
東京エリア
19店舗

北陸エリア

Tel. 076-223-8109Tel. 076-223-8109東海エリア

Tel. 0577-36-1109Tel. 0577-36-1109

九州エリア

Tel. 092-431-1091Tel. 092-431-1091

Tel. 092-762-0109Tel. 092-762-0109

沖縄エリア

Tel. 098-833-1090Tel. 098-833-1090

北海道エリア

Tel. 0138-27-7109Tel. 0138-27-7109

Tel. 011-200-3109Tel. 011-200-3109

函館朝市 灯の湯

ホテル一覧
HOTEL  LIST

HAKODATE-ASAICHI Akari-no-Yu

近畿エリア

Tel. 06-6262-0109Tel. 06-6262-0109

Tel. 06-6214-0109Tel. 06-6214-0109
2022 年12 月1日オープン

Tel. 075-212-0109Tel. 075-212-0109

Tel. 075-221-0109Tel. 075-221-0109

東急ステイ メルキュール 大阪なんば
MERCURE TOKYU STAY OSAKA NAMBA

東京エリア
List of Tokyo

Tel. 03-3205-0109Tel. 03-3205-0109

池袋

西新宿 新宿

新宿
イースト
サイド

四谷 水道橋

青山プレミア

日本橋

門前仲町
築地

新橋

銀座

高輪

蒲田

五反田
渋谷新南口

目黒祐天寺

用賀 渋谷

JR山手線

池袋

新宿 四ツ谷

渋谷

五反田
大崎

浜松町

新橋

東京

秋葉原

上野

成田空港

東京ドーム

東京タワー

東京ディズニーリゾート®

舞浜

お台場

羽田空港
東京湾

東京スカイツリー®

品川
高輪
ゲートウェイ

Sumitomo Mitsui BankSumitomo Mitsui Bank

BankBank



ご宿泊者以外は客室フロア
に入れない安心のセキュリ
ティーシステムです。

豊富なメニューからお選び
いただける朝食を別途有料
でご用意しております。

（イメージ写真／Image photo） 盛付例（写真はイメージです）Serving sample

客室には洗濯乾燥機・電子レンジなど連泊・中長期の宿泊を快適にする設備をご用意しております。
Our guest rooms o�er the comforts of home with a kitchenette, microwave, refrigerator and washers & dryers.

Convenient for short term, weekly or long term stays.

Bathroom & Toilet

（イメージ写真／Image photo）

（イメージ写真／Image photo）

ゆとりを持たせた広めの客室で、
心身ともにリラックスできる安らぎの空間をご提供します。

Semi Double A
（イメージ写真／Image photo）

Single A
（イメージ写真／Image photo）

Our rooms are carefully designed and
furnished to maximize space, comfort and relaxation,
allowing you to rest after a long day of activities.

Excellent security system
allows only guest can enter
the guest floor.

Security system

Wide variety of menu
selections are available
with extra charge.

Breakfast (Additional charge)

Please review our cancellation policy below.

キャンセル日
Date of cancellation

1～14名 1 to 14 people

15名以上 15 people or more

不泊・当日 
No-show / Arrival date

前日 
1 day before

2日前 
2 days before

10日前
10 days before

20日前
20 days before

宿泊キャンセルについて／Cancellation Policy

お客様のご都合によりご利用を取り止めた場合、下表のとおり違約金を申し受けます。

○シングルS、レディースシングルSはシャワーブースのみの客室となります。バスタブはございません。
○レディースシングルは禁煙の女性専用フロアでございます。
＊Single S rooms and Ladies Single S rooms are equipped with shower booth only, no bath tub.
＊Ladies Single rooms are all non-smoking and located on the women-only floor.

ミニキッチン
Kitchenette

洗濯乾燥機
Washer / Dryer

面積
Room Size

16m²

15m²

16m²

16m²

15m²

16m²

16m²

18m²

ルームタイプ
Room Type

シングル／ Single

レディースシングル／

セミダブル／ Semi Double

S

A

B

S

A

B

A

B

客室数：155 Number of guest rooms:155

 Ladies Single

チェックイン・チェックアウト／Check-in Check-out

●Check-in from 3:00 pm onwards / Check-out by 11:00 am
●In case of any delay or change in arrival time, please notify the hotel.
●If you wish to check-out after 11:00 am please contact the hotel.

Please note that depending on the circumstances, we may not be able to
accept the extension.

●If you might check in after midnight, please notify the hotel. If no notification
is received, the hotel may cancel your reservation without notice.

●チェックイン／PM3:00～　チェックアウト／AM11:00まで
●チェックインが予定時間より遅くなる場合は、フロントまでご連絡ください。
●AM11:00以降のチェックアウトに関しましては各ホテルへお問い合わせください。

尚、状況により延長をお受けできない場合もございます。
●当日24時を過ぎてご連絡が無い場合は、キャンセルとさせていただく場合がございます。

料金のお支払い方法／Payment method

●Payment in full is required at check-in.
●Room rates are subject to change without prior notice.

Please check with reservations at the time of booking.
●We accept the following credit cards:

VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, JCB, TOP & CARD, UC, UnionPay 

●宿泊料金はチェックインの際、一括してお支払いいただきます。
●宿泊料金等は、予告なく変更させていただく場合もございます。ご予約の際にご確認ください。
●ご利用可能カードは、以下の通りです。

VISA・MASTER CARD・AMERICAN EXPRESS・DINERS CLUB・JCB・TOP&CARD・UC・UnionPay（銀聯）

When staying at hotels or inns within the Tokyo Metropolitan area, an additional accommodation tax is levied.

宿泊税について／Accommodation Tax

宿泊料金（1名1泊／消費税を除く）
Room rates (1 person for 1 night, consumption tax not included)

税額（1名1泊）
Tax (1 person for 1 night)

課税されません
No additional tax levied

100円　100 JPY 　
200円　200 JPY 

10,000円 未満
Less than 10,000JPY

15,000円 以上　15,000 JPY or more 

東京都内のホテル・旅館での宿泊に際し、宿泊料金に加算されます。

10,000円 以上 15,000円 未満　Between 10,000 JPY and 14,999 JPY

Every room has a spacious bathroom with a bath tub,

hand-held shower and toilet with warm water flushing toilet seat.

Relax and have a nice bath.

バスルームは、ゆったりと身体を伸ばせる広さです。また、
トイレにはシャワートイレを装備しています。

Washer / Dryer & Kitchenette

All rooms are equipped with a washers & dryers, you can pack

less and travel light. Some with a kitchenette with pots and

dishes, you can eat what you want anytime.

＊Equipment specifications di�er according to room types.

全ての客室に洗濯乾燥機を設置しており、長期の滞在も快
適にお過ごしいただけます。また、手軽に使用できるミニ
キッチンと、簡単な調理器具や食器をご用意しているお部
屋もございます。※設備仕様は部屋タイプにより異なります。

Room cleaning

“Simple cleaning” is done on request.
If you want this service, please hang the notification outside your door.
Simple cleaning includes: changing face towels, bath towels, bathmat, and nightwear, and emptying trash cans.

For multiple-night stays

In addition to the simple cleaning, “Room cleaning” will be done once a week.
Room cleaning includes: making the bed, changing towels and nightwear, replenishing in-room equipment, cleaning 
the room, and emptying trash cans.

For guests who are staying seven nights or more

連泊の場合
「簡易清掃」は希望制となります。ご希望される場合、ドア前に清掃希望の札をお出しください。
簡易清掃とは、フェイスタオル・バスタオル・バスマット・ナイトウェアの交換、及び、ゴミ箱内のゴミ回収となります。
滞在期間が�泊以上の場合
上記の簡易清掃に加え「ルーム清掃」を週�回行います。
ルーム清掃とは、ベッドメイク、タオル類・ナイトウェアの交換、室内備品の補充、室内清掃、ゴミ箱内の
ゴミ回収となります。

Air purifier with humidifying function
purifiers rooms, make your room more
comfortable throughout the year.

Free Wi-Fi is available throughout
the hotel, and Free Cable Internet
Access in every room.

Free Internet Air purifiers with
humidifying function全客室にWiFi・インターネット専用線

（LAN）を完備しています。通信費・
使用料等は無料です。

心も身体もリフレッシュ、全室に加
湿機能付き空気清浄機。


