東京スカイツリーR オフィシャルホテル＆フレンドシップホテル
OfficialHotel & Frendship Hotel

第一ホテル両国
DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU

【館内情報】
●客室数：326室 ●収容人数：650人
●http://www.viewhotels.co.jp/asakusa/
●〒111-8765 東京都台東区西浅草3-17-1
●電話：03-3847-1111
●最寄り駅：つくばエクスプレス浅草駅直結

85

錦糸町駅から徒歩3分。
絶景と美食のおもてなし。

最上階の宴会場やレストランからは、約 1.8㎞
の近さにダイナミックな東京スカイツリー、反
対側の窓からは東京タワーがご覧いただけま
す。世界一の東京スカイツリーを満喫した後は、
両国国技館や江戸東京博物館をはじめとした
東京下町の風情もお楽しみください。

最寄り駅の JR 錦糸町駅は東京駅から総武快速線で約
８分、成田・羽田両空港へのリムジンバスや東京ディズ
ニーリゾートRへの無料シャトルバス（宿泊者限定・要
予約）も発着し、ビジネスや観光の拠点としても大変便
利です。北側客室や最上階のレストランからは東京スカ
イツリーをわずか 1.5㎞先に望むことができます。

【館内情報】
●客室数：334室 ●収容人数：787人
●http://www.dh-ryogoku.com/
●〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1 ●電話：03-5611-5211
●最寄り駅：JR総武線両国駅徒歩約6分都営地下鉄大江戸線両国駅A1出口直結

【館内情報】
●客室数：383室 ●収容人数：944人
●https://www.tobuhotel.co.jp/levant/
●〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-2 ●電話：03-5611-5511
●最寄り駅：JR総武線・東京メトロ半蔵門線錦糸町駅徒歩約3分

東京スカイツリー

昔ながらの美しい日本の
心を今に伝える浅 草。春
夏秋冬様々な催し物が行
われ、活気に満ちあふれ
ています。そんな風情あふ
れる粋な街【浅 草】と天
空にそびえ立つ【東京スカ
イツリー】とが調和した街
並みをお楽しみいただけま
す。浅草ビューホテルは心
づくしのおもてなしでお客
様をお迎えいたします。

地上100mの宴会場と
レストランからの眺望は最高!!

周辺ホテル案内

下町情緒あふれる浅草の街並みと
東京スカイツリーを一望。

MAP P71

せっかくすみだに泊まるなら、
人気の東京スカイツリーが見えるホテルがおすすめです。
美しい東京の街並みと細やかなおもてなしに癒されましょう。

ASAKUSA VIEW HOTEL

TOBU HOTEL LEVANT TOKYO

ようこそすみだへ！

浅草ビューホテル

東武ホテルレバント東京
MAP P77

R
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東京スカイツリーR

周辺ホテル案内

相鉄フレッサイン 東京錦糸町

両国リバーホテル

MAP P71

12
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【館内情報】
●客室数：97室
●収容人数：140人
●http://www.riverhotel.jp/
●〒130-0026 東京都墨田区両国2-13-8
●電話：03-3634-1711
●最寄り駅：JR総武線「両国駅」西口徒歩1分

【館内情報】
●客室数：281室 ●収容人数：531人
●https://fresa-inn.jp/kinshicho/
●〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-18-7
●電話：03-5625-4203
●最寄り駅：JR総武線「錦糸町駅」、
東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩3分

カオサンワールド両国

こころに響くおもてなしで
快適な滞在をお約束します。
ヨーロピアンクラシックを
テーマにした洗練された館
内。客室や最上階のラウ
ンジ・レストランから見える
「東京スカイツリーR」は
まさに絶景。テーマパーク
や臨海副都心へのアクセ
スも良好です。オークラホ
テルズ＆リゾーツのグルー
プとして国際的なシティホ
テルにふさわしいサービス
で極上のひとときをお届け
いたします。
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【館内情報】
●客室数：150室 ●収容人数：366人
●http://www.viewhotels.co.jp/ryogoku/
●〒130-0026 東京都墨田区両国 2-19-1
●03-3631-8111
●最寄り駅：JR「両国駅」徒歩30秒

ホテルファミーINN・錦糸町
MAP P71

HOTEL FAMY INN KINSHICHO

【館内情報】
●客室数：82室 ●収容人数：107人
●http://www.famy-inn.com
●〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-17-4
●電話：03-3631-7155
●最寄り駅：JR総武線「錦糸町駅」南口徒歩1分
東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」1番出口徒歩1分

MAP P77

MAP P71

パールホテル両国
PEARL HOTEL RYOGOKU

MAP P77

両国駅＆両国国技館前！
お客様一人ひとりにあわせた
「おもてなし」をお約束します。

【館内情報】
●客室数：205室
●収容人数：410人
●http://moxytokyokinshicho.com/
●〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-4-2
●電話：03-5624-8801
●最寄り駅：JR総武線「錦糸町駅」南口徒歩5分

RYOGOKU VIEW HOTEL

錦糸町駅徒歩一分のビジネスホテル
ビジネスやレジャーの
疲れを癒します。
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モクシー東京錦糸町
MOXY TOKYO KINSHICHO

両国ビューホテル

HOTEL EAST 21 TOKYO

【館内情報】
●客室数：381室 ●収容人数：978人
●http://www.hotel-east21.co.jp/
●〒135-0016 東京都江東区東陽6-3-3
●電話：03-5683-5683
●最寄り駅：東京メトロ東西線東陽町駅徒歩7分

ユニーク、独創的、スタイリッシュ
実用性にエッジを効かせた
活気に満ちたホテルです。

【館内情報】
●客室数：30室 ●収容人数：152人
●http://khaosan-tokyo.com/ja/
●〒130-0026 東京都墨田区両国4-30-5
●電話：03-5600-0661
●最寄り駅：JR総武線「両国駅」徒歩5分
都営大江戸線「両国駅」徒歩3分

MAP P77

地下鉄大江戸線両国駅より徒歩3分。
足湯付きの大型ホステルで
新しい宿泊体験を。

KHAOSAN WORLD RYOGOKU HOSTEL

ホテルイースト21東京
MAP P77

JR 両国駅より徒歩 秒。
江戸文化を感じる客室で
寛ぎのひと時を。

RYOGOKU RIVER HOTEL

JR総武線と地下鉄大江戸線が
交差する相撲とグルメの町
「両国」
。
観光にビジネスに最適です。

2017年 月 日オープン！
錦糸町駅南口から徒歩3分。
満足と安心をお約束する「快適空間」
。

SOTETSU FRESA IN TOKYO KINSHICHO

【館内情報】
●客室数：284室 ●収容人数：480人
●https://www.pearlhotels.jp/
●〒130-0015 東京都墨田区横網1-2-24
●電話：03-3625-8080
●最寄り駅：JR総武線「両国駅」西口徒歩1分
都営大江戸線「両国駅」A4出口徒歩7分
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東京スカイツリーR

ACCESS to SUMIDA

周辺ホテル案内

すみだへ のアクセス

桜スカイホテル

お出かけには、こうした公共交通機関を利用するのがおすすめ。

■ 電車でのアクセス

電車
東京スカイツリー ®の最寄り駅は、
東武スカイツリーライン・東京メトロ
半蔵門線・都営浅草線・京成押上線・
京成成田スカイアクセス線の4路線が
乗り入れる「押上（スカイツリー前）
駅」と、同じく東武スカイツリーライ
ンの「とうきょうスカイツリー駅」の
2つです。

ONE@Tokyo
MAP P71

MAP P54

テーマは「路地」。
東京の〝新しい下町〟押上にある
街と空に開かれたホテル。

SAKURA SKY HOTEL

錦糸町駅より徒歩5分。
観光にもビジネスにも便利な
和モダンなデザイナーズホテル。

すみだへは多くの鉄道路線が乗り入れているほか、
バスや水上バスといった交通手段もあり、 好アクセス！

すみだへは、東京駅から約16分、
成田空港約47分、羽田空港約50分と、
主要駅からのアクセスも抜群。

バス
区内の移動には、墨田区内循環バ

【館内情報】
●客室数：37室 ●収容人数：74人
●http://sakuraskyhotel.jp/
●〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-9-3
●電話：03-6890-6611
●最寄り駅：JR総武線、東京メトロ半蔵門線
「錦糸町駅」徒歩5分

【館内情報】
●客室数：142室 ●収容人数：332人
●https://onetokyo.com/
●〒131-0045 東京都墨田区押上1-19-3
●電話：03-5630-1193
●最寄り駅：京成線、都営浅草線、
東京メトロ半蔵門線、東武線「押上駅」徒歩5分

ス「すみだ百景 すみまるくん・すみ
りんちゃん」がおすすめ。押上駅を

■ 墨田区内の鉄道 &
循環バスルート

起点に、北西部・北東部・南部の3ルー
トで運行していて、運賃は中学生以
上100円、小学生50円、乗り放題の
そのほか都営バスも多数運行。ま
た区外からは観光路線バス「東京→
夢の下町」が便利です。
※運賃はすべて税込
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船・水上バス
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墨田区役所前うるおい広場向かい
にある吾妻橋船着場では、
（公財）東
京都公園協会運営の「東京水辺ライ
ン」が運航中。港区のお台場海浜公
園発着場、中央区の明石町・聖路加

首
都
高
速
6
号
向
島
線

ガーデン前発着場などから利用可能
です。お台場から約1時間20分、築
地から約50分、浅草寺二天門前着場
川線

首都高速 7 号小松

から約10分。吾妻橋船着場から徒歩
約15分で東京スカイツリー ®に行く
こともできます。
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【館内情報】
●客室数：ドミトリー85床、ブース10床、個室1 ●収容人数：100人
●https://www.playsis-easttokyo.com/
●〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋2-11-1
●電話：03-6658-4800
●最寄り駅：都営浅草線本所吾妻橋駅徒歩3分
東京メトロ銀座線・東武線・都営浅草線「浅草駅」徒歩8分

MAP P55

両国旅荘 庵
ANNE HOSTEL

MAP P77

観光の拠点として便利！
旅の話題で会話が弾む
国際色豊かな宿です。

PLAYSIS EAST TOKYO

最高の東京スカイツリービュー
新しいスタイルのホステル。
屋上では隅田川の花火も楽しめます。

1日乗車券は300円とお手頃です。

プレイシス イースト トーキョー

【館内情報】
●客室数：30室 ●収容人数：140人
●http://www.j-hostel.com/yokozuna
●〒130-0026 東京都墨田区両国4-38-5
●電話：03-5600-9090
●最寄り駅：JR総武線「両国駅」東口徒歩2分、
都営大江戸線「両国駅」徒歩1分
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