山水荘

目黒区

COCO Nakameguro

目黒区

アクトホテル渋谷

目黒区

東急ステイ目黒・祐天寺

大田区

ビジネスホテル梅月

大田区

レッドルーフイン蒲田／羽田 東京

大田区

Guesthouse扇子

最寄駅

電話番号

JR錦糸町駅より徒歩5分

03-3621-8989 http://www.hotel-pa.co.jp

ゆりかもめ市場前駅より徒歩2分

03-5962-4017 https://www.tokyo-toyosu.hoteljalcity.com/

りんかい線国際展示場駅より徒歩6分

03-6426-0505 https://www.hvf.jp/ariake-grand/

東京メトロ門前仲町駅より徒歩5分

050-3136-7220 https://prime-suites-tokyo.com/

東京モノレール天王洲アイル駅より直結

03-5460-4411 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtseafort

東急大井町線戸越公園駅より徒歩5分

090-6509-3457 https://www.airbnb.com/h/forest-house101

東急池上線戸越銀座駅より徒歩5分

090-6509-3457 https://www.airbnb.com/h/forest-villa106

都営地下鉄戸越駅より徒歩8分

03-6426-7600 http://nobordershostel.com/

りんかい線品川シーサイド駅より徒歩2
分

ウェブサイト

03-5781-3511 https://www.solarehotels.com/hotel/tokyo/loisir-shinagawa/

JR五反田駅より徒歩5分

03-3441-7475 https://sansuiso.net

東京メトロ中目黒駅より徒歩2分

090-2106-1740 https://coconakameguro301.business.site/

東急田園都市線池尻大橋駅より徒歩3分

03-6452-3313 https://www.act-hotel.com/shibuya/

東急東横線祐天寺駅より徒歩3分

03-5721-1109 https://www.tokyustay.co.jp/hotel/YU/

京急空港線穴守稲荷駅より徒歩2分

03-3745-1141 http://www.baigetsu.co.jp/

JR蒲田駅より徒歩5分

03-6428-7490 https://www.redroofinn.jp

京急空港線大鳥居駅より徒歩5分

03-6423-7532 http://wanoiori.com

備考

所在区

施設名

大田区

グランパークホテル パネックス東京

大田区

T-ハウス

大田区

ホテルアマネク蒲田駅前

大田区

変なホテル東京 羽田

大田区

ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田

大田区

328HOSTEL&LOUNGE

最寄駅

電話番号

ウェブサイト

JR蒲田駅より徒歩2分

03-5703-1111 https://grandpark-px.jp/tokyo/

京急本線平和島駅より徒歩5分

03-6721-6621 https://kamon-inn.com/

JR・東急多摩川線蒲田駅より徒歩1分

03-6424-7892 https://amanekhotels.jp/kamata/

京急空港線大鳥居駅より徒歩6分

050-5894-3783 https://www.hennnahotel.com/haneda/

東京モノレール羽田空港第3ターミナル
駅より徒歩3分
京急空港線穴守稲荷駅より徒歩7分
京急空港線羽田空港第1・第2ターミナ

03-6830-1111 https://www.the-royalpark.jp/the/tokyohaneda/
03-6423−8530 http://www.hanedahostel.com

大田区

羽田エクセルホテル東急

大田区

チサンイン蒲田

JR蒲田駅より徒歩7分

03-6715-7311 https://www.solarehotels.com/hotel/tokyo/chisuninn-kamata/

大田区

チサンホテル蒲田

JR蒲田駅より徒歩3分

03-5703-5555 https://www.solarehotels.com/hotel/tokyo/chisunhotel-kamata/

大田区

蒲田イン ソーシャル

JR蒲田駅より徒歩5分

03-3735-1002 https://www.social-kamata.com/

世田谷区

the b 三軒茶屋

東急田園都市線三軒茶屋駅より徒歩2分

03-3795-0505 https://www.theb-hotels.com/theb/sangenjaya

世田谷区

GOTEN

東急田園都市線三軒茶屋駅より徒歩3分

03-6453-2166 https://shibuyagoten.com/

世田谷区

二子玉川エクセルホテル東急

東急田園都市線二子玉川駅より徒歩5分

03-3700-1093 https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/

世田谷区

ゆずの家

東急世田谷線松陰神社前駅より徒歩1分

渋谷区

イートス恵比寿

渋谷区

JR九州ホテル ブラッサム新宿

渋谷区

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

渋谷区

マツリホテル

ルフレ恵比寿４０１

渋谷区

マツリホテル幡ヶ谷１F

渋谷区

渋谷クレストンホテル

渋谷区

ル駅より徒歩5分

03-5456-6000 https://www.haneda-e.tokyuhotels.co.jp

―

https://yuzu-house.eyado.net/

JR恵比寿駅より徒歩9分

090-6137-4151 https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=7B520&hcod2=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

JR新宿駅より徒歩3分

03-5333-8687 https://www.jrk-hotels.co.jp/Shinjuku/

都営地下鉄新宿駅より徒歩1分

03-5354-0111 http://www.southerntower.co.jp/

JR恵比寿駅より徒歩13分

―

https://www.airbnb.jp/rooms/32479904

京王線幡ヶ谷駅より徒歩10分

―

https://www.airbnb.jp/rooms/46801778

JR渋谷駅より徒歩12分

ホテルウイングインターナショナルプレミアム渋谷 東京メトロ渋谷駅より徒歩6分

03-3481-5800 https://www.crestonhotel.jp/shibuya/
03-3461-2773 https://www.hotelwing.co.jp/shibuya/

渋谷区

Luana Shibuya East

京王新線幡ヶ谷駅より徒歩6分

080-7535-6719

―

渋谷区

Luana Shibuya West

京王新線幡ヶ谷駅より徒歩6分

080-7535-6719

―

渋谷区

景雲荘

JR新宿駅より徒歩4分

03-3370-0333 http://www.keiunsou.co.jp/

渋谷区

サクラ・フルール青山

JR・東京メトロ渋谷駅より徒歩5分

03-5467-3777 http://www.sakura-hotels.com/

渋谷区

セルリアンタワー東急ホテル

JR渋谷駅より徒歩5分

03-3476-3000 https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/

渋谷区

渋谷エクセルホテル東急

JR渋谷駅より徒歩3分

03-5457-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/

備考

所在区

施設名

渋谷区

渋谷ストリームエクセルホテル東急

渋谷区

渋谷東急REIホテル

渋谷区

渋谷東武ホテル

渋谷区

カリオ 笹塚テラス

中野区

GRADIA高円寺

中野区

Laffitte

最寄駅
JR渋谷駅より徒歩5分
東京メトロ・東急田園都市線・東急東
横線渋谷駅より徒歩0分

電話番号

ウェブサイト

03-3406-1090 https://www.tokyuhotels.co.jp/stream-e/room/index.html
03-3498-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-r/

JR渋谷駅より徒歩7分

03-3476-0111 https://www.tobuhotel.co.jp/shibuya/

京王線笹塚駅より徒歩1分

050-3185-3466

JR高円寺駅より徒歩9分

090-6137-4151 https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=7B530&hcod2=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=

東京メトロ落合駅より徒歩3分

050-3136-7220 https://laffitte-tokyo.com/

―

https://www.airbnb.com/rooms/20701193
https://www.airbnb.com/rooms/20712921
中野区

Crescent Moon Nakanoshimbashi

東京メトロ中野新橋駅より徒歩5分

050-1743-1578
https://www.airbnb.com/rooms/20712990
https://www.airbnb.com/rooms/20713179

中野区

コネクトルーム

東京メトロ中野新橋駅より徒歩4分

080-4178-4051 https://yayoicho-grayroom1f2-3f.business.site/?m=true

杉並区

高円寺和光ビル３階

JR高円寺駅より徒歩1分

050-3749-6060 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/182047/182047.html

杉並区

高円寺和光ビル４階

JR高円寺駅より徒歩1分

050-3749-6060 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/182048/182048.html

杉並区

ラフィット東京WEST

JR西荻窪駅より徒歩5分

050-3136-7220 https://laffitte-tokyo-west.com/

豊島区

池袋の宿

JR池袋駅より徒歩7分

0884-42-3281 https://sites.yadoyado.jp/rooms/r.php?r=378111081162

豊島区

東横INN山手線大塚駅北口Ⅱ

JR大塚駅より徒歩3分

03-3576-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00139/

豊島区

リッチモンドホテル東京目白

JR目白駅より徒歩2分

03-3565-4111 https://richmondhotel.jp/mejiro/

豊島区

ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋 JR池袋駅より徒歩8分

豊島区

ホテルリソル池袋

豊島区

Eisei Stay

豊島区

03-3988-7788 https://www.hotelwing.co.jp/select/ikebukuro/

JR池袋駅より徒歩6分

03-3985-9269 https://www.resol-ikebukuro.com/

東京メトロ池袋駅より徒歩7分

080-7535-6719 https://eisei-stay.tokyo/

ホテルウィングインターナショナル池袋

JR池袋駅より徒歩8分

03-5396-5555 https://www.hotelwing.co.jp/ikebukuro/

豊島区

フレックステイイン巣鴨

JR巣鴨駅より徒歩7分

03-5974-9150 https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-sugamo-tokyo/

豊島区

REYADO 新大塚

東京メトロ新大塚駅より徒歩1分

03-6822-3659

北区

東横INN赤羽駅東口

JR赤羽駅より徒歩3分

03-3598-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00296/

―

https://www.airbnb.jp/rooms/20487787?_set_bev_on_new_domain=1643112476_NzQxYzM2ZDU0MjY1&source_impression_id=p3_1644816728_4pzjh3v8Y7spo604

https://www.airbnb.jp/rooms/19821905?_set_bev_on_new_domain=1643112476_NzQxYzM2ZDU0MjY1&source_impression_id=p3_1644816516_orr3%2FAo%2FltKpu3Es

北区

Urban Lodge Komagome

JR駒込駅より徒歩6分

050-5534-9113

https://www.airbnb.jp/rooms/19822265?_set_bev_on_new_domain=1643112476_NzQxYzM2ZDU0MjY1&source_impression_id=p3_1644816526_P44E7kkmSsk7LtUh

備考

北区
所在区

Urban Lodge
Komagome
施設名

JR駒込駅より徒歩6分
最寄駅

050-5534-9113
電話番号

ウェブサイト
https://www.airbnb.jp/rooms/19833823?_set_bev_on_new_domain=1643112476_NzQxYzM2ZDU0MjY1&source_impression_id=p3_1644816692_PVJwtSZh%2BDpjwLjC

https://www.airbnb.jp/rooms/19834092?_set_bev_on_new_domain=1643112476_NzQxYzM2ZDU0MjY1&source_impression_id=p3_1644816703_SuwSa43mZpbMhW1F

北区

ホテルウイングインターナショナル東京赤羽 JR赤羽駅より徒歩2分

板橋区

フレックステイイン常盤台

練馬区

03-5993-8800 https://www.hotelwing.co.jp/akabane/

東武線ときわ台駅より徒歩5分

03-5392-5001 https://www.mystays.com/hotel-flexstay-inn-tokiwadai-tokyo/

ホテルカデンツァ東京

都営地下鉄光が丘駅より徒歩15分

03-5372-4411 https://h-cadenza.jp/

葛飾区

Tokyo Enjoy Hotel

京成押上線四ツ木駅より徒歩3分

090-5217-5036 http://www.jalan.net/yad360896/?vos=cpsjalprosmaf130723003

葛飾区

スマイルホテル東京綾瀬駅前

東京メトロ綾瀬駅より徒歩2分

03-5680-2200 https://smile-hotels.com/hotels/show/tokyoayaseekimae

JR新小岩駅より徒歩9分

090-8495-2033 https://airbnb.com/h/kanaehousesilver

東京メトロ葛西駅より徒歩3分

03-3877-0888 http://www.hotelilfiore.com

葛飾区

Ｋａｎａｅ

Ｈｏｕｓｅ

江戸川区

ホテルイルフィオーレ葛西

江戸川区

ラフィット平井コンドミニアムホテル

JR平井駅より徒歩6分

050-3136-7220 https://laffitte-hirai.com/

江戸川区

スポルト東京

JR平井駅より徒歩3分

050-3136-7220 https://sport-tokyo.com/

江戸川区

ホテルシーサイド江戸川

JR葛西臨海公園駅より徒歩4分

03-3804-1180 http://www.h-seaside.jp/

江戸川区

スマイルホテル東京西葛西

東京メトロ西葛西駅より徒歩2分

03-3877-3810 https://smile-hotels.com/hotels/show/tokyonishikasai

江戸川区

変なホテル東京 西葛西

東京メトロ西葛西駅より徒歩3分

050-5894-3770 https://www.hennnahotel.com/nishikasai/

江戸川区

瑞江第一ホテル

都営地下鉄瑞江駅より徒歩0分

03-5243-8000 https://mizue-dh.co.jp

備考

