
別紙利用できる宿泊施設

施設名 所在区 最寄駅 ウェブサイト

第一ホテル両国

墨田区

都営地下鉄両国駅より徒歩１分
JR両国駅より徒歩８分

https://dh-ryogoku.com

ホテルパークアベニュー
JR・東京メトロ錦糸町駅より
徒歩５分

http://www.hotel-pa.co.jp

モクシー東京錦糸町
JR・東京メトロ錦糸町駅より
徒歩５分

https://www.marriott.co.jp/reservatio
n/availability.mi?propertyCode=TYOOX&
clusterCode=corp&corporateCode=P91

両国ビューホテル
JR両国駅より徒歩１分
都営地下鉄両国駅より徒歩８分

https://www.viewhotels.co.jp/ryogoku/

HOTEL TABARD TOKYO
JR・東京メトロ錦糸町駅より
徒歩５分

https://h2m.co.jp/tabard-tokyo/

コンフォートホテル
東京清澄白河

江東区

東京メトロ・都営地下鉄
清澄白河駅より徒歩０分

https://www.choice-
hotels.jp/hotel/kiyosumishirakawa/

ヴィラフォンテーヌ
グランド東京有明

ゆりかもめ有明駅より徒歩４分
りんかい線国際展示場駅より
徒歩６分

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

東急ステイ門前仲町 東京メトロ門前仲町駅より
徒歩１分

https://www.tokyustay.co.jp/hotel/MON
/

ホテルイ－スト21東京
東京メトロ東陽町駅より
徒歩７分

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

ホテルJALシティ
東京 豊洲

ゆりかもめ市場前駅より
徒歩２分

https://www.tokyo-
toyosu.hoteljalcity.com/

ホテルサーブ渋谷 目黒区 東急線池尻大橋駅より徒歩０分 http://www.suavehotel.net/

羽田エクセルホテル
東急

大田区

東京モノレール羽田空港
第２ターミナル駅より徒歩３分

https://www.haneda-
e.tokyuhotels.co.jp

変なホテル東京羽田 京急線大鳥居駅より徒歩６分 https://www.hennnahotel.com/haneda/

ホテルトムス
JR蒲田駅より徒歩６分
東急線蓮沼駅より徒歩２分

https://www.rio-hotels.co.jp/kamata/

二子玉川
エクセルホテル東急

世田谷区 東急線二子玉川駅より徒歩５分
https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-
e/

中野サンプラザ 中野区
JR・東京メトロ中野駅より
徒歩３分

https://www.sunplaza.jp

スマイルホテル
東京阿佐ヶ谷

杉並区 JR阿佐ヶ谷駅より徒歩１分
https://smile-
hotels.com/hotels/show/tokyoasagaya

東横INN京浜東北線
王子駅北口

北区
東京メトロ王子駅より徒歩２分
JR王子駅より徒歩４分

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00280/

ホテルマイステイズ
日暮里

荒川区
JR・京成線日暮里駅より
徒歩５分

https://www.mystays.com/hotel-
mystays-nippori-tokyo/

宿泊プランやチェックイン・チェックアウト時間等、詳細については、各宿泊施設のウェブサイトよりご確認ください。
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施設名 所在市 最寄駅 ウェブサイト

スーパーホテル
東京・JR立川北口

立川市

JR立川駅より徒歩７分
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/t
achikawakita/

パレスホテル立川 JR立川駅より徒歩３分 https://www.palace-t.co.jp/

ビジネスホテル小沢屋 JR立川駅より徒歩３分 http://hotelozawaya-tachikawa.tokyo/

ホテルエミシア
東京立川

JR立川駅より徒歩２分
https://www.hotel-
emisia.com/tokyotachikawa/

京王プラザホテル
八王子

八王子市

JR八王子駅北口より徒歩１分
京王八王子駅より徒歩３分

https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/

千代田ホテル
JR八王子駅北口より徒歩２分
京王八王子駅より徒歩７分

http://www.chiyoda-hotel.com
（3/18までのご利用となります。）

ホテル the b 八王子
京王八王子駅より徒歩１分
JR八王子駅北口より徒歩５分

https://www.theb-
hotels.com/theb/hachioji/

ホテルリソル町田
町田市

小田急線町田駅より徒歩２分
JR町田駅より徒歩４分

https://www.resol-machida.com/

レンブラントホテル
東京町田

JR町田駅より徒歩２分
小田急線町田駅より徒歩８分

https://rembrandt-group.com/machida

マロウドイン東京 府中市 京王線東府中駅より徒歩１分 https://www.marroad.jp/tokyo/

京王プラザホテル多摩

多摩市

京王線・小田急線
多摩センター駅より徒歩３分

https://www.keioplaza.co.jp/tama/
（3/18までのご利用となります。）

スマイルホテル
東京多摩永山

京王線京王永山駅より徒歩７分、
小田急線小田急永山駅より
徒歩７分

https://smile-
hotels.com/hotels/show/tokyotamanagayam
a

吉祥寺
東急REIホテル

武蔵野市
JR・京王線吉祥寺駅より
徒歩１分

https://www.kichijoji.rei.tokyuhotels.c
o.jp

東横INN西武池袋線
東久留米駅西口

東久留米市
西武池袋線東久留米駅より
徒歩２分

https://www.toyoko-
inn.com/index.php/search/detail/00261.h
tml
（3/18までのご利用となります。）

東横INN福生駅前東口 福生市 JR福生駅より徒歩１分
http://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00231

フォレスト・イン
昭和館

昭島市 JR昭島駅より徒歩７分 https://www.showakan.co.jp/

○ 多摩地域

施設名 所在区 最寄駅 ウェブサイト

フレックステイイン
江古田

練馬区 西武線江古田駅より徒歩４分
https://www.mystays.com/hotel-flexstay-
inn-ekoda-tokyo/

ホテルリブマックス
東京綾瀬駅前

足立区
JR・東京メトロ綾瀬駅より
徒歩２分

https://www.hotel-
livemax.com/tokyo/ayasest/

スーパーホテル
東京・JR新小岩

葛飾区 JR新小岩駅より徒歩３分
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/s
hinkoiwa/

スカイハートホテル
小岩

江戸川区

京成線京成小岩駅より
徒歩１分

https://www.sky-hotel.jp/koiwa/

Laffitte Hirai
Condominium Hotel

JR平井駅より徒歩６分 https://laffitte-hirai.com/
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