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ホ テ ル 名 住　　　　　　所 電　　話 最寄駅

北　海　道 札幌 エクセルホテル東急 〒064-0808 北海道札幌市中央区南８条西５－４２０ 011-533-0109 市営地下鉄「中島公園」

札幌 東急ＲＥＩホテル 〒064-8509 北海道札幌市中央区南４条西５－１ 011-531-0109 市営地下鉄「すすきの」

米沢 エクセルホテル東急 〒992-0045 山形県米沢市中央１－１３－３ 0238-24-0411 ＪＲ「米沢」

裏磐梯 グランデコ 東急ホテル 〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山 0241-32-3200 ＪＲ「猪苗代」より送迎あり

関　　　東 ザ・キャピトルホテル 東急 〒100-0014 東京都千代田区永田町２－１０－３ 03-3503-0109
東京メトロ「溜池山王」

「国会議事堂前」

赤坂 エクセルホテル東急 〒100-0014 東京都千代田区永田町２－１４－３ 03-3580-2311
東京メトロ「赤坂見附」

「永田町」

東京虎ノ門 東急ＲＥＩホテル 〒105-0002 東京都港区愛宕１－６－６ 03-3431-0109
東京メトロ「虎ノ門ヒルズ」

「虎ノ門」「神谷町」「御成門」

セルリアンタワー 東急ホテル 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町２６－１ 03-3476-3000
ＪＲ・東急・京王・
東京メトロ「渋谷」

渋谷 エクセルホテル東急 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１２－２ 03-5457-0109
ＪＲ・東急・京王・
東京メトロ「渋谷」

渋谷ストリーム エクセルホテル東急 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３－２１－３ 03-3406-1090
ＪＲ・東急・京王・
東京メトロ「渋谷」

渋谷 東急ＲＥＩホテル 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷１－２４－１０ 03-3498-0109
ＪＲ・東急・京王・
東京メトロ「渋谷」

二子玉川 エクセルホテル東急 〒158-0094 東京都世田谷区玉川１－１４－１ 03-3700-1093 東急「二子玉川」

羽田 エクセルホテル東急 〒144-0041 東京都大田区羽田空港３－４－２ 03-5756‐6000
東京モノレール・京浜急行
「羽田空港第2ターミナル」

吉祥寺 東急ＲＥＩホテル 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－６－３ 0422-47-0109 ＪＲ・京王「吉祥寺」

横浜ベイホテル東急 〒220-8543 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－７ 045-682-2222
みなとみらい線
「みなとみらい」

横浜 東急ＲＥＩホテル 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6 045-663-0109
みなとみらい線

「新高島」

川崎キングスカイフロント 東急ＲＥＩホテル 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町３－２５－１１ 044-280-1090
ＪＲ「川崎」より送迎あり
京浜急行「小島新田」

東京ベイ東急ホテル 〒279-0013 千葉県浦安市日の出７－２－３ 047-390-0109 ＪＲ「新浦安」

北 信 越 長野 東急ＲＥＩホテル 〒380-0823 長野県長野市南千歳１－２８－３ 026-223-1090 ＪＲ「長野」

上田 東急ＲＥＩホテル 〒386-0025 長野県上田市天神４－２４－１ 0268-24-0109 ＪＲ「上田」

白馬 東急ホテル 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城４６８８ 0261-72-3001 ＪＲ「白馬」より送迎あり

蓼科 東急ホテル 〒391-0301 長野県茅野市北山字鹿山４０２６－２ 0266-69-3109 ＪＲ「茅野」より送迎あり

富山 エクセルホテル東急 〒930-0002 富山県富山市新富町１－２－３ 076-441-0109 ＪＲ「富山」

金沢 東急ホテル 〒920-0961 石川県金沢市香林坊２－１－１ 076-231-2411 ＪＲ「金沢」

東　　　海 富士山三島 東急ホテル 〒411-0036 静岡県三島市一番町17-1 055-991-0109 ＪＲ「三島」

伊豆今井浜 東急ホテル 〒413-0503 静岡県賀茂郡河津町見高今井３５－１ 0558-32-0109
伊豆急行「河津」より

送迎あり、「今井浜海岸」

下田 東急ホテル 〒415-8510 静岡県下田市５－１２－１ 0558-22-2411
伊豆急行「伊豆急下田」

より送迎あり

名古屋 東急ホテル 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－６－８ 052-251-2411 市営地下鉄「栄」

近　　　畿 京都 東急ホテル 〒600-8519 京都府京都市下京区堀川通り五条下ル柿本町５８０ 075-341-2411
ＪＲ「京都」より送迎あり

市営地下鉄「五条」
THE HOTEL HIGASHIYAMA
by Kyoto Tokyu Hotel　　　　　　※

〒605-0033 京都府京都市東山区三条通白川橋東入三丁目夷町175-2 075-341-2655 市営地下鉄「東山」

新大阪江坂 東急ＲＥＩホテル 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町９－６ 06-6338-0109 大阪メトロ「江坂」
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〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６－２－５２ 06-6460-0109 ＪＲ「ユニバーサルシティ」

大阪 エクセルホテル東急 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-15 06-6252-0109 大阪メトロ「本町」

大阪 東急ＲＥＩホテル 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町２－１ 06-6315-0109
ＪＲ「大阪」・大阪メトロ「梅田」

阪急・阪神「大阪梅田」

神戸三宮 東急ＲＥＩホテル 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通６－１－５ 078-291-0109
ＪＲ「三ノ宮」

阪急・阪神「三宮」

神戸元町 東急ＲＥＩホテル 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通１－２－３５ 078-327-0109 ＪＲ・阪神「元町」

中　　　国 松江 エクセルホテル東急 〒690-0003 島根県松江市朝日町５９０ 0852-27-0109 ＪＲ「松江」

広島 東急ＲＥＩホテル 〒730-0029 広島県広島市中区三川町１０－１ 082-244-0109 広島電鉄「八丁堀」

四　　　国 高松 東急ＲＥＩホテル 〒760-0024 香川県高松市兵庫町９－９ 087-821-0109 ＪＲ「高松」

松山 東急ＲＥＩホテル 〒790-0001 愛媛県松山市一番町３－３－１ 089-941-0109 伊予鉄道市内電車「大街道」

九　　州 博多 エクセルホテル東急 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲４－６－７ 092-262-0109 市営地下鉄「中洲川端」

博多 東急ＲＥＩホテル 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２－２３ 092-451-0109 ＪＲ・市営地下鉄「博多」

熊本 東急ＲＥＩホテル 〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街７－２５ 096-322-0109 市電「辛島町」

沖　　縄 那覇 東急ＲＥＩホテル 〒900-0029 沖縄県那覇市旭町１１６－３７ 098-869-0109 沖縄都市モノレール「旭橋」

宮古島 東急ホテル＆リゾーツ 〒906-0305 沖縄県宮古島市下地字与那覇９１４ 0980-76-2109 「宮古空港」より送迎あり

法人優待料金はホテル・ご宿泊日により異なります。

ご予約は、下記の方法にてお願いいたします。

　　①東急ホテルズ予約ダイヤル（０１２０－２１－５４８９）より音声案内に従い、ご希望のホテルをお選びください。

　　②東急ホテルズ法人サイト（httpa://www.tokyuhotels.co.jp/biz）よりログインしてご利用ください。

※旅行代理店・オンライン旅行サイトからのご予約については、「宿泊補助券」をご利用いただけません。

※THE HOTEL HIGASHIYAMA by Kyoto Tokyu Hotelは2022年7月7日開業予定
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