折り込まれる面
97mm

裏表紙

山折り

100mm

東口
バスターミナル

岡山駅

N

表紙

山折り

100mm

ビックカメラ

42

路面電車

ジャンカラ

新幹線

山陽本線

高島屋

専門学校 (OIC)

TOYOTA
レンタカー
ドン・キホーテ

ホテルトレンド
岡山駅前

HOTEL TREND

「アクロスキューブ
岡山駅前4F」
1F ローソン

イオンモール

ビッグエコー

〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井 1-1-17
アクロスキューブ岡山駅前 4F
アクセス

※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。

お問い合わせ・ご予約は
お電話かホームページで

●チェックアウト：AM10:00
※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 PM12：00 まで）
●フロントは 24 時間営業しております。

~

AM9:00 まで

●お子様の添い寝は、小学生未満のお子様のみ可能です。

TEL:0166-46-1022 / FAX:0166-46-2418

茨城県 □ 水戸市 ホテルトレンド水戸

TEL:029-231-6999 / FAX:029-232-0396

千葉県 □ 船橋市

ホテルトレンド船橋

TEL:047-437-1221 / FAX:047-437-1771

□ 台東区 ホテルトレンド浅草

TEL:03-5246-5211 / FAX:03-5246-5212

東京都

●注意事項について
【ご注意】ペット同伴のお泊りはお断りさせて頂いております。

□ 台東区 ホテルトレンド浅草田原町 TEL:03-5828-3155 / FAX:03-5828-3156
□ 台東区 ホテルトレンド浅草 ANNEX TEL:03-5246-5211 / FAX:03-5246-5212
□ 台東区 ホテルトレンド東武浅草駅北 TEL:03-3843-1177 / FAX:03-3843-1179

長野県

石川県

(※小学生以上のお子様は、大人と同じ料金を頂いております )
添寝は 1 ベッド /1 名様まで、ツインの場合で 2 名様まで

FAX:086-225-7710

ホテルトレンドグループ

●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 AM7:00

☎086-225-7700

ホテルトレンド旭川

北海道 □ 旭川市

貸出し品などのお渡しはお手数をお掛け致しますが、
フロントまでお越しいただきますようお願い致します。

●JR 山陽本線「岡山駅」より徒歩で約 2 分
●山陽新幹線「岡山駅」より徒歩で約 2 分

INFORMATION
●チェックイン：15:00

ホテルトレンド

愛知県

□ 松本市 ホテルトレンド松本

TEL:0263-32-1430 / FAX:0263-32-1612

□ 長野市 ホテルトレンド長野

TEL:026-233-2800 / FAX:026-233-2030

□ 金沢市 ホテルトレンド金沢駅前

TEL:076-222-7250 / FAX:076-222-7251

□ 金沢市 ホテルトレンド金沢片町

TEL:076-261-7701 / FAX:076-261-7702

□ 岡崎市 ホテルトレンド岡崎駅前

TEL:0564-53-6511 / FAX:0564-53-6512

□ 安城市 ホテルトレンド三河安城

TEL:0566-74-7006 / FAX:0566-74-7007

□ 大東市 ホテルサンマルコ

TEL:072-874-6115 / FAX:072-874-6110

大阪府 □ 寝屋川市 寝屋川トレンドホテル

□ 大阪市 ホテルトレンド西心斎橋

TEL:072-821-5050 / FAX:072-825-3080
TEL:06-6484-3200 / FAX:06-6484-3201

岡山県 □ 岡山市

ホテルトレンド岡山駅前

TEL:086-225-7700 / FAX:086-225-7710

愛媛県 □ 西条市

ホテルトレンド西条

TEL:0898-65-5157 / FAX:0898-65-5095

山口県 □ 岩国市 ホテルトレンド岩国

TEL:0827-23-5700 / FAX:0827-23-5701

大分県 □ 大分市

ホテルトレンド大分駅前

TEL:097-574-8988 / FAX:097-574-8980

hotel-trend.jp

ホテルトレンド 岡山駅前
お電話もしくは自社

HP からお申し込みのお客様

検索

ドリンクアップサービス！

谷折り

100mm

おすすめ観光スポット

谷折り

100mm

折り込まれる面
97mm

ビジネス・レジャー・観光に最適な立地、くつろぎのひとときをご堪能ください。

Si ngl e Room

Doubl e Room

後楽園
江戸時代のおもかげを伝える庭園として多くの方に愛され、今では
日本三名園として親しまれています。季節の花が彩る広々とした
園内は歴史的文化遺産として「特別名勝」に指定されています。

ダブルルーム

シングルルーム
岡山城

T wi n R o o m

戦国時代の大名によって 8 年の歳月を費やし完成された岡山城は、
天守閣の壁に黒漆塗りの下見板を取付ける時代の特徴から外観が
黒く烏城 ( うじょう ) とも呼ばれています。

ツインルーム

倉敷
●加湿器

●ビニール傘

●爪切り

●携帯充電器

●ズボンプレッサー

●電気スタンド

●延長コード

●ドライヤー

※数に限りがございます。あらかじめご了承下さい。

瀬戸大橋

各種サービス
●ウェルカムドリンク

本州と四国を結ぶ巨大な橋として多くの人が利用しています。鷲羽山
展望台は夕景・夜景１００選のふたつの絶景を持つ最高のビュース
ポットで、瀬戸大橋の壮大な橋梁の連なりを見渡すことができます。

朝食会場

客室設備・アメニティ

貸出しグッズ一覧
昔ながらの風情がある情緒豊かな町並みの倉敷は全国的に有名で、
江戸・明治時代に作られた邸宅や土蔵など、伝統的な建物が並んで
いるのでしっとりとした大人の旅にはぴったりの観光地です。

コインランドリー

●コピー・FAX（有料）

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
・シャンプー（DHC）
・コンディショナー（DHC）
・ボディソープ（DHC）
・ガウン

・スリッパ
・歯ブラシ
・髭剃り
・電気ケトル
・消臭スプレー

以下のアイテムはフロントにてご用意しております。（無料）
・洗顔フォーム
・メイク落とし
・綿 棒
・ヘアゴム

●鉄骨 9 階建 (4〜9 階部分 )
●洋客室 77 室
●全室温水洗浄トイレ完備
●全室冷暖房完備
●全室バス・トイレ付
●全室冷蔵庫完備
●全室有線 LAN 完備
●コピー、FAX( 有料）

・ヘアブラシ

●Wi-Fi 館内 OK

