
【阪急阪神第一ホテルグループ　法人会員特別優待料金】 2015年4月1日～2016年3月31日

　

東京第一イン八戸 〒031-0034 青森県八戸市鷹匠小路13 - ｼﾝｸﾞﾙB \4,500～ （\6,500～） ¥9,500 (¥12,000) 12:00 15:00 11:00

東京第一イン八戸アネックス 〒031-0033 青森県八戸市六日町31 - ｼﾝｸﾞﾙB \4,500 (¥6,500) ¥9,500 (¥12,000) 12:00 15:00 11:00

モンタナリゾート（宮城） 〒989-2455 宮城県岩沼市北長谷字切通1-1　グリーンピア岩沼内 10% ¥13,140 (\14,600)～ 5/2～5/5、8/12～8/15、12/31～1/2を除く - 15:00 10:00

東京第一ﾎﾃﾙ鶴岡 〒997-0031 山形県鶴岡市錦町 2-10 10% ¥8,019 (¥8,910) ¥11,761 (\13,068)※ ¥15,823 (¥17,582) ※ｱﾈｯｸｽ料金になります 12:00 15:00 11:00

東京第一ﾎﾃﾙ米沢 〒992-0045 山形県米沢市中央 1-13-3 10% ¥7,500 (¥8,400) ¥17,190 (¥19,100) ¥16,110 (¥17,900) 12:00 15:00 11:00

第一ホテル東京 〒105-8621 東京都港区新橋 1-2-6 -
1名\26,336
2名\26,336

(\41,780）
(\46,732)

1名\26,336
2名\26,336

(\41,780）
(\46,732)

東京都宿泊税含む　12/31、 1/1  を除く 13:00 15:00 12:00

第一ﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-2 -
1名\14,000～\19,500
2名\15,500～\22,000

(\29,900）
(\34,852)

1名\14,000～\19,500
2名\15,500～\22,000

(\29,900）
(\34,852)

東京都宿泊税含む  12/31、 1/1  を除く 13:00 15:00 12:00

レム日比谷 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-2-1 -
1名\9,500～\14,000

2名\11,500～\16,000
(\19,640）
(\22,880)

1名\12,000～\20,000
2名\13,000～\21,000

(\28,280)
(\31,520)

※ご宿泊料金は前払い制となっております
※ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑにはバスタブはございません

- 14:00 12:00

銀座クレストン 〒104-0044 東京都中央区明石町8番(聖路加ｶﾞｰﾃﾞﾝ) - \16,900～ (\26,336)～ \19,000～ (\37,228)～
2名\19,000～
3名\23,400～

(\37,228)～
(\40,692)～

5/2～5/5、8/8、9/19～9/22、11/8、12/31、1/1
～1/2を除く

- 14:00 12:00

レム秋葉原 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-6-5 -
1名\9,500～\12,000

2名\10,500～\14,000
(\18,560)
(\21,800)

1名\13,000～\15,000
2名\14,000～\17,000

(\27,200)
(\30,440)

※ご宿泊料金は前払い制となっております
※バスタブはございません

- 14:00 12:00

第一ﾎﾃﾙ東京ｼｰﾌｫｰﾄ 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-3-15 - ¥13,882 (¥27,524) ¥15,942 (¥36,040) ¥18,000 (¥41,980) 東京湾大華火祭開催日、および12/31、1/1を除く - 14:00 12:00

第一ホテル両国 〒130-0015 東京都墨田区横網 1-6-1 - ¥11,880 (¥20,072) ¥19,440 (¥29,252) 1名\16,300
2名\19,440

(\21,260)
(\29,252)

朝食付  隅田川花火大会開催日、法定電気点検
日を除く

- 14:00 11:00

第一イン池袋 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-42-8 - \5,500～\12,000 （\11,386）～(\13,762） \10,500～\20,000 (\19,008)～(\27,524) \10,500～\20,000 (\19,008)～(\27,524) 12:00 15:00 11:00

吉祥寺第一ホテル 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-4-14 - ¥15,068 （\16,832）～ ¥20,314 (\22,772)～ ¥25,860 （\28,712）～ 13:00 14:00 12:00

第一イン湘南 〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂 1-4-14 10% ¥7,000 (\9,742)～
1名\7,980

2名\12,830
(\10,692)
(\14,256)

1名\9,622
2名\12,830

(\10,692)～
(\14,256)～

12:00 15:00 11:00

富山第一ホテル 〒930-0082 富山県富山市桜木町 10-10 20% ¥10,264 (¥12,830) 1名\16,441
2名\19,768

(\20,552)
(\24,710)

13:00 14:00 11:00

第一イン新湊 〒934-0005 富山県射水市善光寺 18-4 10% ¥6,415 (¥7,128) 1名\8,553
2名\11,858

(\9,504)
(\13,176)

12:00 15:00 11:00

ホテルコンコルド浜松 〒430-0946 静岡県浜松市中区元城町 109-18 - ¥6,700 (¥10,692) ¥13,000 (¥19,008) 朝食付きﾌﾟﾗﾝあり - 12:00 11:00

東京第一ホテル錦(名古屋市) 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3-18-21 10% ¥9,900 (¥11,000) ¥14,400 (¥16,000) 1名\13,500
2名\16,200

(\15,000)
(\18,000)

13:00 14:00 11:00

ﾎﾃﾙﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ草津(びわ湖) 〒525-0037 滋賀県草津市草津駅西口ボストンスクエア内 10% ¥7,560 (¥8,400) 1名\8,640
2名\11,790

(\9,600)
(\13,100)

1名\10,530
2名\13,680

(\11,700)
(\15,200)

朝食付きﾌﾟﾗﾝあり 12:00 15:00 11:00

京都新阪急ホテル 〒600-8216 京都府京都市下京区JR京都駅(烏丸中央口)正面 20% ¥16,156 (¥20,196) ¥23,760 (¥29,700) ¥28,512 (¥35,640) 14:00 14:00 11:00

ﾎﾃﾙﾛｲﾔﾙﾋﾙ福知山&ｽﾊﾟ 〒620-0857 京都府福知山市字土師小字澤居山176 - ¥6,800 (¥7,800) \13,320～ （\14,800）～ - 15:00 11:00

天橋立ホテル 〒626-0001 京都府宮津市文珠310 10% 　和室　\16,674 (¥18,510) - 15:00 10:00

レム新大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 -
1名\7,000～\12,500
2名\9,000～\14,500

(\18,360)
(\21,600）

\14,000～\23,400 (¥30,240)
ﾂｲﾝ1名利用は、ﾂｲﾝ2名利用と同料金
※ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑにはバスタブはございません。

- 14:00 12:00

ﾎﾃﾙ阪急ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町 19-19 20% ¥38,016 (\47,520）～ ¥52,272 (\65,340)～ - 15:00 12:00

大阪新阪急ホテル 〒530-8310 大阪府大阪市北区芝田 1-1-35 20% ¥15,206 (¥19,008) ¥27,561 (¥34,452) ¥25,660 (¥32,076) 15:00 14:00 12:00

新阪急ホテルアネックス 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-8-1 20% ¥15,206 (¥19,008) ¥34,214 (¥42,768) ¥34,214 (¥42,768) 15:00 14:00 12:00

ホテル阪神 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-6-16 20% ¥17,107 (¥21,384) ¥23,760 (¥29,700) ¥31,363 (¥39,204) - 14:00 12:00

大阪第一ホテル 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-9-20 20% ¥17,600 (¥22,000) ¥30,400 (¥38,000) ¥30,400 (¥38,000) 15:00 15:00 12:00

梅田ＯＳホテル 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎 2-11-5 10% ¥8,330 (¥9,800) ¥14,870 (¥17,500) ¥11,470 (¥13,500) - 15:00 12:00

千里阪急ホテル 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 2-1 20% ¥12,355 (\15,444)～ ¥21,859 (\27,324)～ ¥21,859 (\27,324)～ 朝食ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ無料(朝食無料除外日12/31～1/2) - 14:00 12:00

ﾎﾃﾙ阪急ｴｷｽﾎﾟﾊﾟｰｸ 〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園 1-5 30% ¥9,563 (¥13,662) ¥16,632 (¥23,760) ¥16,632 (¥23,760)
土曜日・休前日・12/31～1/2・2/24・3/11は20％
引き

- 14:00 11:00

宝塚ホテル 〒665-0004 兵庫県宝塚市梅野町 1-46 20% ¥13,305 (¥16,632) ¥21,859 (¥27,324) ¥22,809 (¥28,512) - 13:00 11:00

六甲山ホテル 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲 1034 20% ¥12,355 (\15,444)～ ※ｼｰｽﾞﾝによって料金が変動いたします。 - 14:00 11:00

有馬ビューホテル　うらら 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町池の尻 292-2 15%
　 平日・いろは館和室
休前日・いろは館和室

\18,763(\22,074)
\23,170(\27,258)

平日・迎賓館
休前日・迎賓館

\20,599(\24,234)
\25,006(\29,418)

※期間によって宿泊料金が異なります
ご宿泊のお客様は「太閤の湯」入館料無料

- 14:30 11:00

真庭ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 〒719-3111 岡山県真庭市開田620 10% ¥6,300 (¥7,000) ¥11,880 (¥13,200) *ｽｲｰﾄ\27,810(\30,900） - 15:00 11:00

呉阪急ホテル 〒737-0051 広島県呉市中央 1-1-1 20% ¥11,404 (¥14,256) ¥16,156 (¥20,196) ¥19,008 (¥23,760) - 14:00 12:00

東京第一ホテル下関 〒750-0007 山口県下関市赤間町 6-2 30% ¥5,292 (¥7,560) ¥9,979 (¥14,256) 8/13、10/31を除く - 15:00 11:00

高松国際ホテル 〒760-0080 香川県高松市木太町 2191-1 -
1名\7,000

2名\12,000
(\9,000)
(\15,000)

1名\7,000
2名\12,000

(\9,000)
(\15,000)

5/1～5/4、8/10～8/14を除く - 15:00 11:00

ＪＲホテルクレメント高松 〒760-0011 香川県高松市浜ノ町1-1 20% ¥11,404 (¥14,256) ¥19,958 (¥24,948) ¥20,908 (¥26,316) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾂｲﾝﾙｰﾑは低層階となります。 14:00 12:00

ホテルクレメント徳島 〒770-0831 徳島県徳島市寺島本町西 1-61 30% ｽｰﾍﾟﾘｱﾀﾞﾌﾞﾙ1名\10,811 (¥15,444) ¥18,295 (¥26,136) 4/29～5/5、8/11～8/15、9/19～9/22を除く - 14:00 12:00

ザ　クラウンパレス新阪急高知 〒780-8561 高知県高知市本町 4-2-50 20% ¥10,929 (¥13,662) ¥22,809 (¥28,512) ¥20,908 (¥26,136) 5/3～5/5、8/9～8/12を除く 13:00 13:00 11:00

東京第一ホテル松山 〒790-0006 愛媛県松山市南堀端町 6-16 - ¥6,000 (¥7,722) ¥9,000 (¥11,880) ¥14,000 (¥17,820) - 15:00 11:00

今治国際ホテル 〒794-8522 愛媛県今治市旭町 2-3-4 20% ﾀﾞﾌﾞﾙ1名　\9,980～ (\12,474～) \14,732～ （\18,414～） 1名\13,871～
2名\18,533～

(\17,226～)
(\23,166～)

13:00 13:00 11:00

タカクラホテル福岡 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 2-7-21　 20% ¥11,200 (¥14,000) ¥16,800 (¥21,000) ¥22,400 (¥28,000) 12:00 14:00 11:00

レム鹿児島 〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町 1-32 - \5,000～\8,600 (¥10,800)
1名　\5,500～\9,900

2名　\6,000～\12,100
(\12,420)
（\15,120）

1名\9,500～\13,800
2名\10,000～\16,000

(\17,280)
(\19,980)

※ご宿泊料金は前払い制となっております
※ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ(ﾀﾞﾌﾞﾙ)、一部ﾂｲﾝﾙｰﾑにはバスタブはござい
ません

- 14:00 11:00

ﾂｲﾝ　\20,800 (¥26,000) ﾄﾘﾌﾟﾙ　\28,800 (¥36,000)

ﾀﾞﾌﾞﾙ　\32,000 (¥40,000) ﾌｫｰｽ　\28,800 (¥36,000)

東京第一ホテル那覇シティリゾート 〒900-0033 沖縄県那覇市久米 2-32-1 20% 1～2名　\14,400～ (\18,000)～ 1名～２名\24,000～ （\30,000）～ - 14:00 11:00

［適用期間/2015年4月1日～2016年3月31日］

※改装などによる料金変更になる場合もございます。

《お問合せ・ご予約》0120- 005- 101
営業時間 9：00～18：00（土・日・祝日は休み）

ホテル名 住所 割引率
シングル（1室料金）
（　）内は通常料金
［税金・ｻｰﾋﾞｽ料込］

ダブル（1室料金）
（　）内は通常料金
［税金・ｻｰﾋﾞｽ料込］

ツイン（1室料金）
（　）内は通常料金
［税金・ｻｰﾋﾞｽ料込］

備考（適用期間等）
◆◆特典◆◆

レイト
チェックアウト

ﾁｪｯｸｱｳﾄ

中
部
・
北
陸

―

―

―

ﾁｪｯｸｲﾝ

関
東

―

―

―

―

東
北

―

―

― ―

近
畿

―

― ―

―

―

― ―

※1泊2食付　2名様1室お一人様料金　

中
国

―

―

四
国

―

―

15:00 12:00

九
州

沖
縄

 東京第一ホテルオキナワ
 グランメールリゾート

〒904-2174 沖縄県沖縄市与儀 2-8-1 -

―

和室　\28,800 (¥36,000)
*シーズンにより宿泊料金が異なります、係員へ
お問合せ下さい

-


