※コロナの影響により、ホテル側が急遽休業、
料金が変動する可能性がございます。

表：足立区介護職員様宿泊施設一覧
エリア

宿泊施設の名称

アーバイン東京 上野 北千住

宿泊施設の所在地

〒120-0034
東京都足立区千住4丁目20−10

宿泊施設の申込み先
電話番号

03-5284-9970

URL

https://www.urbainhotels.com/tuk/

料金1泊/税込

朝食あり

10,400

朝食なし

9,900

北千住

ホテルココグラン北千住

日暮里 アパホテル TKP日暮里駅前

埼玉屋旅館

〒120-0034
東京都足立区千住3丁目40−2

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-9

〒340-0015
埼玉県草加市高砂1丁目10-10-13

03-5284-1155

http://www.cocogran
d.co.jp/kitasenju/

03-5615-1907

https://www.apahotel.
com/hotel/shutoken/t
kp-nippori-ekimae/

048-922-4141

https://saitamayaryokan.com/

048-920-1045

https://www.toyokoinn.com/search/detail/
00118

03-3844-9269

https://www.resolueno.com/

03-6689-5511

https://www.hotelwin
g.co.jp/select/uenookachimachi/

8,000

4,900

9,900

6,800

4,400

8,800

草加
東横イン草加駅西口

〒340-0034
埼玉県草加市氷川町2124-15

ホテルリソル上野

〒110-0005
東京都台東区上野7丁目2-9

ホテルウィングインターナショナルセレ 〒110-0015
クト上野・御徒町
東京都台東区東上野2丁目18-4

MIMARU東京上野EAST

〒110-0015
東京都台東区東上野4丁目26−3

03-5811-1677

https://mimaruhotels.
com/ueno-east/

7,300

7,370

5,000

×

×

駐車可能台数

×

ホテル丸谷

ベッセルイン上野入谷駅前

〒110-0013
東京都台東区入谷1丁目25番6号

上野ターミナルホテル

〒110-0015
東京都台東区東上野2-21-11

スマイルホテル浅草

〒111-0032
東京都台東区浅草6丁目35-8

ホテルサンルート浅草

〒111-0034
東京都台東区雷門1丁目8−5

03-3831-4308

03-5603-7411

http://www.hotelmarutani.com/

https://www.vesselhotel.jp/inn/ueno/

03-3831-1110

http://www.uth.co.jp/
access.html

03-5824-5533

https://smilehotels.com/hotels/sho
w/asakusa

03-3847-1511

https://sunrouteasakusa.co.jp/

×

タオル バスタオル ハブラシ ティッシュ ポット（お湯） お茶 無線Wi-fi
テレビ エアコン ボディーソープ リンスインシャンプー ドライヤー

コインランドリー 大浴場（男風呂・女風呂）ドライヤー貸
出 ズボンプレッサー貸出 加湿器貸出 コピー・FAX

Wi-Fi有線LAN ユニットバス シャワートイレ ライティングデスク
35台 先着順 セーフティＢＯＸ 冷蔵庫 加湿器つき湯沸かしサーバー 電気ケトル
500 ～ 1,000 歯磨きセット ドライヤー バスタオル・タオル テレビ 電話 エアコン
円/泊
お茶 室内スリッパ ボディーソープ・シャンプー・リンス 消臭スプレー

新聞コピー FAX アイロン貸出 宅配便受付 クリーニン
グ受付 マッサージ受付 タオル追加貸出 枕・毛布貸出

40台
600円/泊

×

×

5台
3000円/泊

4,800

8,250

×

7,700

8,800

4,500

ウエルカムフリードリンク 15:00～22:00
ランドリーコーナー
全客室にビデオ・オン・デマンド(ＶＯＤ)システムを導入
※一日見放題（1,000円／１泊）

×

×

7台
2000円/泊

タオル一式 歯ブラシ ブラシ 部屋着 スリッパ ティッシュ 綿棒 インターネット
シャンプー コンディショナ― ボディソープ 髭剃り ドリップコーヒー
バスソルト 女性用アメニティ 男性用アメニティ 鏡 電気ケトル ヘアドライヤー
冷蔵庫 テレビ 、電話（内線のみ） 携帯電話充電器 シャワートイレ

ズボンプレッサー貸出 アイロン貸出 毛布貸出 雨傘貸
出
ソーイングセット貸出 ハンガー貸出 アイスノン貸出 爪切
り貸出

冷蔵庫 エアコン ユニットバス 温水洗浄機付トイレ パジャマ 消臭スプレー
全室高速インターネット無料接続（有線LAN・WiFi）USBコンセント
電気ポット ドライヤー ボディソープ シャンプーコンディショナー スリッパ
ハミガキセット カミソリ ヘアブラシ フェイスタオル バスタオル

加湿器貸出 アイロン貸出 ヘアアイロン貸出 デスクライト
貸出 ズボンプレッサー貸出 フリードリンク
荷物預かりサービス ランドリーサービス コピー FAX
コインランドリー 自動販売機

歯ブラシ・歯磨き粉 スリッパ ボディソープ シャンプー コンディショナー
ハンドソープ バスタオル・フェイスタオル・バスマット 食器用洗剤 食器用スポンジ キッ
チンダスター ドライヤー テレビ 金庫 空気加湿洗浄機
ウォシュレット ランドリー 冷蔵庫 IHコンロ 電子レンジ 電気ケトル
アイロン 掃除機 炊飯器 トースター

コインランドリー
フロントスタッフは、日本語・英語にて対応
12か国語対応の通訳アプリも導入したタブレット

清掃ご本人様、共有スペース利用不可
(3～4室程度の提供）

ハンドタオル バスタオル 歯ブラシ・歯磨き粉 髭剃り ドライヤー
温水洗浄トイレ ボディーソープ シャンプーリンス くし・ブラシ
作務衣 冷蔵庫 TV LAN対応 WiFi(全室対応)

自動販売機 コインランドリー
大浴場 ・サウナ（男性専用）空気清浄機貸出
加湿器貸出

フェイスタオル バスタオル 綿棒 ブラシ ハブラシ カミソリ 空気清浄機
Wi-fi完備 ボディソープ ハンドタオル 液晶TV シャワートイレ ドライヤー
シャンプー リンス パジャマ スリッパ ケトル 冷蔵庫 電話 お茶セット
携帯充電器 アラーム時計 セキュリティBOX

コインランドリー 自動販売機 電子レンジ レンタサイクル
インターネット
プリントアウト（無料）菓子 和菓子
ウェルカムサービス：コーヒー・ジュース・お茶漬け

全館ワイアレスWifi完備 ズボンプレッサー テンピュール枕
テレビ 電話 冷蔵庫 ローブ ポーラ製のシャンプー、コンディショナー
ボディソープ 歯ブラシ かみそり ヘアブラシ 耳かき スポンジ ドライヤー
ケトル貸出 加湿器貸出 アイロン貸出 ヘアアイロン貸出

ルームサービス ドライクリーニング マッサージ
アロママッサージ（女性限定）ターミナル文庫
パソコン貸出 ガウン貸出 ソフトドリンク自動販売機

古い旅館

朝食無料サービス
前日までの入金が必須

キッチンあり、清掃ご本人様

※一部アメニティはフロントデスクにて提供しております。

7,700

×

3,400

２台
1500円/泊

シャンプー・リンス ボディーソープ歯ブラシセット 洗浄便座 ヘアブラシ
カミソリ ドライヤー バスタオル・フェイスタオル ボディスポンジ
ルームウェア スリッパ 内外線電 お茶セット湯沸しポット
冷蔵庫 空調設備 消臭スプレー 禁煙ルーム 無線LAN 有線LAN

コインランドリー 自動販売機
ズボンプレッサー貸出 デスクスタンド貸出 アイロン貸出
加湿器貸出
マッサージ コピー・FAX 宅配受付

34台
1800円/泊

羽毛布団 LAN Wi-Fi 液晶テレビ 洗浄機付トイレ 冷蔵庫
ドライヤー ズボンプレッサー ポット/マグカップ/グラス 空気清浄機
シャンプー・リンス ヘアブラシ ボディソープ シャワーキャップ 髭剃り
歯磨きセット 綿棒 お茶/紅茶（粉末）バスタオル フェイスタオル
ハンドタオル バスマット パジャマ（前開き/ワンピース型）

FAX ・コピー 宅急便 ランドリー 読売新聞・朝日新聞・
日経新聞・JAPAN TIMES（１階ロビーのみ）自動販売
機 製氷機 マッサージ VOD（ビデオ・オン・デマンド）

6,600

その他留意事項
（今回の割引により行わないサービス）

液晶テレビ Wi-Fi 有線LAN 除菌・消臭スプレー 冷蔵庫
コインランドリー 製氷 電子レンジ 空気清浄機（常備・貸
高級羽毛布団 お茶セット（電気ケトル・マグカップ） 使い捨てスリッパ
出）加湿器（常備・貸出）自動精算機 エレベーターセ
９台
3,000円/泊 浴衣 ハミガキセット カミソリ（レザー） ヘアブラシ ヘアゴム ボディスポンジ シャワーキャッ キュリティ 車椅子貸出 ズボンプレッサー貸出 毛布貸出
プ 綿棒 シャンプー・コンディショナー ボディソープ ドライヤー
羽毛枕貸出
バゲージラックまたはベッド下収納 温水洗浄便座 ハンガー

上野
〒110-0005
東京都台東区上野6丁目7番6号

冷蔵庫 エアコン 電気ポット LANケーブル1m ボディソープ ハンドソープ
マイナスイオンドライヤー 目覚まし時計 卓上ミラー マグカップ スティック緑茶メモ ペン バ
ゲージラック ハンガー クリップ付ハンガー 靴ベラ 靴磨き シャンプーコンディショナー 使い捨
てスリッパ 箱ティッシュ ランドリー袋 バスタオル フェイスタオル
ボディタオル バスマット 館内着 洗面コップ 消臭剤(リセッシュ）

館内サービス情報/貸出

有線・無線LAN接続無料TV マッサージチェア 空気清浄機 冷蔵庫
スパ 洋菓子店”ドンレミーアウトレット”
ドライヤー マルチ携帯充電器 温水洗浄便座 シャワーカーテンレール 消臭スプレー パ
ジャマ まくら バスタオル ハンガースリッパ 大浴場用ランドリーバック
パソコンコーナー 自動販売機（ソフトドリンク・アルコール）
５台
大浴場利用不可、5日に1度お部屋替え
ウェルカムクッキー ※季節により変わります シャンプー コンディショナー
コインランドリー 製氷機 電子レンジ・湯沸かしポット
1,500円/泊
ボディタオル 入浴剤 綿棒 シェーバー 男性用基礎化粧品 ヘアブラシ 水

6,600

15,000

客室アメニティ

タオルのみ２日に１回の交換

1週間以上滞在時の料金、
清掃ご本人様

※コロナの影響により、ホテル側が急遽休業、
料金が変動する可能性がございます。

表：足立区介護職員様宿泊施設一覧
エリア

宿泊施設の名称

ヴィアイン浅草
2/22(月)まで休業

浅草ビューホテル

宿泊施設の所在地

〒111-0032
東京都台東区浅草2-33-7

〒111-8765
東京都台東区西浅草3丁目17−1

宿泊施設の申込み先
電話番号

03-6895-5489

03-3847-1111

URL

https://www.viainn.com/asaku
sa/

https://www.viewhote
ls.co.jp/asakusa/

料金1泊/税込

朝食あり

5,500

15,500

朝食なし

4,400

13,000

駐車可能台数

浅草東武ホテル

〒111-0032
東京都台東区浅草2丁目18番8号

〒111-0032
東京都台東区浅草1-1-15

03-6837-6863

https://hoteltavinos.co
m/asakusa/

レンタルパソコン コピー FAX 宅配便 クリーニング
コインランドリー 新聞 リラクゼーション 製氷機
アイロン貸出 ズボンプレッサー貸出 綿棒貸出 爪切り貸出
各種携帯充電器貸出 毛布貸出

180台
1500円/泊

バスタオル フェイスタオル シャンプーリンス ボディソープ 歯磨きセット
ワッフル地のナイトウェア シェーバー シェービングクリーム コットン ヘアゴム
綿棒 ヘアブラシ スリッパ 加湿機能付空気清浄機 金庫 ドライヤー
シャワーキャップ

そば枕貸出 ズボンプレッサー貸出 アイロンセット貸出 デ
スクスタンド貸出 ハンドドライヤー貸出
DVDデッキ貸出 男性化粧品貸出 延長コード貸出 毛
布貸出 スリッパ貸出

×

バスタオル フェイスタオル ボディソープ シャンプー＆コンディショナー
ドライヤー ティッシュ コップ ハンガー×2×2セット フェイス＆ハンドソープ
歯ブラシ 綿棒 髭剃りセット ヘアブラシ パジャマ スリッパ
シャワー バスタブ－ 冷暖房 テレビ 無線LAN 冷蔵庫
温水洗浄トイレ 折りたたみテーブル（天板寸法 500mm×400mm）

ランドリー セルフクローク 無料軽食サービス
延長コード貸出 電子ケトル貸出 携帯充電器貸出
変換アダプター貸出 デジタル置時計貸出 加湿器貸出
アイロン・アイロン台貸出 消臭スプレー貸出
追加枕貸出 毛布貸出 ソーイングセット貸出

27台
1,320円/泊

6,500

5,000

×

7,200

6,000

×

〒111-0032
東京都台東区浅草2丁目6-7

03-5806-3155

リッチモンドホテル浅草

〒111-0032
東京都台東区浅草2丁目7番10号

03-5806-0255

https://richmondhotel.
jp/asakusa/

03-5820-3910

https://www.keikyuexinn.co.jp/hotel/asak
usabashi/

変なホテル東京 浅草橋

〒111-0053
東京都台東区浅草橋1丁目10−5

https://www.hennnah
050-5894-3780 otel.com/asakusabash
i/

×

6,810

7,900

11,400

6,000

6,600

完全予約制
1600円/泊

ホテルルートインGrand
東京浅草橋

〒111-0052
東京都台東区柳橋1-2-8

03-3864-7733

https://www.belmonthotel.co.jp/

https://www.route〒111-0053
inn.co.jp/hotel_list/to
050-5864-0363
kyo/index_hotel_id_6
東京都台東区浅草橋二丁目29番14号
61/

6,050

8,300

5,500

7,000

液晶ワイドテレビ インターネット専用ＬＡＮジャック＆ケーブル
パソコン貸出
各社対応携帯電話充電器（スマートフォン対応） 冷蔵庫 シャワートイレ
DVDプレイヤー貸出
浴室内曇り止め鏡 湯沸しポット ズボンプレッサー アイロン セーフティボックス 加湿機 プ
ラズマクラスター機能付き空調（個別切替自由） デスクライト消臭スプレー ワインオー
プナー アイスペール 洗顔フォーム ヘアドライヤー歯ブラシセット
シャンプー コンディショナー ボディーソープ 泡の洗顔ソープ 歯ブラシセット
レンタルパソコン貸出 DVDプレイヤー貸出
マイナスイオンドライヤー 髭剃りセット ブラシ 綿棒 ボディタオル
ウォッシャブルスリッパ TV デスク インターネット接続専用LANジャック
各社対応携帯電話充電器（スマートフォン対応） 冷蔵庫 シャワートイレス 湯沸し
ポット ズボンプレッサー 加湿機能付き空気清浄機
ボディソープ ボディタオル シャンプーリンス タオル バスタオル
スリッパ パジャマ ハンドソープ 歯ブラシ（G･U･M) ひげ剃り くし
コーヒー お茶 加湿空気清浄機 ドライヤー 電気ケトル
液晶テレビ 冷蔵庫（静音タイプ）サーモスタット付きシャワー
温水洗浄機能付きトイレ

バスタオル フェイスタオル ガウン ドライヤー ハミガキセット シャンプーリンス
ボディシャンプー スリッパ コットンセット(コットン、ヘアゴム、綿棒) カミソリ
ヘアブラシ お茶セット 全館Wi-Fi無料完備 バス、トイレユニット
４台
1200円/15分 液晶テレビ handy Chromecast 室内リモコン「iRemocon」
エアコン 温水洗浄トイレ 寝心地抜群のベッド
コンセント(ベッドごとに設置) 冷蔵庫 電気ケトル セーフティーボックス

浅草橋
東京 浅草橋 ベルモントホテル

その他留意事項
（今回の割引により行わないサービス）

清掃ご本人

テレビ USB充電ポート Wi-Fi エアコン加湿機能付空気清浄機
車椅子貸出 電気スタンド貸出 ズボンプレッサー貸出
冷蔵庫 セーフティボックス グラス / マグカップ ドライヤー内線用電話機
アイロン貸出 ベッドガード貸出 コンランドリー 各部屋にミ
ネラルウォーターご用意
完全予約制 電気ケトル 洋服ブラシ 靴ベラ / シューシャイン ハンガー消臭スプレー
2,700円/泊 タブレット端末型リモコン 折り畳み式荷物台 ナイトウェア 使い捨てスリッパ バスタオル
フェイスタオル 歯ブラシ カミソリ ヘアブラシ シャワーキャップ ボディタオル シャンプーコ
ンディショナーボディソープ フェイス＆ハンドソープ コットン

https://www.tobuhote
l.co.jp/asakusa/

リッチモンドホテル プレミア浅草

〒111-0053
東京都台東区浅草橋1丁目27−9

3,300

03-3843-0111

https://richmondhotel.
jp/asakusainternational/

京急EXイン 浅草橋駅前

×

館内サービス情報/貸出

バス シャワー 洗浄付便座トイレ 冷蔵庫（空） テレビ(無料) 加湿機能付き空気清
浄機 電気ケトル ドライヤー 冷暖房 ハンガー 靴べら 電話機 LANケーブル 無料WiFi/有線LAN完備 シャンプー コンディショナー ボディーソープ フェイス&ハンドソープ
（シェービングにも使えます） ハミガキセット ヘアブラシ
カミソリ バスタオル フェイスタオル 浴衣 バスマット シューシャインペーパー スリッパ

浅草
ホテルタビノス浅草

客室アメニティ

×

20台
2000円/泊

全室バス・トイレ ウォシュレット ドライヤー テレビ、電気ポット
コップ（洗面用 x 1、飲料用 x 1） 全室高速インターネット無料接続
全館・全室携帯電話 PHS受信可能 バスタオル フェイスタオル
足拭きマット シャンプー コンディショナー ボディソープ 歯ブラシセット
かみそり 浴衣 スリッパ

ウェルカムコーヒー アメニティバイキング
まくら貸出（低反発タイプ・肩こり軽減タイプ）携帯電話
充電器貸出 爪切り貸出 海外プラグ変換アダプター貸出
毛布貸出 傘貸出

「glo（グロー）」を無料貸出。※3つのフレーバー
ランドリー 製氷機 自動販売機 宅配サービス

フリーパソコンスペース コピー FAX送受信 宅配便受付
マッサージ クリーニング 電気スタンド貸出 ズボンプレッ
サー貸出 加湿器貸出 アイロン貸出 爪切り貸出 裁縫
セット貸出 自転車レンタル コインランドリー

ティーバッグ（緑茶・紅茶） 湯沸しポット グラス 温水洗浄便座
大浴場 セルフカフェ（無料） コインランドリー
ユニットバス テレビ 冷蔵庫 電話 加湿機能付き空気清浄機
乾燥機 自動販売機 全室Wi-Fi ロビーWi-fi
電気スタンド Wi-Fi 有線LAN 天井埋込形ナノイー発生機（喫煙室）
客室有線LAN
バスタオル フェイスタオル バスマット 靴べら
スリッパ ハンガー ドライヤー 甚平 消臭ミスト ボディーシャンプー
シャンプー・コンディショナー ボディスポンジ 歯ブラシ くし カミソリ 綿棒 紙スリッパ そ
の他（乳液・ボディウォッシュタオル・ジェルワックス

清掃3日に1度

