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お問い合わせ・ご予約先

☎06-6636-0567
FAX:06-6636-0568

ホテルトレンドグループ

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。
●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。
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。

北海道

□ 旭川市 ホテルトレンド旭川

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

□ 台東区 ホテルトレンド東武浅草駅北 TEL:03-3843-1177 / FAX:03-3843-1179
□ さいたま市 ホテルトレンド大宮

TEL:048-642-7717 / FAX:048-642-7727

静岡県

□ 沼津市 ホテルトレンド沼津駅前

TEL:055-951-2222 / FAX:055-951-2221

□ 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

三重県

□ 鈴鹿市 ホテルトレンド鈴鹿

TEL:059-384-0050 / FAX:059-384-0051

京都府

□ 宇治市 ホテルトレンド JR 宇治駅前 TEL:0774-20-3200 / FAX:0774-20-3201

長野県

●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。
~

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。
(※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 )

愛知県

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

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

埼玉県

石川県

※営業ご利用は AM7:00

□ 台東区 ホテルトレンド浅草田原町 TEL:03-5828-3155 / FAX:03-5828-3156

□ 大東市 ホテルサンマルコ

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

□ 寝屋川市 寝屋川トレンドホテル

TEL:072-821-5050 / FAX:072-825-3080

□ 大阪市 ホテルトレンド西心斎橋

TEL:06-6484-3200 / FAX:06-6484-3201

□ 大阪市 ホテルトレンドあべの天王寺 TEL:06-6636-0567 / FAX:06-6636-0568
広島県

□ 福山市 ホテルトレンド福山駅前

TEL:084-922-7077 / FAX:084-922-7078

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 JR宇治駅前
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！

おすすめ観光スポット

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。

Single Room

Doubl e Room

平等院鳳凰堂
藤原一族の栄華を今に伝える平等院は、当時の権力者である頼通が
その財力を尽くして作った極楽浄土の世界です。10 円玉の図案と
してお馴染みで、日本を代表する文化財であることがわかります。

シングルルーム

お一人様に最適

宇治源氏物語
ミュージアム

ダブルルーム

カップルでの宿泊に最適

Twin Room

源氏物語を体現した、世界で一つの専門博物館です。光源氏や宇治
十帖の世界が模型・資料・映像などで分かりやすく紹介されており、
初めて源氏物語に触れるという方からより深く物語に入り込みたい
という方まで、幅広い層が楽しめる作りとなっています。

三室戸寺

ベッドが2 台のラグジュアリー空間

ツインルーム
客室設備・アメニティ

貸出しグッズ一覧
約1200 年前に千手観音菩薩を御本尊として創建されたお寺で、観音
信仰の西国三十三ヶ所巡礼の十番札所として多くの人が訪れます。
花の寺としても知られ、5 月にはツツジ・6 月にはアジサイ、7 月
には蓮など、四季を通じて美しい花模様を楽しむことができます。

●加湿器

●アイロン

●毛布

●携帯充電器

●延長コード

●電気スタンド

●爪切り

●ソーイングセット

●傘

※数に限りがございます。あらかじめご了承下さい。

正寿院

各種サービス
●ドリンクサービス（電話or弊社HPからご予約頂いたお客様）
●コピー・FAX（有料）

緑茶発祥の地・宇治田原に位置するお寺で、快慶作の不動明王坐像は
国指定重要文化財に登録されています。客殿にしつらえたハート型の
窓や夏に行われる「風鈴まつり」、境内で体験できる写経やヨガ
などフォトジェニックなスポットとしても注目を浴びています。

朝食会場
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
・フェイスタオル
・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6階建 ●98名様収容 ●洋客室49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

