
都道府
県

所在地 施設名
規模

（総客室数）
開業・増改築

年月日
概要

札幌市
定山渓鶴雅リゾートスパ
森の謌

54 2010.8
道東に温泉リゾート展開する鶴雅グループが北海道市町村職員共済組合から譲り受けた施設を全面改装。施設は約4万5000㎡の広大な敷
地と7階建ての建物、コテージなどから成ることから、同グループでは敷地内の豊かな自然を生かして「森を歩く、森を感じる」をテーマにリ
ニューアル。ペット同伴で止まれる客室や露天風呂付きのコテージなどを整備する。

千歳市
しこつ湖鶴雅リゾート　ス
パ水の謌（うた）

53 2009.5
鶴雅グループが「支笏湖観光ホテル」全面改装し、オープン。新リゾートのコンセプトは「水の癒し力」。温浴、エステ、フィットネス、ウォーキン
グ、食事、睡眠などの面から健康と美容をトータルプロデュース。客室数を減らし、コンセプトに沿った個性豊かな客室を新設。スパ施設は
岩の洞窟をイメージしたエステルーム、フィットネスジム、アロマサウナなどを設置。

上川郡美瑛町 森の旅亭びえい 17 2010.4
産直通販の北海道産地直送センターが町から老朽化した温泉施設とその敷地を買収し、改装するとともに宿泊施設を新設。施設は数寄屋
造りの木造建築で、17室のうち12室には源泉を引き込んだ露天風呂を設けている。サウナ付き大浴場並びに露天風呂、エステルーム、食事
処などの施設を併設。

網走市 鉄っちゃんと鉄子の宿 5 2010.4
市内の温泉旅館「もとよし」が25年前に取得し、別館として合宿などに利用していた旧国鉄の職員保養所を鉄道ファンや家族連れのための
鉄道旅館として整備。庭先にはJR石北線の線路が走っている。館内奥には鉄道資料室を設けており、貴重な切符や資料を展示している。

二海郡八雲町
熊石平町

熊石　ひらたない荘 24 2009.4
08年10月閉鎖された町営国民宿舎を地元の建設・不動産会社黒島建設が事業継承し、リニューアルオープン。元の国民宿舎から10室減ら
し、間取りを広くし、部屋風呂に温泉を引湯するなど設備レベルを高める。黒島建設は旅館「八雲遊楽亭」も運営。

岩手県 花巻市 ホテル花巻 100 2010.3
ひのき露天風呂が新規オープン。「ホテル花巻」を含め姉妹館３館があり、宿泊すれば「ホテル花巻」「ホテル紅葉館」「ホテル千秋閣」の湯
めぐりが可能。

刈田郡蔵王町 森の遊学　ゆと森倶楽部 51 2009.4
一の坊グループが雇用促進事業団から取得した「蔵王ハイツ」を改修、改名し、リニューアルオープン。09年4月にリニューアルした新館「木
もれび離れ館」と10年7月にリニューアルしたリーズナブルな本館「さくら館」がある。木もれび離れ館は4名仕様客室を2名仕様に変更。女性
限定のシェアルームを1室設ける。

柴田郡川崎町 流辿　別邸　観山聴月 7 2009.12
本館の隣接地に新築され、木造平屋建て、敷地面積約500㎡、延床面積約480㎡。全7室の客室はすべて異なるつくりになっている。別邸の
宿泊客は、客室の露天風呂以外に、本館の内風呂と露天風呂も利用することができる。

宮城郡松島町 松島一の坊 126 2010.4
ロビーには、「洗心」に併設されている藤田喬平ガラス美術館の作品を配置。会食場専用エレベーターを新設、新料亭「花こまち」は段差の
ない椅子テーブル席に変更するなどバリアフリー化も推進。レストランを全面改装して新設した新レストランでは、東北地方では初登場となる
ウッドバーニングオーブンを導入。内装は桃山モダンを取り入れたデザインで、さまざまな大部の客席を用意。

鶴岡市 久兵衛旅館 13 2009.4 和室9室のリニューアルと貸切風呂を新設。

山形市 ヒルズサンピア山形 46 2009.4
09年3月末で閉館した山形市の山形厚生年金休暇センター（愛称、ウェルサンピア山形）をリニューアルオープン。同施設は昨年12月、独立
行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が入札を行い、三和地所などワダグループ4社が約9億1000万円で落札。運営は三和地所が
設立したグリーン観光が実施。宿泊、入浴の他に会議室、体育館も併設。

鶴岡市 萬国屋 140 2009.7
本館と中央館の2棟客室のうち、中央館客室52室を改装オープン。「和風ライトモダン」をコンセプトに洗面所やインテリアを一新。4室は「ファ
ミリールーム」へ改装。年配客の利用を想定し、安全性に配慮した客室へと改めた。女性専用の大浴場の増設、朝食レストランも改装した。

耶麻郡
北塩原村

ホテリ･アアルト 13 2009.4
埼玉県上尾市が所有していた山荘「ばんだい上尾荘」を八光建設（郡山市）が取得。ホテリ・アアルトはフランス語で「ホテル・波」を意味す
る。厳しい自然の中で豊かに暮らす北欧のライフスタイルと、自然を敬う日本の心をつなげたい、という思いを込めた名前。北欧と日本のデ
ザイン的融合、懐石型自然料理のオーベルジュ、環境への負荷軽減などをアピールしながら従来の温泉宿とは差別化を図る。

郡山市 ホテル華の湯 162 2009.10

「松風館」（87室）の客室改装とビュッフェダイニングの新設を中心としたリニューアルオープン。全室に地デジ対応液晶テレビの設置し、木
部の磨き上げや壁クロスの張替え、白色灯から電球灯へと変更した。ツインルームを1名利用想定のセミダブルルームに改装、松風館の
上階には特別室を用意。ビュッフェ専門レストランのテーマは“健康応援！ふくしま応援！”とし、県内から集めた食材を出来るだけ起用する
ようにしている。

会津若松市 くつろぎ宿　千代滝 64 2010.4
“会津らしさ”を打ち出すために、くつろぎ宿のスタッフ自らがアイデアを提出し、 上階10階にある眺望自慢の展望大浴場「遊月の湯」をは
じめ、玄関やロビー、料亭「夢一膳」などを会津のシンボル「鶴ヶ城」と城下町の町並みをコンセプトに大改装。より温かい”癒しの空間”に
なっている。

福島市 吉川屋 129 2010.4
創業170周年記念事業の目玉事業として、貸切露天風呂と露天風呂付き客室3室をオープン。貸切露天風呂は、NPO法人ふくしまバリアフ
リーツアーセンターのアドバイスに基づいて設計された、バリアフリー対応となっている。露天風呂付き客室には10畳和室に檜露天風呂を設
置したデッキを併設。

日光市
伊東園ホテルニューさく
ら

168 2009.12
「ホテルニューさくら」を伊東園ホテルグループの（株）スタディーが取得、「伊東園ホテルニューさくら」に変更して開業。スタディーにとっては
県内5番目の運営施設となる。東武鬼怒川温泉駅より約7分。

日光市 鬼怒川温泉ホテル 170 2010.5
地元資本の受け皿会社の元で再出発した金谷ホテル観光（株）がロビーフロア、ダイニングエリア、客室全室を改装オープン。ブッフェレスト
ランに新設したウッドバーニングオーブンが目玉となっており、本格グリル料理を中心に揃えたメニューで、一般的な温泉旅館のブッフェとの
差別化を図っている。客室改装のコンセプトは「結旅－ゆいたび－」とし、人々の結びつきを深める癒しの宿としてアピールしていく方針。

日光市 きぬ川ホテル三日月 259 2010.7
三日月グループがホテルニュー岡部から経営を引き継ぎオープン。昨年から客室や大浴場などを改装しているが、宿泊客以外でも利用可
能な日帰り温浴施設の建設に着工。約10種類のプールや各種サウナ、ジャグジーなどを完備するスパを7月に開設。

吾妻郡
中之条町

伊東園ホテル四万 70 2010.1 廃業旅館を（株）スタディーが取得、居抜き開業。

吾妻郡
中之条町

柏屋旅館 14 2010.2
1人旅専用の新客室「デッキテラス付きシングル　明の間」と「湯上りライブラリ」を新設オープン。デッキテラス付きシングルは、畳敷きのシン
プルなデザインでトイレ・洗面スペースは設けているが、バスルームは設置していない。ライブラリは入浴後にゆったりとくつろげるスペースを
提供しようという狙いで整備された。

吾妻郡草津町 湯宿真綿の湯季の庭 64 2010.7

吾妻郡草津町 お宿湯治の湯木の葉 47 2010.7

神奈川
足柄下郡
箱根町

天成園 243 2009.12

全国に総合温浴施設を展開する「万葉倶楽部株式会社」の提携会社「株式会社天成園」により、全面新築工事を行ってのグランドオープ
ン。宿泊だけでなく、本格的な日帰り利用施設としての機能も併せ持つ。7階建て、ツイン主体で、ファミリーを想定したコネクティング可能な
部屋を116室設けている。2階にはコンベンションホールを設け、イベント会場として使用可。大浴場、リラクゼーションメニュー、ペットホテル
完備。

山梨県
南都留郡

富士河口湖町
山岸旅館 59 2009.7

段階的に進めているリニューアルの第三期。リニューアルを実施していなかった２７室の客室と、 も大きな宴会場（赤富士の間）、雲上露天
風呂への庭園の追加が主な内容。

富山県 魚津市 金太郎温泉 92 2010.4
客室棟「光風閣」 上階4階をラグジュアリーフロア「峰の界」としてリニューアルオープン。新たに5タイプの客室を設け、特別室は基本的に
は旅行の個人化・グループ化への対応を図る新客室という位置付け。改装客室には全室シモンズ社製ベッド、ワイド液晶テレビを標準装
備。客室アメニティもスタンダード客室との差別化を図る。6月には多機能トイレと喫煙室を新設。

加賀市 ゆのくに天祥 159 2010.2
白雲新館にファミリールームを新設し、バリアフリー対応客室や和洋客室をリニューアル。ファミリールームはセミスイートタイプで12畳の和
室、ベッドルーム、リビングで構成する。バリアフリー対応客室、和洋室のベッドにはシモンズ社製のマットレスを採用、寝具はデュベスタイル
に切り替えられた。

加賀市
湯快リゾート　よしのや依
緑園

61 2010.3
老舗旅館「よしのや依緑園」を経営していた山中観光事業から湯快リゾートが取得。北陸地方ではグループ10館目の開業。「湯快倶楽部」と
称したサービスブランドを展開、「おとなが愉しむ風情と味」をコンセプトとした提案を行う。 上階には能舞台を設置、書斎、資料室併設。

加賀市 湯快リゾート　花・彩朝楽 48 2010.4
中部・北陸エリアを中心に温泉宿泊施設の運営を行う湯快リゾートが、女性専用旅館としてリニューアルオープン。同館は08年10月に同社
が取得した「ホテルよしの」を再生したもの。男女別に分かれていた大浴場を女性専用に一本化し、無料カラオケルームは内装デザインを
一新した。「リフレッシュエリアHana」併設。

七尾市 虹と海 42 2010.4
「ホテルたな嘉」が、旅館「加賀屋」の子会社となって「虹と海」としてオープン。海に面した大浴場を全面改装し、150席の食事スペースを新
設。食事は夕・朝食ともブッフェ形式とし、会席料理＋ブッフェ料理という新しい和のスタイルを提案。

七尾市 湯快リゾート　金波荘 111 2010.4
「金波荘今昔振舞」を湯快リゾートが取得し、グループ21館目として開業。湯快リゾートとしては初のキッズコーナーを併設。朝・夕食ともにバ
イキング形式。全室オーシャンビュー、大浴場・露天風呂完備。関西、中京圏より直営バス運行。

下呂市 小川屋 96 2010.3
貸切露天風呂3棟を新設、2010年2月には本館 上階の8室をリニューアル。貸切露天風呂は、それぞれ趣の違った「畳」「藍」「練」の3棟
で、日帰り利用にも対応。新客室は、モダンさを取り入れながらも和のしつらえにこだわったハイグレードな和室「八座」をオープン。

高山市 宝生閣 61 2010.4
上階の5階を全面リニューアル、露天風呂付き客室11室と展望リラクゼーションバス「織姫」をオープン。背もたれ湯と座湯の2つの露天風

呂、プラネタリウムを眺めてくつろげるテルマリウム「星浴」を併設。5階には足湯も新設。今回の改装は「個人客向けの宿屋」への転換を図っ
て玄関や客室、浴場、食事処などを改修した02年の設備投資に続くもので、高級化志向に応える新たな特徴を持った宿への転換を図る。

石川県

岐阜県

表Ⅱ－２－５　２００９年４月以降に開業・改築した主な旅館（１）

栃木県

北海道

群馬県

共立メンテナンス経営。趣の違う二つの湯宿として、全客室に露天風呂完備の「お宿湯治の湯木の葉」と、２つの源泉が楽しめ温泉街を見
下ろす高台に建ち自炊も可能な「湯宿真綿の湯季の庭」をオープン。

宮城県

山形県

福島県



浜松市
ホテルウェルシーズン
浜名湖

122 2009.6

旧遠鉄ホテルエンパイア。遠鉄観光開発が大規模改装をし、リニューアルオープン。約1980㎡の光溢れる庭園を望むバルコニーを備えた4
階建てのガーデンコート棟を新築。ベッドと畳を融合した和洋室を80室を設ける。既存の施設を改修したスカイコート棟は和室タイプで42
室。日帰り温泉・宿泊者専用露天風呂を設置。風呂の総面積は7925㎡で県下 大の温浴施設となる。50歳～60歳代女性を中心とする少人
数グループをメインターゲットにした転換。

浜松市 開春楼 41 2009.12
老舗温泉旅館「開春楼」が新経営者のもとで12月22日にオープン。基本的にセルフサービスで、部屋に設置されているのは、寝具一式とバ
スマットのみ。アメニティ類、タオルなどの用意はなし。食事は予約制で持ち込みは可能。全館禁煙、ロビーでのみ喫煙可。

浜松市 花乃井 33 2010.4
2010年2月から星野リゾートが運営に参画し、リニューアルオープン。同社が運営を受託する以前の半分に客室を減らし、食事処、大浴場な
ども刷新。個人客のニーズに対応できる旅館として再生。「モダンと和の融合」をデザインテーマにした6タイプの部屋は全室が浜名湖を望
むレイクビューとなっている。

三重県 伊勢市 斎王の宮 28 2009.11
（株）海栄館が2008年に「千の杜」としてオープンした本館の別邸としてオープン。コンセプトは「伊勢にたたずむ王朝浪漫の夢見宿」。かつ
て伊勢神宮に仕えた斎王をモチーフにし、女性客をターゲットに据えた高級業態を提案。全室に露天風呂、天蓋付きベッド、マッサージ
チェア完備。2つのレストラン、スパ併設。

京都市 星のや　京都 25 2009.12
渡月橋で有名な嵐山の大堰川河畔で休業していた老舗旅館「嵐峡館」の経営権を星野リゾートが取得。「星のや 軽井沢」に続く「星のや」ブ
ランドの2号店を開業。「嵐山の置くに佇む水辺の私邸」をコンセプトに、周囲の景観に溶け込んだ日本型リゾートを目指している。

京都市
嵐山温泉　彩四季の宿
花筏

13 2010.3
外観や客室、内湯露天風呂や湯上り処を改装し、グランドオープン。日本の旅館文化を守っていくために、食事はあえて部屋食で提供す
る。改装した5室は、『和創匠・松葉啓』氏のデザインで、すべて半露天風呂付き。2009年10月にオープンした湯上りラウンジも松葉氏のデザ
インによる京風情ある空間となっている。

島根県 松江市 てんてん手毬 17 2009.4 客室と食事処を改装オープン。

広島県 三次市 君田温泉　森の泉 12 2009.4 三次市君田町の第3セクター、君田21が運営する温泉宿泊施設に、新宿泊棟がオープン。

大分県 別府市 美湯の宿　両築別邸 51 2010.4
由布市湯布院町で旅館「御宿　由布両築」を運営するテンクルOgata&Coが観海寺の「観海荘」を買収。同館の別館として開業。地上6階地
下2階建て。 上階には特別室（2室）を設け、大浴場、露天風呂、家族風呂、足湯などを備える。

静岡県

表Ⅱ－２－５　２００９年４月以降に開業・改築した主な旅館（２）

京都府
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札幌市 ホテル京阪札幌 200 2009.6
京阪グループのホテル京阪(大阪市)の宿泊特化ホテルとしては初の近畿圏外出店。JR札幌駅西改札口から徒歩4分。地上14階建て。シン
グル112室、セミダブル48室、ツイン40室。レストラン、大浴場を備える。京阪グループは、経営ビジョン「選ばれる京阪への挑戦」の中で「宿
泊特化型ホテル多店舗化」を進める計画。

札幌市 三井ガーデンホテル札幌 247 2010.6 JR札幌駅より徒歩4分。コンセプトは、「札幌、心寛ぐ、旅先のリビングルームへ」。2階には宿泊者専用のガーデン浴場を設置。

旭川市
天然温泉神威の湯ドーミーイ
ン旭川

175 2010.4
JR旭川駅より車で2分。徒歩10分。ホテル内すべてに超軟水を使用。最上階男女別天然温泉大浴場・サウナ完備。コンフォートルーム・ハン
ディキャップルームあり。全室地デジ対応テレビ、空気清浄機付加湿器完備。

帯広市 コンフォートホテル帯広 126 2009.7
JR帯広駅より徒歩2分。チョイスホテルズジャパンの国内チェーン50軒目、道内5軒目。全館無線LAN対応、サータ社製ポケットコイルマットレ
スベッド、寝具専用メーカーとの共同開発したオリジナル快眠枕「チョイス　ピロー」を全室に設置。

帯広市
天然温泉白樺の湯ドーミーイ
ン帯広

196 2010.4
JR帯広駅より徒歩3分。天然温泉大浴場（モール温泉）、サウナ完備。客室は全室シモンズ社製ベットに加湿機能付き空気清浄機を完備。コ
ンフォートルーム・禁煙ルームあり。

釧路市 コンフォートホテル釧路 126 2009.12 JR釧路駅より徒歩2分。全室高速インターネット完備。禁煙ルーム・ユニバーサルルーム・レンタルパソコンあり。

八戸市 コンフォートホテル八戸 151 2009.4 JR八戸駅から徒歩2分。ダブルエコノミー136室、ツインエコノミー14室、ユニバーサルルーム1室。ビデオ・オン・デマンド、無線LANを完備。

八戸市 ダイワロイネットホテル八戸 227 2009.4 JR本八戸駅から徒歩10分。中心街に立地。シングル、レディース、ハリウッドツイン、ユニバーサルなど9つのタイプ。

青森市 リッチモンドホテル青森 177 2010.12
JR青森駅より車5分、徒歩15分。全室に大型デスク、英国CORBYコルビー社製ズボンプレッサーを設置。レディスアメニティ、キッズアメニティ
を用意。

岩手 盛岡市 ダイワロイネットホテル盛岡 196 2009.10 JR盛岡駅より徒歩15分。地上８階建て。女性のためのコンセプトルーム「レディ－スルーム」設置。

石巻市 ホテルルートイン石巻 169 2009.7
三陸自動車道石巻河南インターより車で約3分。客室備品や家具など細部にこだわったコンフォートルームを高層階フロアに用意。ラジウム
人工温泉大浴場「旅人の湯」を設置。追加料金にて「ルームシアター（部屋で映画見放題）」利用可能。

仙台市 三井ガーデンホテル仙台 224 2009.7 JR仙台駅より徒歩12分。最上階に露天風呂付き大浴場「悠月」設置。女性専用アロマサロン併設。

刈田郡
蔵王町

竹泉荘　Mt.Zao Onsen Resort
＆ Spa

32 2010.4

2007年5月にミンリーコーポレーションが、蔵王国定公園内に約2万坪の敷地を有する「くつろぎの宿　竹泉荘」を取得。「日本の文化」「温泉」
を中心に捉え、豊富な温泉施設を備えた、新スタイルの温泉スパリゾート。客室はスイートをベースに設計。日本初進出の「スパボタニカ」を
併設し、日本独自のメニュー開発や温泉資源と多彩な温浴施設を活用することでトータルな「ウェルネス」への取り組みも積極的に推進して
いく。The Leading Hotels of the Worldに加盟。

仙台市 ホテルモンテ エルマーナ仙台 275 2009.10
綜合不動産業マルイトのグループ企業で全国でホテルを運営するホテルモントレが開業。スペインと伊達藩の文化を融合させるというのが
デザインテーマになっている。JR仙台駅より徒歩3分。地上14階。レディースフロア、禁煙フロア設置、大浴場、ホール併設。

秋田 横手市 クォードインyokote 100 2010.1
JR横手駅より徒歩13分。温浴施設、ダイニングレストラン併設。宿泊者はスパ（大浴場）利用が無料。全室インターネット有線LAN完備。2009
年B級グルメグランプリ優勝の横手やきそば付きのプランなどがある。滝水石枕の貸出。

茨城 つくば市 ダイワロイネットホテルつくば 240 2009.7
急な仕事でも対応できる150cmワイドデスクやレンタルパソコン。女性や子供でも安心して宿泊できる様に夜間施錠や専用アメニティも用意。
「ちょっと嬉しい “くつろぎ満足”」な滞在を様々なサービスでサポートし、｢安心｣と｢癒し｣のひとときを提供することをコンセプトとしている。

那須塩原市 那須ミッドシティホテル 124 2009.4 8階建て。客室はモデレートからエグゼクティブまで5タイプ。シンプルかつ機能的なデザインの客室を追求。

那須塩原市 ホテルルートイン第２西那須野 90 2009.7
JR西那須野駅より車で約5分。男女別ラジウム人工温泉「旅人の湯」完備。全室LAN完備。バリアフリールーム、禁煙ルームあり。追加料金に
て「ルームシアター（部屋で映画見放題）」利用可能。駐車場完備。

足利市 ホテルルートイン足利駅前 135 2009.7
JR足利駅より徒歩5分。男女別ラジウム人工温泉「旅人の湯」完備。高層階に「コンフォートルーム」設置。バリアフリールーム、禁煙室あり。追
加料金にて「ルームシアター（部屋で映画見放題）」利用可能。駐車場完備。

渋川市 ホテルルートイン渋川 171 2009.7
JR渋川駅から徒歩20分。男女別ラジウム人工温泉「旅人の湯」完備。高層階には「コンフォートルーム」を設置。全室LAN完備。追加料金に
て「ルームシアター（部屋で映画見放題）」利用可能。食事処併設。

前橋市 コンフォートホテル前橋 153 2009.4
JR前橋駅から徒歩2分の場所に「コンフォートホテル前橋」を開業。同チェーンホテルの県内初進出。ダブルエコノミー127室、ダブルスタン
ダード17室、ツインスタンダード8室、ユニバーサルルーム1室。ビデオ・オン・デマンド対応の液晶テレビ、全館無線LAN対応などブロードバ
ンド環境を完備。

埼玉 川口市 ビジネスホテルレンド 50 2010.4
JR東川口駅より徒歩３分。自動精算機対応ルームカードキーシステムでチェックイン、チェックアウトを簡素化。 深夜時間帯は宿泊客以外は
入館できない安心のセキュリティシステムを採用。 女性客限定でスキンケアセットをプレゼント。

市川市 CVSベイホテル 108 2009.11
JR市川塩浜駅から徒歩1分。全室LAN配線（有線）完備。30台の無料駐車場。料金の支払いが現金・クレジットカードでの前金制となってお
り、自動清算機を利用。レセプションロビーは癒しをテーマに、サウンド＆アロマで迎えている。バリアフリーの「ハートフルルーム」（１室）あり。

浦安市 ホテルユーラシア 289 2009.11
JR京葉線舞浜駅より徒歩20分。無料送迎バス運行。2009年にスパ施設としてオープン。天然温泉スパ、エステ、レストラン、ペットホテルなど
も備える。今回は、さらに10階建てのホテル棟を加えてのオープンとなる。総部屋数は289室、うち13室が露天風呂付き、23室がビューバス
付き、温泉バスが80室。

鎌ヶ谷市
東横インオリジナル千葉新
鎌ヶ谷駅前

179 2010.1 新鎌ヶ谷駅より徒歩4分。全室無線LAN完備。コネクティングルーム、ハートフルルームあり。

成田市 アパホテル京成成田駅前 458 2009.4
同駅から徒歩1分。地上15階建て。シングル374室、ツイン83室、デラックスツイン1室。1階にレストランとコンビニが入店し、2階に宿泊客専用
の人工温泉大浴場を付帯。

成田市 リッチモンドホテル成田 207 2009.6
京成電鉄が京成成田駅前に建設。運営はアールエヌティーホテルズ。客室はシングル、ダブル、コンフォートダブル、ツインなどを用意。自
動精算機によるチェックイン・チェックアウトシステム。1Fにレストランを設置。

平塚市
東横インオリジナル平塚駅北
口Ⅱ

99 2009.10
JR平塚駅より徒歩3分。全室にインターネット接続口設置。「東横インオリジナル」とは、東横インの原点「駅前旅館の鉄筋版」を究めるというも
ので、コンセプトは「誠実で親切なサービス」「暖かい家庭的なおもてなし」「リーズナブルな料金」。

横浜市 ラグナスイート新横浜 78 2009.9
JR新横浜駅より徒歩5分。ウェディングのためのアーバンリゾートホテル。アジアン・ニューヨーク・モダンの3つのバンケットにはウエイティング
ロビーも完備。スリッパは使い捨てを使用。

横浜市 ベイサイドマリーナホテル横浜 31 2009.12
シーサイドライン｢鳥浜駅｣徒歩10分。コンセプトは､海と緑に囲まれたリゾート｡全室、棟が分かれているコテージ風の建物が特徴で、約３万７
千平方メートルの敷地に31棟（2階建てメゾネットタイプ24室、平屋７室）が立ち並ぶ。ベイサイドマリーナ地区で初めてのホテル。

横浜市
ダイワロイネットホテル横浜公
園

292 2009.12
JR関内駅より徒歩７分。自動精算機での前精算方式を採用。全室インターネット接続、加湿機能付空気清浄機、液晶テレビ、コルビー社の
ズボンプレッサーを完備。

横浜市 ニューオータニイン横浜 240 2010.3
JR桜木町駅より徒歩1分。19階建ての大型複合施設の3階がロビーで、10～19階が客室フロアーとなっている。ニューオータニグループで
は、ホテルニューオータニ幕張以来17年ぶりの新規開業施設。全240室完全禁煙ルーム・全室Serta社製ポケットコイルマットを採用。ゆとりを
持った設計が特徴のコンフォートルームを2室設置。

横浜市 相鉄フレッサイン横浜戸塚 162 2010.4
JR戸塚駅より徒歩2分。全室シモンズ社製ベッド、高速インターネット完備。レディースルームには全室に加湿器完備。ユニバーサルルーム
あり。エステサロン、スーパーマーケット併設。

相模原市
東横インオリジナル横浜線淵
野辺駅南口

194 2009.11 JR淵野辺駅より徒歩5分。全室LAN完備。禁煙ルームあり。

足柄下郡
箱根町

エクシブ　箱根離宮 187 2010.3
箱根登山鉄道宮ノ下駅より徒歩5分。コンセプトは「離宮 ノーブル＆ラグジュアリアス」。エクシブとして20施設目、「離宮」シリーズの第2弾。ス
パ＆トリートメントサロン、エクシブでは初となる炭火・鉄板焼きレストランなど5つのレストランを開設。客室は、1部屋を14人で共有する従来の
エクシブのタイムシェアを進化させたフロアシェアシステムを採用。

台東区 ホテル京阪浅草 178 2009.11
地下鉄浅草駅から徒歩9分。コンセプトは「安全」「安心」「清潔」「バリュープライス」。全館にマイナスイオン水を使用。加湿機能付空気清浄
機、携帯充電プラグ、コルビー社製 ズボンプレッサー設置。客室カードキーはICカードを採用。

江東区 B:CONTE有明 122 2009.6
マンスリーアパートメントなどを手がける、スペースデザインが長期滞在型レジデンシャルホテルとしてオープン。りんかい線国際展示場駅徒
歩3分。サンルート有明内17～20階。全室シモンズ社製ベッドマットレスを採用。キッチン・洗濯乾燥機完備。

表Ⅱ－２－６　２００９年４月以降に開業・改築した主なホテル（１）

東京

神奈川
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北海道



江東区 ホテルサンルート有明 790 2009.6
りんかい線国際展示場駅、ゆりかもめ国際展示場正門駅の両駅から徒歩3分。地上20階・地下1階の建物の1～16階がサンルート。穏やか
さ、質、快適性にこだわりながら、ビジネスからレジャーまでのニーズに応える空間をめざす。客室は16.9㎡のスタンダードシングルから26㎡
のスーペリアツインなど10タイプ。1階には世界のビールが楽しめるブレインドマイスターカフェ、2階にはレストラン、宴会場などを配置。

墨田区 ロッテシティホテル錦糸町 213 20104
ロッテが展開する日本発のホテル。コンセプトは「スイートなくつろぎ空間“Tokyo Sweet Stay”」。JR「錦糸町」駅直結。地上19階、地下2階の
複合施設「ロッテシティ」内。ロッテ直営のチョコレートファクトリーも備えている。コアラのマーチルームや高層階には女性専用フロアを設置。
全室禁煙。

千代田区 秋葉原ワシントンホテル 369 2010.5
1980年開業以来、常に稼働率90%を超える存在であったが、建てかえのため2008年3月にいったん営業を終了して解体。その後新たな建物
が建設され、新規オープン。地上14階建て・地下1階建て。建てかえ前よりも居住性を向上し、スタンダードシングルは11㎡から15㎡に拡張。
ベッドは国内ホテルでは初導入となる英国スランバーランド社の製品を採用。バスルームも足を伸ばせる1418サイズを採用。

品川区 ヴィアイン東京大井町 509 2009.7

JR西日本グループのジェイアール西日本デイリーサービスネット（大阪市）の宿泊特化型ビジネスホテル「ヴィアイン」がJR大井町駅から徒歩
2分の場所に出店。同チェーンホテルの初首都圏進出。1,2階はコンビニやファミレスなどのテナントが入居。3階から20階がホテル。スタン
ダードフロア、女性に優しいリラクゼーション空間を仕上げたレディースフロア、エグゼクティブ空間を目指したプレミアムフロアの3つのタイプ
のコンセプトフロアで構成。

豊島区 ザ・ビー　池袋 175 2009.6
イシン・ホテルズグループが「ホテルサンルート池袋」を全面改装し、自社ブランドホテルをオープン。女性デザイナーが手掛けた客室はシ
ンプルモダンで統一されたインテリア。シングルルームのユニットバスはバスタブがない多機能型シャワーブースを導入。客室はシングル
118室、ツイン49室、ダブル8室の構成。池袋駅東口から徒歩3分。

豊島区 スーパーホテルJR池袋西口 113 2009.8 JR池袋駅より徒歩3分。レディースルーム、禁煙ルーム、バリアフリー対応ルームあり。加湿機付空気清浄機、液晶テレビ全室完備。

豊島区 ホテルメッツ駒込 152 2009.9
JR駒込駅より徒歩すぐ。シモンズ社製ポケットコイル式ベッド、テンピュール社製低反発枕、液晶テレビ、加湿機能付き空気清浄機、高速イ
ンターネット回線全室完備。レストラン、リラクゼーションスポット併設。

豊島区 東急ステイ池袋 156 2010.4 JR池袋駅より徒歩4分。全室に洗濯乾燥機・電子レンジを完備した滞在型ホテル。女性専用フロア、ミニキッチン併設の部屋あり。

台東区 ホテルマイステイズイン浅草橋 138 2009.12
ウィークリーマンションなどを手がける（株）ウィークリーマンション東京が運営。滞在の用途にあわせて、アパートメントタイプ　「住むホテル」と
ホテルタイプ「泊まるホテル」の2タイプを用意。アパートメントタイプの部屋にはミニキッチン完備。ホテルタイプの部屋にはサータ社製のベッ
ドを導入。事前支払方式を採用。バリアフリールーム、禁煙ルームあり。JR浅草橋駅より徒歩すぐ。

台東区 京急EXイン浅草橋 179 2010.4
シモンズ社製のセミダブルベッド、高性能加湿空気清浄機、遮光ロールスクリーン式ブラインドやサーモスタット付きシャワーを全室に設置。
ゴール社製カードキーシステムを採用。7階は女性専用フロアになっている。JR浅草橋駅より徒歩2分。

台東区 カンデオホテルズ上野公園 268 2010.4
JR鶯谷駅より徒歩3分。全室にシモンズ社製マットレス、無料高速インターネットを完備。全室VOD(ビデオ・オン・デマンド)の映画や番組300
タイトルが無料で視聴可能。ホテルオリジナルグッズの販売もしている。

台東区 スーパーホテル上野・御徒町 101 2010.4
JR御徒町駅より徒歩2分。快眠にこだわり低反発マットを使用した「ぐっすりルーム」を設置。客室キー不要の暗証番号システムを採用し、全
室にLAN設置。レディースルーム、禁煙ルーム、コネクティングルームなどビジネスからファミリーまで対応可能。

新宿区 東急ステイ西新宿 149 2010.1
JR新宿駅より徒歩15分。エントランスドアにカードキーを採用、セキュリティに配慮。全客室LAN、洗濯乾燥機、電子レンジを完備。ミニキッチ
ン付きの客室もあり、長期滞在にも対応。

江東区 アパホテル東京潮見駅前 706 2009.9
ラヂウム人工温泉大浴場、露天風呂を完備し日帰り利用も可能。大ホール、バンケットルーム完備。客室は「シアタールーム」「ビジネスルー
ム」「ヒーリングルーム」の3つのコンセプトルームがある。禁煙フロアあり。JR潮見駅より徒歩1分。

渋谷区 ホテルユニゾ渋谷 186 2010.5
JR渋谷駅より徒歩7分。客室カードキーに連動したエレベーターでセキュリティに配慮。レディースフロア完備（26室）。全室ブロードバンド対
応、シモンズ社製ピロートップ付ベッド、ノートPC貸し出しあり。レストラン併設。

大田区 ホテルマイステイズイン蒲田 116 2009.9
JR蒲田駅より徒歩4分。中長期滞在に必要な備品を備えたアパートメントタイプとホテルタイプの部屋がある。快適な眠りにこだわり高密度連
結コイルを採用したベッドと低反発枕、フェザー枕の2種類を用意している。禁煙ルームあり。

町田市 東横イン町田駅小田急線東口 233 2010.1 JR町田駅徒歩7分。全室LAN完備。ハートフルルーム、禁煙ルームあり。会議室併設。

立川市 立川アーバンホテルアネックス 56 2009.8
東京ウエストグループの長期滞在型ホテルとしてオープン。全室ミニキッチン付き。徒歩1分にある立川アーバンホテルの展望風呂、ロビー
での朝食利用が可能。JR立川駅より徒歩4分。

山梨 笛吹市 チサンイン甲府石和 92 2009.10
ソラーレホテルズ＆リゾーツの手がける「ロードサイド型ホテル」。フランチャイズ契約で運営をサポートする。全室LAN完備。ユニバーサル
ルーム、禁煙フロアあり。レストラン、会議室併設。

長野市 東横イン長野駅善光寺口 215 2009.10
長野駅近くの駐車場跡地にオープン。東横インとしては長野市への初進出。全室LAN完備。駐車場は電話での完全予約制。JR長野駅より
徒歩3分。

茅野市
ちのステーションホテル（新
館）

58 2010.4
JR茅野駅より徒歩2分。既存の「ちのステーションホテル」の新館としてオープン（32室）。新館客室には外国語対応のパソコンを常設。全室
に冷蔵庫を設置。ラジューム温泉完備。前払い制を採用。食事処併設。

関市 ホテルルートイン関 134 2009.10
男女別ラジウム人工温泉大浴場、無料駐車場完備。禁煙室、コンフォートルーム、バリアフリールーム設置。全室LAN完備。レストラン、食事
処併設。

大垣市 ベストイン大垣 105 2010.4
新潟県上越市に本部を置く株式会社ベストの、ユニット式建築工法とホテル運用システムにより徹底的にコストパフォーマンスを追及したホ
テル。ユニット建築工法とは、客室を1ユニットとして、工場内ですべて一貫で製造し、現地でユニットを積み上げてホテルとして完成させる
建築方式で、工期を大幅に短縮させることで建築コストの圧縮を実現。ベストの10号店目。大垣駅より徒歩3分。

高山市 ひだホテルプラザ 225 2010.4
85年建築の東館客室を全室リニューアル（95室）。スタンダードツインの客室はシモンズ社のベッドや26インチ地デジ対応テレビなどを標準
装備。テーマに基づいて家具やデザインにこだわった4つのコンセプトルーム、上層階の家具・調度品にこだわったオークルーム、バリアフ
リータイプののユニバーサルルームを新設。

羽島市
東横イン岐阜羽島駅新幹線南
口

215 2009.9
東海道新幹線・岐阜羽島駅より徒歩3分。ズボンプレッサー貸出あり、全室LAN完備。新幹線がすぐ横を通る「トレインビュー」の部屋がある。
禁煙ルーム、ハートフルルームあり。会議室併設。

三島市 東横イン三島駅北口 365 2009.11 JR三島駅より徒歩1分。ズボンプレッサー貸出あり。全室LAN完備。ハートフルルームあり。会議室併設。

静岡市 三交イン静岡北口 177 2009.12
JR静岡駅より徒歩8分。1階にコンビニエンスストア併設。全室光高速インターネット接続無料。客室には空冷蔵庫・加湿機能付きティーサー
バーを用意。コインランドリー設置で長期滞在にも対応。

浜松市 コンフォートホテル浜松 196 2009.10
JR浜松駅から徒歩3分。全館無線LAN対応。全室に液晶TVを完備。TVはいつでも好きな番組を視聴できるVOD設備（有料）を完備。 サー
タ社製ポケットコイルマットレスベッド、寝具専用メーカーとの共同開発したオリジナル快眠枕「チョイス　ピロー」を全室に設置。

焼津市 くれたけイン焼津駅前 117 2010.2
浜松市に拠点を置く株式会社呉竹荘の経営するB＆Bタイプのホテルチェーン。JR焼津駅よりすぐ。全室ブロードバンド対応。空気清浄機、
加湿機、電気ポットを全室完備。キッチン付きの部屋もあり、長期滞在にも対応。畳仕様客室、ユニバーサル対応の客室あり。

掛川市
東横インオリジナル掛川駅新
幹線南口

130 2010.3
JR掛川駅より徒歩3分。ズボンプレッサー貸出あり。インターネット接続無料、ロビー無線ＬＡＮ。禁煙ルーム、ハートフルルーム設置。会議室
併設。

富山 氷見市
ホテルグランティア氷見　和倉
の宿

131 2010.2
ルートイングループの「和」にこだわったホテルの2軒目。JR氷見駅より車で約5分。高層階フロアにはコンフォートルームを用意。大浴場、和
室客室あり。食事処では、和食のコース料理も頼む事ができる。リラクゼーションルーム、インターネットコーナーを設置。駐車場完備。

福井 福井市 ホテルフジタ福井 354 2009.5
藤田観光が「福井ワシントンホテル」をリブランドし、機能を充実させオープン。フロント・ロビーを5階から1階に移転。13階と15階の客室を改
装、スイート(3室)とエグゼクティブフロア(26室)を新設。5階には和食とカフェレストランを新設。

名古屋市 HOTEL MARUYON 25 2009.10 地下鉄栄駅徒歩13分。全室クイーンサイズのシモンズベッドと液晶テレビを設置。24時間チェックイン可能。禁煙ルームあり。

半田市 ホテルルートイン半田亀崎 135 2009.8
JR亀崎駅より徒歩15分。ラジウム人工温泉「旅人の湯」完備。高層階フロアに「コンフォートルーム」設置。禁煙室、バリアフリールームあり。追
加料金にて「ルームシアター（部屋で映画見放題）」利用可能。駐車場完備。レンタサイクルあり。

安城市
天然温泉三州の湯ドーミーイ
ンEXPRESS三河安城

132 2009.10
男女別天然温泉大浴場「三州の湯」完備。日帰り入浴可能。ペット同伴可能ルーム完備。禁煙ルーム、バリアフリールームあり。JR新幹線三
河安城駅より徒歩１分。

蒲郡市 亀の井イン愛知蒲郡 58 2010.1
株式会社アビリティコンサルタントが九州・大分の老舗ホテルグループ「亀の井ホテル」のフランチャイズ店としてオープン。JR三河大塚駅より
徒歩5分。駐車場完備。全客室ブロードバンド対応。追加料金にてビデオオンデマンド（VOD）利用可能。禁煙ルーム、バリアフリールーム（1
室）あり。レンタサイクルあり。

豊田市 ホテルルートイン豊田陣中 151 2010.1
豊田市駅とホテル間のシャトルバス運行。最上階には、展望男女別ラジウム人工温泉「旅人の湯」完備。禁煙室、バリアフリールームあり。高
層フロアには「コンフォートルーム」設置。追加料金にて「ルームシアター（部屋で映画見放題）」利用可能。

伊賀市
ホテルグランティア伊賀上野
和蔵の宿

161 2009.10
ルートイングループ初の“和”にとことんこだわった和蔵の宿シリーズ。地元・伊賀の郷土料理が楽しめる食事処では、和のコース料理を食べ
られる。男女別人工ラジウム温泉大浴場「旅人の湯」完備。禁煙ルーム、バリアフリールームあり。

津市
天然温泉けやきの湯ドーミー
イン津

173 2009.9 JR津駅より徒歩1分。天然温泉大浴場完備。日帰り入浴可能。シモンズ社製ベッドを採用。和室、禁煙ルーム、バリアフリールームあり。

四日市市 三交イン四日市駅前 140 2010.3 近鉄四日市駅北口より徒歩１分。全室ダブルベッド完備。24時間対応のフロント。

表Ⅱ－２－６　２００９年４月以降に開業・改築した主なホテル（２）

長野
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愛知

三重

東京



京都 京都市
天然温泉花蛍の湯ドーミーイ
ンPREMIUM京都駅前

201 2010.5
JR京都駅より徒歩3分。旬の素材を活かした京料理の朝食を提供。禁煙ルーム、バリアフリールームあり。死海原産の天然ミネラルを活かし
たビューティー・ミネラル・スパ、レストラン併設。天然温泉大浴場完備。

滋賀 大津市 東横イン琵琶湖大津 142 2009.10 JR大津駅より徒歩10分。ズボンプレッサー貸出あり。全室LAN完備。ハートフルルーム、禁煙ルームあり。

大阪市 ホテルユニゾ大阪淀屋橋 333 2009.4
常和ホールディングスグループの子会社、常和ホテルマネジメントが開業。地下鉄淀屋橋駅から徒歩1分。地上16階地下3階建て。シングル
290室を中心にツイン、ユニバーサルルームなど。14階がレディスフロア、16階がエグゼクティブフロア。

大阪市 ホテルモントレグラスミア大阪 348 2009.7
JR難波駅より徒歩約1分。駅直結の高層ホテル。モントレグループ18番目のホテルとしてオープン。結婚式場、宴会場併設。安全面に配慮
して、エレベータホールをセキュリティ扉で区画している。加湿機能付空気清浄機を全室標準装備。ベッドにはシモンズ社製のポケットコイ
ルマットレスを採用。寝着にはグンゼとの共同制作によるオリジナルパジャマを採用するなどのこだわり。

大阪市 ホテルエルセラーン大阪 137 2010.4
北新地駅より徒歩5分。全館禁煙。最新の音響設備を備える416名収容のエルセラーンホール、宴会場、多目的に使えるスカイアトリウム併
設。レストラン、カフェ、スイーツショップあり。

大阪市 アルモニーアンブラッセ大阪 38 2010.4
ブライダル施設やホテルを展開する（株）ブライズワードの運営するウェデングホテル・スモールラグジュアリーホテル。阪急梅田駅より徒歩3
分、JR大阪駅より徒歩10分。安藤忠雄建築事務所設計の複合ビルの上層部（8階と10～23階）に入居し、1フロアに4種類のコンセプトの異な
るデザインの客室とチャペル、宴会場、レストランを併設。ホテルのテーマは「美と健康」。

大阪市
ベストウェスタンホテルフィーノ
大阪心斎橋

179 2010.7
キーワードは「アーバン・リラックス」。客室は「アーバンブラック」と「フォレストナチュラル」２つのカラーバリエーションを展開。ステンレスデザイ
ンの大口径シャワーヘッド、空気清浄機を全室設置。レディースルームあり。レストラン併設。

豊中市 大阪空港ホテル 114 2010.3
大阪国際空港ターミナル内にオープン。全室サータ社製ポケットコイルマットレスを使用。部屋は、高い遮音性のあるプライベート空間が特
徴。バリアフリータイプ（ツイン）の部屋あり。

堺市 アパホテル堺駅前 153 2009.9
全室液晶テレビ設置、高速インターネット有線ＬＡＮ接続無料、ＶＯＤアパルームシアター完備（追加料金にて視聴可能）空気清浄機設置。
アップグレードとして「シアタールーム」「ビジネスルーム」「ヒーリングルーム」の3つのコンセプトルームがある。南海本線堺駅より徒歩1分。

神戸市
東急ハーヴェストクラブ有馬六
彩

104 2010.3

神戸市
東急ハーヴェストクラブ
VIALAannex有馬六彩

25 2010.3

神戸市 オリエンタルホテル 116 2010.3
1870年に開業したが、阪神淡路大震災で全壊。2010年に同ホテルを再建してオープン。アメニティには日本初上陸となるパリのスパブランド
「オムニサンス」を採用。レギュラーフロアを除く、スイート、ジュニアスイート、エグゼクティブフロアには、アロマディフューザー・加湿器を設
置。レストラン、カフェ併設。ウェディングやパーティーに対応できる会場を完備している。

鳥取県 米子市 スーパーホテル米子駅前 134 2010.3
JR米子駅より徒歩2分。天然温泉「大山の湯」完備。全室LAN、加湿機能付き空気清浄機設置。レディ－スルーム、禁煙ルーム、コインランド
リーあり。追加料金にてVODシアター視聴可能。

奈良
大和郡山

市
スーパーホテル奈良大和郡山 92 2009.10

スーパーホテルとして県内4軒目の出店となる。「ロードサイド型ホテル」で大型バスの駐車可能。JR郡山駅より車で5分。男女別天然温泉「飛
鳥の湯」完備。全室LAN設置。レディースルーム、禁煙ルーム、ユニバーサルルームあり。追加料金にてVODシアター視聴可能。

広島 広島市 ダイワロイネットホテル広島 231 2009.10
中電前より徒歩1分。女性スタッフによる女性視点でコンセプトされたれレディースルームを設置。全室LAN、加湿機能付空気清浄機設置。
追加料金にてVODシアター視聴可能。コンビニエンスストア併設。

下関市 亀の井ホテル山口下関 198 2009.9 JR長府駅より車で5分。駐車場完備。全客室インターネット対応。禁煙ルーム、バリアフリー客室あり。レストラン併設。コインランドリー設置。

下関市
天然温泉関門の湯ドーミーイ
ンPREMIUM下関

147 2010.4 最上階には、天然温泉大浴場を完備。シモンズ社製ベッド採用。コンフォートルームあり。

高松市 ホテルパールガーデン 52 2009.4
四国4県を中心にスーパー、ホームセンター、介護サービスなどを事業展開しているマルナカ流通グループが、初のホテル事業進出。旧香
川厚生年金会館(ウェルシティ高松)を改装し、リニューアルオープン。350名収容のホール、結婚式場、レストランを備える。客室を改装して、
ワンランク上の上質な空間を実現。

丸亀市 チサンイン丸亀善通寺 98 2009.11
四国初出店。JR金蔵寺駅から車で4分国道319号線沿いの「ロードサイド型ホテル」。駐車場完備。全室LAN導入。禁煙ルーム、禁煙フロア、
ユニバーサルルーム（1室）あり。レストラン、会議室併設。

福岡市 ホテル東急ビズフォート博多 204 2009.8
博多駅から徒歩3分。宿泊主体型のハイグレードビジネスホテル。広めの客室に多機能シャワーを設置。レディスフロア、宿泊者専用ラウンジ
あり。全室LAN完備。ホテルオリジナルのベッドマットレスとピローは購入可能。

福岡市 博多グリーンホテルアネックス 180 2009.9
JR博多駅より徒歩1分。コンセプトは「より広く、より安全」。エレベーターにもカードキーシステムを採用。シモンズ社製ポケットコイルベッド、
丸八羽毛布団採用。13時チェックイン、12時チェックアウトのロングステイ可能。全室インターネットLAN接続対応。禁煙ルームあり。

福岡市
グリーンリッチホテル　西鉄大
橋駅前

58 2009.11
ホテルやブライダル事業を展開するグリーンホテル・ズコーポレーションが経営。西鉄大橋駅より徒歩１分。“上質なやすらぎと、より快適な眠
り”を長年追求。高いダウン率で保湿性及び通気性に優れたデュベスタイルの羽毛布団、枕は硬め・柔らかめの２タイプを用意したオリジナ
ル寝具を使用。全室無線LAN完備。禁煙ルームあり。

福岡市 ベストウェスタン福岡中洲イン 168 2010.2
くつろぎをテーマにした「コンパクトモダン」なホテル。ベッドはシモンズ社製を採用。バスアメニティはPOLA社新商品、ヘッドスパに着目した
「エステロワイエ」を採用。客室はダークブラウンを基調としたシングルルームと、ナチュラルカラーを基調としたツインルームから成る。レストラ
ン併設。

福岡市 東横イン福岡天神南 153 2010.2 地下鉄天神南駅より徒歩4分。全室LAN完備。ズボンプレッサー貸出。禁煙ルーム、ハートフルルームあり。

北九州市 スーパーホテル小倉駅南口 108 2009.10 JR小倉駅徒歩7分。人工炭酸泉の温泉。全室LAN設置。禁煙ルーム、レディースルームあり。追加料金でVODルームシアター視聴可能。

北九州市 東横イン小倉駅北口 136 2010.3 JR小倉駅より徒歩5分。ビジネスカウンター設置。全室LAN完備。禁煙ルーム、ハートフルルームあり。

宗像市 チサンイン宗像 98 2009.1
国道3号線沿い、地上5階建て。客室はダブルルームの他にダブルベッドとロフトベッド（二段ベッドタイプ）がある。また、車椅子やお身体の
不自由な方手元のスイッチでリクライニング可能な電動式ベッドがあるユニバーサルルーム1室などを用意。

長崎市
ガーデンテラス長崎 ホテル&リ
ゾート

21 2009.7
冠婚葬祭互助会大手・ホテル運営も手掛けるメモリードグループがオープン。地上4階地下1階の本館は客室9室と婚礼用チャペル、2棟の
コテージは各6室。全室スイートルームでオーシャンビュー。建築家隈研吾氏のデザインによるワンランク上の品格と存在感を醸し出すデザ
イナーズホテル。ホテルコンセプトは「このホテルから、新しい長崎が見えてくる」。

長崎市 出雲の湯ドーミーイン長崎 211 2010.5 超軟水シルキーバス大浴場完備。全室シモンズ社製ベッドを導入。バリアフリールームあり。

熊本県 合志市
亀の井イン熊本合志北バイパ
ス

151 2010.1
九州自動車道・熊本ICから車で15分。新須屋駅から徒歩5分。駐車場完備。全客室ブロードバンド対応。禁煙ルーム完備。バリアフリー対応
客室（1室）あり。レストラン、売店併設。

鹿児島市 東横イン鹿児島中央駅西口 255 2010.3 JR鹿児島中央駅より徒歩1分。鹿児島県内５店舗目のオープンとなる。全室LAN完備。禁煙ルーム、ハートフルルームあり。会議室併設。

鹿児島市 JR九州ホテル鹿児島北館 135 2010.3
2月にリニューアルオープンした南館に次いで北館がオープン。シーンに応じたクオリティの高い8タイプある趣の異なる部屋があり、観光・ビ
ジネスどちらでの滞在にも適した空間作りを目指している。全室にサータ社製ベッド、薄型液晶テレビ完備。女性専用フロア、ユニバーサル
ツイン客室あり。JR鹿児島中央駅直結。

熊毛郡
屋久島町

SankaraHotel＆Spa　屋久島 29 2010.3

ホテルあかつき、セレクトグループホテルズを経て、株式会社サンカラリゾートグループによりリニューアルオープン。真のホスピタリティサー
ビスと世界自然遺産・屋久島への貢献を経営理念とするオーベルジュ型リゾートホテル。屋久島空港から車で約30分に位置し、約3万㎡の
敷地にヴィラタイプの部屋が中心となっている。スパはタイ発の「アジアハーブアソシエイション」を日本で初めて導入。バトラーサービスあり。
15歳未満の宿泊不可。

那覇市
ロワジールホテル＆スパタワー
那覇

89 2009.7

那覇市 チサンリゾート那覇 96 2009.7

那覇市
ダイワロイネットホテル沖縄県
庁前

190 2010.4
コンセプトは「あなただけのちょっと嬉しい“くつろぎ満足”」。客室タイプはシングル、ツインの他、エグゼクティブルーム、レディースルームを
用意し、ビジネスだけでなく、家族やグループでの観光・レジャー客も対応。那覇空港より15分。

豊見城市
ホテルグランビューガーデン
沖縄

168 2009.4
地上9階建て。屋外プール、人工温泉、サウナ、レストランを備える。同地区初の大型ホテルとなり、ビジネスと観光双方の需要に対応し、集
客を図る。

国頭郡
恩納村

カフーリゾートフチャクコンド・
ホテル

249 2010.3

マンションデベロッパーの株式会社ゼファーが開発を進めていたが2008年に民事再生法を申請、その後大成建設株式会社に事業継承さ
れてオープン。2万3500㎡の敷地内に、ホテル棟（121室）とコンドミニアム棟（128室）で構成されている。那覇空港より車で約90分。ホテルと
してのグレードとサービス、利便性の高い共用施設と、長期滞在のための高い居住性が融合した「コンド・ホテル」という新コンセプトを掲げて
いる。リゾートホテルとしては初のデリを導入。

名護市 AJ幸喜リゾートホテル 56 2010.4
沖縄自動車道・許田ICより車で約3分。全室オーシャンフロント、バスルーム・キッチン・バルコニー付き。バリアフリールームあり（1室）。レスト
ラン併設。ダイビングショップ隣接。

宜野湾市
ムーンオーシャン宜野湾　ホ
テル&レジデンス

177 2010.4
経営破綻した株式会社ジョイント・コーポレーションの事業を株式会社國場組が事業を引き継いだ。那覇空港から車で30分。全室オーシャ
ンビュー、コンドミニアムタイプの客室、キッチン完備で長期滞在にも対応する。バリアフリー対応部屋あり（1室）。

糸満市 サザンビーチホテル＆リゾート 495 2010.5
フードサービスや宿泊施設経営を手掛ける株式会社グリーンハウスが糸満市に開業した大型リゾートホテル。レストラン、ボールルーム、
プール、キッズルーム、ウェディングホール等を備える。那覇空港より車で約20分。

石垣市 東横イン石垣島 155 2009.11
石垣空港から車で約13分、石垣港離島ターミナルから徒歩約15分。ダイビング用に大型乾燥機・温水洗い場完備。ハートフルルーム、コネ
クティングルームあり。

宮古島市 ホテルピースアイランド宮古島 93 2010.3
沖縄県内にてウィークリー・マンスリーマンションを展開する（株）ピース企画のホテルで、県内6軒目のオープン。ロビー1階にパソコンコー
ナー、2階にはダイビング機材洗い場を設置。バリアフリー、コネクティングルーム、禁煙フロアあり。

大阪

表Ⅱ－２－６　２００９年４月以降に開業・改築した主なホテル（３）

東急リゾートサービスが運営する会員制リゾートホテル。有馬六景をモチーフに、有馬温泉の情緒あふれるランドスケープを再現。上層階に
位置する客室（２５室）では銀湯を引き込んだ客室内専用風呂を用意。１１９平方メートルのスイートルームをはじめ、デラックスタイプなど個
性的な部屋タイプをゲストの希望や人数に合わせて選ぶことができ、ルームチャージ制となっている。

ソラーレホテルズアンドリゾーツ（株）が運営。「ロワジールホテル那覇」の駐車場として使用していた隣接地に、同ホテルのアネックス部と「チ
サンイン那覇」が入る新施設を建設、名称を「ロワジールホテル＆スパタワー那覇」に変更してオープンした。同施設内で2ブランドを展開す
る。新館の7～12階は「ロワジールホテル＆スパタワー那覇」の客室、3～6階は「チサンリゾート那覇」の客室になる。2階部分には沖縄唯一の
天然温泉「琉球湯治ちゅらスパ」やトリートメントサロン「CHURASPA」を設置。

沖縄

兵庫

山口

香川

福岡

長崎

鹿児島
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