折り込まれる面
97mm

裏表紙

山折り

100mm

駐車場
50 台

山折り

表紙
100mm

HOTEL TREND

（無料・到着順）

SAIJO
〒799-1353 愛媛県西条市三津屋南 6 番 22
アクセス

INFORMATION
●チェックイン：15:00
※プランによって、チェックイン時刻が異なる場合は、プラン優先となります。

お車の場合：今治小松自動車道 東予丹原 IC より約 6 分
電車の場合：ＪＲ予讃線 壬生川駅より 徒歩で約９分
詳しいお問い合わせはお電話かホームページまで

☎0898-65-5157
FAX：0898-65-5095
Mail：info̲saijo@hotel-trend.jp

●チェックアウト：AM10:00

ホテルトレンドグループ

※プランによってチェックアウト時刻が異なる場合は、プラン優先となります。
延長は 1 時間毎に 1,000 円（1 室）（最大 AM12：00 まで）

□ ホテルトレンド旭川 〒079-8413 北海道旭川市永山 3 条 19-1-2
北海道
TEL:0166-46-1022 / FAX:0166-46-2418

●フロントは 24 時間営業しております。

茨城県

□ ホテルトレンド水戸 〒310-0803 茨城県水戸市城南 2-6-1
TEL：029-231-6999 / FAX：029-232-0396

千葉県

□ ホテルトレンド船橋 〒273-0005 千葉県船橋市本町 2-7-10
TEL：047-437-1221 / FAX：047-437-1771

東京都

□ ホテルトレンド浅草 〒111-0032 東京都台東区浅草 1-12-9
TEL：03-5246-5211 / FAX：03-5246-5212

貸出し品などのお渡しはお手数をお掛け致しますが、
フロントまでご足労いただきますようお願い致します。
●朝食プランの方は、館内朝食会場にてお召し上がり頂きます。
※営業ご利用は AM06:30

~

AM09:00 まで

長野県

●お子様の添い寝は、小学生未満のお子様のみ可能です。
(※小学生以上のお子様は、人数に数えさせて頂いております。)

□ ホテルトレンド松本 〒390-0874 長野県松本市大手 1-3-33
TEL:0263-32-1430 / FAX:0263-32-1612
□ ホテルトレンド長野 〒380-0811 長野県長野市東鶴賀 49-3
TEL:026-233-2800 / FAX:026-233-2030
□ ホテルサンマルコ 〒574-0055 大阪府大東市新田本町 9-21
TEL:072-874-6115 / FAX:072-874-6110

添寝は 1 ベッド /1 名様まで、ツインの場合で 2 名様まで

大阪府

●無料駐車場：合計 50 台をご用意しております。

愛媛県

□ ホテルトレンド西条 〒799-1353 愛媛県西条市三津屋南 6-22
TEL：0898-65-5157 / FAX：0898-65-5095

●注意事項について

山口県

□ ホテルトレンド岩国 〒740-0018 山口県岩国市麻里布町 4-14-21
TEL：0827-23-5700 / FAX：0827-23-5701

【ご注意 -1】トラック / バスは一度ご相談ください。
【ご注意 -2】ペット同伴のお泊りはお断りさせて頂いております。

□ 寝屋川トレンドホテル 〒572-0819 大阪府寝屋川市大成町７-７
TEL:072-821-5050 / FAX:072-825-3080

検索

ホテルトレンド
お電話もしくは自社 HP からお申し込みのお客様

ドリンクプレゼント！

hotel-trend.jp

ホテルトレンド

西条

谷折り

100mm

おすすめ観光スポット

折り込まれる面

谷折り

100mm

97mm

松山・今治などアクセス至便な地となっております。
ビジネス＆レジャーに最適です。

道後温泉

日本書紀にも登場する日本最古級の温泉で、その中でも道後温泉本
館は重要文化財に指定されています。ジブリ映画「千と千尋の神隠し」
のモデルとされていることでも有名です。

Doubl e Room

Single Room
シングルルーム

お一人の宿泊に最適

カップルにぴったりのお部屋

ダブルルーム

お遍路さん
四国八十八ヶ所を巡るお遍路さん。西条市には第 60 番礼所（横峰
寺）
・第 61 番礼所（香園寺）
・第 62 番礼所（宝寿寺）
・第 63 番礼所（吉
祥寺）・第 64 番礼所（前神寺）がございます。

ビバ・スポルティア
Saijo

Twin Room
ベッドが 2 台のラグジュアリー空間

J apanes e-s t yl e Room
ツインルーム

貸出しグッズ一覧
総敷地面積 18ha の総合運動公園の中にある日本最大級の全天候型
室内運動場。様々なスポーツ活動が行われるほか、市民の森、遊具
などもあり市民の憩いの場となっています。

●ホテル周辺情報・アクセス
▶石鎚山（ロープウェイ乗り場）
▶タオル美術館
▶西条市屋内運動場
（ビバ・スポルティア saijo）
▶道後温泉
▶松山城
▶今治城
▶アサヒビール四国工場
▶JR 壬生川駅

車 40 分
車 15 分
車 10 分
車 45 分
車 60 分
車 30 分
車 20 分
徒歩 9 分

●ズボンプレッサー
●携帯充電器
●電気スタンド
●LANケーブル

●ビニール傘
●ドライヤー
●アイロン
●自転車
●加湿器
●DVDプレーヤー

※数に限りがございます。あらかじめご了承下さい。

各種サービス
●ウェルカムドリンク
●駐車場無料

●鉄骨 6 階建
●107 名様収容
●洋客室 45 室 , 和室 2 室
●全室バス・トイレ付
●無料駐車場 50 台
●自動販売機

やっぱり落ち着きます

和室

客室設備・アメニティ
全室バストイレ・シャワー
冷暖房・テレビ・温水洗浄トイレ
・バスタオル
・ハンドタオル
・リンスインシャンプー（DHC）
・ボディソープ（DHC）
・ボディスポンジ

・ドライヤー
・ガウン
・歯ブラシ
・髭剃り

以下のアイテムはフロントにてご用意しております。
・洗顔フォーム
・綿棒

・メイク落とし

・ヘアブラシ

●会議室
●レストラン（朝食会場）
●全室冷暖房完備
●コインランドリー ( 有料 )
●コピー、FAX( 有料 )

