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ホ    テ    ル 所    在    地 料    金 Check  In / Out 交        通

ホテル シーサイド江戸川 〒134-0086 特別和室 2室 IN/14:00  OUT/10:00 所要時間    52分

  江戸川区臨海町６-２-２ 特別洋室 １室 門限 / なし   船堀駅

TEL.03-3804-1180 和室 26室 2食付き  税・サ込    （都営新宿線）⇒一之江駅

FAX.03-3804-1175   JR京葉線  葛西臨海公園駅  徒歩3分 和洋室 2室    （都バス）     ⇒葛西臨海公園

http://www.hotel-seaside-edogawa.com/   駐車場 ： 11台 （無料）

ビジネスホテル サンネックス船堀 〒134-0091 シングル 75室 6,700円 IN/15:00  OUT/10:00 所要時間     1分 （徒歩）

  江戸川区船堀1-7-19 ダブル  5室 10,000円 門限 　/　平   日     なし

TEL.03-5674-3111   都営新宿線  船堀駅  徒歩3分
 　　　　土日祝 午前0時

FAX.03-5674-3113   駐車場 ： 10台(無料・先着順) 税・サ込

瑞江第一 ホテル 〒134-0011 シングル 168室 7,035円～ IN/15:00  OUT/10:00 所要時間     8分

  江戸川区瑞江2-6-16 ツイン 3室 12,600円～ 門限 / なし    船堀駅

TEL.03-5243-8000 ダブル 5室 10,500円～ 税・サ込        （都営新宿線）⇒瑞江駅

FAX.03-5243-8354   都営新宿線  瑞江駅北口  徒歩0分 トリプル 2室 18,900円～ 北口 徒歩0分

http://www.mizue-dh.co.jp/   駐車場 ： 15台 （一泊 1,050円）要予約

リフレフォーラム 〒136-0072 シングル 8,190円 IN/15:00  OUT/10:00 所要時間    11分

  江東区大島7-37-11 ツイン (2名1室）14,280円 門限 / 2：00    船堀駅

TEL.03-5609-1201   都営新宿線  東大島駅  徒歩6分 和室 (3名1室）17,640円 税・サ込        （都営新宿線）⇒東大島駅

FAX.03-5609-3783   駐車場 ： 2台 （一泊 1,050円）要予約 徒歩6分

http://www.refre-f.com/

アネックス ホテル エドアイト 〒130-0024 シングル 34室 7,140～9,180円 IN/17:00  OUT/10:00 所要時間   13分

  墨田区菊川2-3-8 ツイン 14室 11,760～12,240円 門限 / 2４：00    船堀駅

TEL.03-5600-2291   都営新宿線  菊川駅A2出口徒歩1分 税・サ込        （都営新宿線）⇒菊川駅

FAX.03-5600-2295   駐車場 ： 4台 （一泊1,000円）要予約 A2出口 徒歩1分

http://www.anexhotel.com/

アパ ホテル 東京大島 〒136-0072 シングル ７,000～9,500円 IN/15:00  OUT/11:00 所要時間   15分

  江東区大島1-8-7 ツイン 15,000～ 20,000円 門限 / なし    船堀駅

TEL.03-3638-5111 ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ 12,000円        （都営新宿線）⇒住吉駅

FAX.03-3638-5129   都営新宿線  住吉駅A4出口徒歩5分 ＤＸﾂｲﾝ 22,000～23,000円 税・サ込 A4出口 徒歩5分

http://www.apa.co.jp/hotel/hotelojima.html   駐車場 ： 4台 （一泊1,575円）先着順

ホテル エドアイト 〒135-0004
シングル
(和室有) 47室 6,000～7,000円 IN/17:00  OUT/10:00 所要時間   15分

  江東区森下3-5-23 ツイン 3室 10,000円 門限 / 24：00    船堀駅

TEL.03-3635-8888 ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ 9室 9,000円 税・サ込        （都営新宿線）⇒森下駅

FAX.03-3631-7987   都営新宿線・大江戸線  森下駅A6出口徒歩3分 和室 4室 7,000～15,000円 A6出口 徒歩3分

http://www.edoite.co.jp/   駐車場 ： 7台 （一泊1,000円）

ホテル サン・モリシタ 〒135-0004 シングル 32室 6,300～7,000円 IN/16:00  OUT/10:00 所要時間   15分

  江東区森下3-6-2 ツイン 6室 11,000～１2,000円 門限 / 24：00    船堀駅

TEL.03-3631-4311   都営新宿線  森下駅A3出口徒歩2分 和室 1室 12,000～15,750円 税・サ込        （都営新宿線）⇒森下駅

FAX.03-3631-4454   都営大江戸線  森下駅A6出口徒歩2分 ｾﾐﾀﾞﾌﾞﾙ 9室 9,450円 A3出口 徒歩2分

http://www.sunmori.com/   駐車場 ： 3台 （予約制）

ホテルイースト21東京 〒135-0016 シングル 126室 17,325～20,790円 IN/14:00  OUT/11:00 所要時間    25分

  江東区東陽町6-3-3 ツイン 204室 25,410～38,115円 門限 / なし    船堀駅（都営新宿線）⇒住吉駅

TEL.03-5683-5683   東京メトロ東西線　東陽町駅　徒歩7分 ダブル 67室 25,410～36,960円 税・サ込        住吉駅⇒（都バス）

FAX.03-5683-5775   駐車場 ： 120台（無料） スイート 4室 51,975～69,300円 東22系統/東陽町駅・東京北口行

http://www.hotel-east21.co.jp/ 和室 3室 46,200～103,950円 ⇒豊住橋（ｲｰｽﾄ21）下車

ホテル サンパティオ 〒134-0088 シングル 92室 6,300～7,350円 IN/16:00  OUT/10:00 所要時間    30分

  江戸川区西葛西3-15-5 ツイン 23室 9,450～12,075円 門限 / なし

TEL.03-3877-3810   東京メトロ東西線 ＤＸﾂｲﾝ 5室 16,800円 税・サ込    船堀駅前

FAX.03-3877-3815                西葛西駅北口  徒歩1分 ダブル 26室 8,400～9,450円        （都バス）⇒西葛西駅前

http://www.sunpatio.com/top.htm   駐車場 ： 立体駐車場 25台 （無料） ＤＸﾀﾞﾌﾞﾙ 5室 12,600円

ホテル パークレーン西葛西 〒134-0088 シングル 113室 8,900～10,500円 IN/15:00  OUT/10:00 所要時間    30分

  江戸川区西葛西6-17-9 ツイン 38室 10,500～16,000円 門限 / なし    船堀駅前

TEL.03-3675-8900   東京メトロ東西線 ダブル 11室 11,500～１9,000円 税・サ込        （都バス）⇒西葛西駅前

FAX.03-3675-9208               西葛西駅南口  徒歩2分 トリプル 22室 22,500円

http://www.htlparklane.co.jp/  駐車場 ：立体 20台(1,500円)屋外15台(1,800円)要予約 ※ビジネスマンプラン有り

12,456～19,707円

部   屋   数

タワーホール船堀 周辺宿泊施設ガイド

注） 宿泊等については、直接施設にご確認下さい。

15,206～29,706円


