「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

早
良
区

住所

ＡＭＰ

ＦＬＡＴ

Ｎｉｓｈｉｊｉｎ３

ＡＭＰ

ＦＬＡＴ

Ｎｉｓｈｉｊｉｎ５（Ａｒｋ

Ｎｉｓｈｉｊｉｎ２）
Ｔｈｅ

Ｇｕｅｓｔ

早良区⻄新⼀丁⽬１１番１４号
4F
早良区⻄新五丁⽬１番３１号
５階

Ｈｏｕｓｅ

ＣｏｃｏＣｏｎ

TEL
092-718-3822

https://amp-flat.com/

092-718-3822

https://amp-flat.com/

その他施設紹介(100⽂字まで)
地下鉄⻄新駅から徒歩7分圏内の好⽴地な場所にございます♪近くに商店街もあり美味しい飲⾷店も数多くございま
す︕お洒落なワンフロア貸しでグループやご家族におすすめです︕
地下鉄⻄新駅から徒歩7分圏内の好⽴地な場所にございます♪近くに商店街もあり美味しい飲⾷店も数多くございま
す︕お洒落なワンフロア貸しでグループやご家族におすすめです︕

http://fukuokaconne.sakura.n

１⽇１組様限定の⼀等貸し切りで他のお客様との接触ゼロ︕また、キッチンや洗濯乾燥機もあり、無料無線Wi-Fiを利

e.jp/

⽤して、テレワークしながらの⻑期滞在もお薦めです。連泊の⽅には近隣駐⾞場代⾦の補助あり︕

https://www.trs-

お部屋の広さは44〜82㎡、1室最⼤6名様迄利⽤可。福岡PayPayドーム迄徒歩10分。

fukuoka.co.jp/

駐⾞場完備（有料）

早良区⻄新三丁⽬６番２号

090-8357-0745

ザ・レジデンシﾔルスイート・福岡

早良区百道浜⼀丁⽬３番７０号

092-846-8585

シーサイドホテル

早良区百道浜⼀丁⽬７番４号

092-822-5001

http://www.ihwgroup.co.jp/

早良区⼤字椎原１２０３番

092-804-2640

http://www.miharusou.co.jp/

福岡市内では数少ない天然温泉の⼩さな割烹旅館です。

https://vacation-

⻄新商店街のすぐ側、暮らすように泊まれるホテルです。ひとり旅やグループ・⻑期滞在にも対応しております。ここ

stay.jp/listings/62656

から福岡の魅⼒を、楽しさを、美味しさを、素晴らしさを感じてください。

ｎｅ福岡⻄新

椎葉温泉

割烹旅館

ツインズももち

みはる荘

早良区城⻄三丁⽬２１番３１号

棲家

３０１号、５０２号、６０１号、６０２ 090-1954-9317
号、７０１号

プラスワン藤崎

早良区藤崎⼀丁⽬２０番３号

中 Ａ ＧＯＯＤ ＤＡＹ ＦＵＫＵＯＫＡ ＲＩＶＥ
央 ＲＳＩＤＥ
区

HP URL

2020/9/9 現在

中央区春吉⼀丁⽬１１番３６号
ＳＴビル ２・３・４・５階

070-4327-9529

https://www.plusone1.xyz/

092-717-5575

http://www.agoodday.me/ja/

092-724-2222

アゴーラ福岡⼭の上ホテル＆スパ

中央区輝国⼀丁⽬１番３３号

092-771-2131

アパートメントホテル天神ＴＵＭＵＧＵ

中央区渡辺通三丁⽬７番１０号

092-718-3822

アパホテル 福岡天神⻄

中央区⼤名1-9-39

092-720-6786

https://www.arkhotel.co.jp/fukuoka/

シﾖン。天然温⽔浴場やスパ、駐⾞場を備えたアーバンリゾートステイをお楽しみください。

https://amp-flat.com/

el/kyushu/fukuoka-tenjinhttps://www.apahotel.com/hot

092-526-1111

２，３階

092-718-3822

天神にありながら、緑溢れる落ち着いた環境でお出迎え致します。ビジネス、観光の拠点としてご利⽤下さい。

博多駅からわずか20分の都⼼部にありながら、喧噪から離れた⾼台の⽊々に囲まれた、市内を⼀望できる随⼀のロケー

https://www.apahotel.com/hot

中央区警固⼀丁⽬４番２１号

もグループでも⼗分満⾜していただける広さをリーズナブルな価格で提供しております。またホテルとしての最低の機

hilltop.com

el/kyushu/fukuoka-watanabedori/

Ｋｅｇｏ

タリです。

https://agorafukuoka-

nishi/

ＦＬＡＴ

プラスワン藤崎は福岡にる宿泊施設です。ここからは福岡ドームや天神、博多駅へのアクセスも良く、滞在拠点にピッ

能であるフロントデスク、駐⾞場スペース、カフェスペース、朝⾷の提供も有しております。

中央区天神三丁⽬１３番２０号

ＡＭＰ

す。

A GOOD DAYはご機嫌をコンセプトに2017年にスタートしたホテルです。ホテルの特徴は部屋の⼤きさです。家族で

アークホテルロイヤル福岡天神

アパホテル〈福岡渡辺通駅前〉ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ 中央区清川⼀丁⽬１０番１号

PayPayドームまで徒歩７分の距離で野球観戦等には好⽴地。近郊には福岡タワー・博物館もあり観光名所も豊富で

https://amp-flat.com/

1

天神まで徒歩８分圏内、渡辺通沿いのお洒落なアパートメントホテル♪５⼈部屋、６⼈部屋がございますので、ご家族
やグループにもお勧めです︕
２０２０年５⽉２５⽇オープン

福岡の中⼼地、天神・⼤名のホテルです︕福岡市営地下鉄空港駅「⾚坂駅」（4番出

⼝）より徒歩４分の好⽴地。ビジネス・ショッピング・観光、様々な⽤途に最適です︕
博多駅（博多⼝）からバスで約7分。※バス停「博多駅前B,C,Dのりば」（「薬院駅」または「六本松」を通る各バス
に乗⾞し、バス停「柳橋」下⾞）
天神や薬院エリアにアクセスのよい⼀軒家♪Popin Aladdin完備なのでプロジェクターで映画鑑賞も可︕周りに美味し
い飲⾷店も多くございます。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

住所

中 ＡＭＰ ＦＬＡＴ Ｔｅｎｊｉｎ Ｍｉｎａｍｉ
央 （御⼿洗ビル）
区

ＡＭＰ

ＦＬＡＴ

Ｔｅｎｊｉｎ

Ｍｉｎａｍｉ

ＡＭＰ

ＦＬＡＴ

Ｈａｒｕｙｏｓｈｉ

ＩＯＮ

ＳＴＡＹ

２
Ａ

https://amp-flat.com/

天神にアクセス抜群な渡辺通の⼀軒家♪周りに美味しい飲⾷店を数多くございます︕グループやご家族にお勧めです︕

中央区渡辺通⼆丁⽬２番５号

092-718-3822

https://amp-flat.com/

天神や薬院エリアにアクセスのよい⼀軒家♪周りに美味しい飲⾷店も多くございます。ご家族やグループにおすすめ︕

中央区春吉⼆丁⽬１６番２７号

092-718-3822

https://amp-flat.com/

中央区今泉⼀丁⽬１０番１２号

092-282-9780

http://iwakyukousan.com/

ＪＯＪＯビル

https://booking.com/hotel/jp/f
080-3220-3610

092-712-5800

ヴァリエホテル天神

中央区⼤名⼆丁⽬８番１２号

092-739-0400

中央区天神３丁⽬３番２０号

050-1745-5658

＃１

-area-nakasu31.ja.html#availability

中央区⿊⾨４番３７号

Ｔenjin

その他施設紹介(100⽂字まで)

092-718-3822

岩井ホテル

ORIGO

HP URL

中央区渡辺通⼆丁⽬２番１７号

中央区春吉三丁⽬１２番２６号

いちに荘

TEL

2020/9/9 現在

天神や博多にアクセス抜群の春吉エリアの⼀軒家♪周りに美味しい飲⾷店も数多くございます。グループやご家族にお
勧めです︕
福岡市の中⼼。天神へ徒歩3分、５ＬＤＫ２５０㎡、ワンフロアをすべて貸切るコンドミニアム。他との接触をするこ
となく、安⼼してお過ごしいただけ、最⼤20名宿泊可能。⾷材購⼊やデリバリーでホームパーティーもＯＫ．
福岡市内の中⼼地にあり天神、博多駅へのアクセスも良好。各客室内にキッチン、お⾵呂、トイレ、ランドリー、WiFi、消毒液完備。グループやご家族でのご利⽤もぜひお問い合わせください。

https://www.courthotels.co.jp 地下鉄天神駅の1番出⼝から徒歩2分と観光・ビジネスに絶好のロケーション。全社で、安⼼・安全の取り組みとし
/valie_tenjin

て、”サーモカメラの導⼊”や”パブリック・客室の消毒”を実施中。
2020年5⽉にオープンしました︕地下鉄天神駅から徒歩3分でアクセス抜群。

https://origo-hotels.com/

必要なものだけを置いたシンプルでお洒落なホテルです。
感染症対策にも取り組み、お客様をお待ちしております。

カンデオホテルズ

ザ・博多テラス

中央区春吉⼆丁⽬４番１４号

092-734-0300

カンデオホテルズ福岡天神

中央区渡辺通五丁⽬１４番５号

092-738-5600

クインテッサホテル福岡天神南

中央区⽩⾦⼀丁⽬１８番３号

092-707-1691

グスク

グスク

グスク

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 天神

中央区⾼砂⼀丁⽬１５番１０号
ﾙﾈｯｻﾝｽ21薬院ｻｳｽ902,911,1002号室
中央区春吉⼆丁⽬８番２５号
エスコート春吉３０１，５０３
中央区⾼砂⼀丁⽬１５番１０号
ルネッサンス２１薬院サウス４０８号室

中央区清川⼆丁⽬１８番１９号

http://www.condeohotels.com
/ja/fukuoka-hakata/

ではなく、⼼の贅沢を味わえる、あなただけの特別な私邸ホテル。 スタッフが⼼を込めて〜Only One〜のお⼿伝いを
させていただきます。

http://www.condeohotels.com 天神という九州最⼤の繁華街にありながら、静寂とやすらぎを感じられる露天⾵呂。⼼と体が求める⾷べ合わせを思い
/ja/fukuoka-tenjin/

のままに選べる幸せの朝⾷。

http://quintessahotels.com/fuk 天神・薬院の地に2019年12⽉にオープンし、ビジネス・観光で訪れるお客様へさりげないホスピタリティをご提供い
uoka-tenjin-minami/

092-724-3071

https://www.beds.co.jp/

092-724-3071

https://www.beds.co.jp/

092-724-3071

https://www.beds.co.jp/

092-292-2431

あなただけが知っている、博多の⼤⼈の隠れ家。アーバンリュクスな時間と空間を。都会にいながらも、物質的な贅沢

たします。

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞渡辺通り・薬院エリアにも好アクセスで、ビジネスの
b-tenjin/

⻑期滞在にも◎全室にキッチン完備︕

2

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

中
央
区

住所

TEL

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 博多春吉

中央区春吉⼆丁⽬２番３８号

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 春吉

中央区春吉三丁⽬１６番２７号

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 福岡

中央区春吉⼆丁⽬１０番１号

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 福岡天神

中央区渡辺通３丁⽬６－２

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 薬院

中央区薬院⼀丁⽬１６番１５号

092-292-2431

ＫＫＲホテル博多

中央区薬院四丁⽬２１番１号

092-521-1361

警固サムライ

中央区警固⼆丁⽬１３番２１－６０３号 050-3631-5867

コートホテル福岡天神

中央区春吉三丁⽬２１番１０号

092-733-0330

ザ・ビー福岡天神

中央区天神⼀丁⽬２番1号

092-751-5000

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞キﾔナルシティ徒歩７分、那珂川をこえたらすぐ、福
b-hakataharuyoshi/

岡観光に便利︕寛げるソファー・キッチン・洗濯機完備で連泊にもオススメ。

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞天神駅徒歩10分、春吉橋5分。中洲屋台や天神・キﾔ
b-haruyoshi/

ナル徒歩圏内。リビングスペース、キッチン、洗濯機あり。（⼀部客室なし）

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞キﾔナルシティ徒歩7分、福岡駅徒歩10分。最⼤11名
b-fukuoka/

定員客室あり。全室リビングスペース・キッチン・洗濯機完備︕
＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞天神駅徒歩10分、春吉橋5分。中洲屋台や天神・キﾔ
ナル徒歩圏内。リビングスペース・キッチン・洗濯機あり。（⼀部客室なし）

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞博多駅徒歩12分。2階建、各階1室のみで、2部屋ご予
b-yakuin/

約で1棟貸し切りも可能。全室洗濯機・キッチン・リビングスペース完備︕

http://www.kkr-hakata.com

https://www.airbnb.jp/users/s
how/30901661

JR博多駅・天神へと好アクセス。閑静な住宅街に位置し、ビジネスに観光に最適なホテル。客室は全室禁煙、全館で無
料wi-fiを利⽤可能。和室・バリアフリールームの客室も備え、多様なニーズにお応えします。
侍をコンセプトにドアを開けた瞬間から江⼾時代にタイムスリップする空間をデザインしています。徳川家康・織⽥信
⻑・豊⾂秀吉部屋の3つの違うコンセプトのお部屋をお楽しみください。24時間出⼊りOK。エレベーター付き。光イ
ンターネット導⼊。毎⽇除菌を徹底している安⼼空間です。

https://www.courthotels.co.jp 天神駅から徒歩10分、中洲へは徒歩5分。繁華街にありながら、静粛性が⾼く、ゆとりのある客室が⼈気︕コートホテ
/fukuokatenjin/
https://www.thebhotels.com/theb/fukuokatenjin/

ルズのガイドラインにおいて、サーモカメラ導⼊や徹底消毒など、感染予防を実施中。
九州最⼤の商業エリアとなる「天神」と屋台で有名な繁華街「中州」の中間にある「the b 福岡

天神」は、ふたつの

エリアの活気とその魅⼒に触れることのできる最⾼のロケーション。

中央区唐⼈町三丁⽬３番１４号

さくらハウス

さくらハウス

050-5532-4854

https://lilyhouse-fukuoka.com

101,102,103,301,302,303号室

Ｓｕｎｎｙ Ｄａｙ

膳・お宿

ｋｉｙｏｋａｗａ

⻄亭

ソラリア⻄鉄ホテル福岡

中央区清川三丁⽬２４番５号

博多駅、天神駅から⾞で約１０分の１LDKのお部屋です。（33平⽶）キッチン、洗濯機がありますので、ご家族の滞在

Ａｘｉｓ天神南壱番館９０１，９０２号 090-7471-4273

や、連泊されたいお客様におすすめです。徒歩1分以内にコインパーキングがありますので⾞でお越しのお客様にも⼈

室

気です。（1時間100円、20時〜8時は５００円〜７００円）

中央区⽩⾦⼀丁⽬８番１０号

092-531-7777

中央区天神⼆丁⽬２番４３号

092-761-6500

ダイワロイネットホテル福岡⻄中洲

中央区⻄中洲１番９号

092-409-3155

タカクラホテル福岡

中央区渡辺通⼆丁⽬７番２１号

092-731-1661

https://www.zen-oyadonishitei.com/
https://nnrh.com/solaria/fukuoka

昭和初期に建てられた古⺠家で、にっぽんの⾵景をお愉しみいただけます。
福岡の中⼼天神に位置し絶好のロケーションとエンターテイメントが融合したシティリゾート。プライベートを重視し
たお部屋の広さは、ゆったりとしたインターナショナルサイズ。こだわりのインテリアで統⼀されたお部屋でお寛ぎ下
さい。

https://www.daiwaroynet.jp/f
ukuoka-nishinakasu/
https://www.takakura-

福岡市内初のシティホテルとして誕⽣した⽼舗。「北イタリアのプチホテル」をテーマにヨーロッパ直輸⼊のインテリ

hotel.co.jp/

アが彩る館内で、きめ細やかなおもてなしを提供。また『味のタカクラ』と称される料理も⾃慢の1つ。
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

中
央
区

ＴＡＢＩＳＡＩ

住所
中央区清川⼆丁⽬１３番３４号

ＳＵＩＴＥ

ＰＲＥＭＩＡＧＥ天神南６０１号室

TEL
092-534-5020

https://tabisaihotel.com/suite/

https://www.tokyustay.co.jp/

東急ステイ福岡天神

中央区春吉三丁⽬２１番２４号

092-762-0109

東横ＩＮＮ博多⻄中州

中央区⻄中洲１番１６号

092-739-1045

東横イン福岡天神

HP URL

https://www.toyokoinn.com/search/detail/00044/

その他施設紹介(100⽂字まで)
博多駅・天神からのアクセス良好の好⽴地ホテル︕ワンフロア貸切のため、周りの宿泊者に気を使わず宿泊可︕福岡観
光、ビジネスにオススメ︕
『ドラム式洗濯乾燥機』と『電⼦レンジ』『加湿機能付空気清浄機』を完備しております。ビジネスのお客様はもちろ
ん、ご旅⾏、観光のお客様にも快適にお過ごしいただけます♪
店舗は、今福岡で注⽬の⼤⼈の街「⻄中洲」に位置し、周りには隠れ家的な飲⾷店がたくさんございます。⼜、天神・
博多・中洲とおでかけには好⽴地な場所にあります。「博多名物の屋台街」やコンビニもいっぱいで⽼若男⼥全てのお
客様にご満⾜いただけると思います。どうぞ、ごゆっくりお寛ぎ下さいませ。

https://www.toyoko-

古くから⼤陸との交流拠点都市として発展を遂げてきた福岡。その中⼼の天神に位置する当ホテルは、どこへ⾏くにも

inn.com/search/detail/00218

便利です。⾷・シﾖッピング・レジャーの拠点としてご利⽤ください。お待ちしております‼

中央区渡辺通五丁⽬１５番１４号

092-725-1045

中央区⾼砂⼀丁⽬１９番６号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

中央区⾼砂⼀丁⽬１９番５号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

中央区唐⼈町⼀丁⽬９番１９－１号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

⻄鉄イン天神

中央区渡辺通四丁⽬７番１号

092-713-5454

⻄鉄イン福岡

中央区天神⼀丁⽬１６番１号

092-712-5858

⻄鉄グランドホテル

中央区⼤名2-6-60

092-781-0711

https://nnr-h.com/grandhotel/

ニッセイホテル福岡

中央区⾚坂⼀丁⽬１５番３１号

092-732-0900

http://nisseihotelfukuoka.com/

博多グリーンホテル天神

中央区⼤名⼆丁⽬９番１１号

092-722-3636

博多サンライトホテル檜乃扇

中央区清川⼆丁⽬６番２３号

092-522-0080

http://hino-ohgi.jp/

博多フローラルイン中洲

中央区⻄中洲５番１０号

092-735-1100

http://www.hotelfloral.com

旅籠天神プライベート

中央区天神五丁⽬７番１２号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ＴＡＫＡＳＡＧＯ

A（トリッ

ＴＡＫＡＳＡＧＯ

B（トリッ

プポッド⾼砂Ａ）
ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

プポッド⾼砂Ｂ）
ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ＴＯＪＩＮ―ＭＡＣＨＩ

（トリップポッド唐⼈町Ａ）

Ａ

2020/9/9 現在

https://nnr-h.com/n-

⻄鉄福岡（天神）駅南⼝より徒歩約5分。天神エリアの南に位置し、ビジネス出張やショッピング、レジﾔーにも最適で

inn/tenjin/

す。

https://nnr-h.com/ninn/fukuoka/
福岡の中⼼街に位置し1969年の創業以来、国内外の賓客をおもてなしする「国賓待遇の迎賓館」として半世紀に渡り
愛されるシティホテル。受け継れる洗練されたサービスとおもてなしの⼼でお迎えいたします。
福岡の天神の中⼼で、くつろぎの空間をご⽤意しました。普段と少し違った空間で⼼と、体を癒していただきたと思い
ます。

http://www.hakata-

福岡の都⼼部、天神地区・⼤名地区に徒歩圏内。⼼躍る魅⼒的な福岡ステイに便利な全150室。特に⼥性の快適な滞在

green.co.jp/

を⽬指し、きめ細やかな⼯夫を凝らしました。上品なインテリアに囲まれ、1⽇の疲れを癒しませんか。

4

ホテルは福岡市の中⼼「天神・中洲」まで徒歩3分の好⽴地でありながら、都会の喧騒をわすれさせてくれる閑静な町
「⻄中洲」にあります。観光・ショッピング・少し贅沢なグルメ旅⾏など、福岡の魅⼒を存分にお楽しみください。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを
⾏います。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

中
央
区

住所

TEL

浜の町病院前エスビーホテル

中央区⻑浜⼀丁⽬２番２４号

092-717-6600

春吉庵

中央区春吉⼆丁⽬８番２１号

080-4992-0224

Ｈｅａｌｉｎｇ

中央区渡辺通５－１５－３３

Ｈｏｕｓｅ

ヒット天神（ＨＩＴ

モントーレ天神セントラルスクエア

HP URL
http://www.sbhotel.net

https://airbnb.com/h/privatehouse-fukuoka

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
北天神ランプより⾞で1分

天神中⼼街より徒歩5分

喧騒の中⼼街を離れた閑静なホテルです。

キﾔナルシティ博多より徒歩5分
⼀軒家の和室部分を貸し切りでご利⽤いただけます。
最⼤7名まで宿泊可能／敷地内に無料駐⾞場有り

080-2757-1795

天神中⼼地から徒歩５分。最適な⽴地です。ゆっくりとお寛ぎ頂ける空間作りを⼼がけています︕

092-717-2710

天神駅から徒歩2分。お買物にビジネスに便利な⽴地です。

中央区天神四丁⽬４番１８号

Ｔｅｎｊｉｎ）

ヒット天神BLD 301，302，305，
401，405，406号室

ピュア天神

中央区春吉三丁⽬１６番１９号

092-717-1040

ヒルトン福岡シーホーク

中央区地⾏浜⼆丁⽬２番３号

092-844-8111

Ｆａｍｉｌｙ Ｃｏｔｔａｇｅ薬院南

中央区⼤宮２－１－２７

092-718-3822

フォレストイン天神南

中央区清川⼀丁⽬１３番８号

092-791-3287

中州・天神にアクセス良。全室20㎡の広々タイプ全客室内ｗｉｆｉ無料。さらにポケットｗｉｆｉもついています。コ
ンビニ徒歩2分、スーパー徒歩１分の便利さにキッチン電⼦レンジ付きです。
https://www.hiltonfukuokasea 博多湾に臨むホテルは全室オーシャンビﾕー。「都市景観１００選」に選ばれたシーサイドももち地区に位置し、海ま
hawk.jp/

で徒歩３分。都会にいながらリゾート感覚を味わえます。

https://amp-flat.com/

フォレストテラス天神南

ルリノベーションしましたので、新築同様の設備。バストイレは別々のセパレートタイプ。
⺠泊（別名バケーションレンタル）から派⽣した家具付きのパートメントホテル。ホテルの快適性とアパートメントの

092-791-3287

利便性・設備のハイブリッドタイプの施設。居室は37㎡、バストイレは別々、洗⾯台も浴室外。

101,102,201,202

ＦＵＫＵＯＫＡ

Ｋｏｒｙｏｕ

Ｇｕｅｓｔ

Ｈｏ

中央区渡辺通５－１０－２７

090-8382-5416

福岡アルティ・イン

中央区渡辺通五丁⽬１番２０号

092-724-3511

福岡ガーデンパレス

中央区天神四丁⽬８番１５号

092-713-1112

福岡東映ホテル

中央区⾼砂⼀丁⽬１番23号

092-524-2121

ｕｓｅ

ＢＯＯＫ

ＡＮＤ

ＢＥＤ

ＴＯＫＹＯ

ＯＫＡ
Ｐｅｔｉｔ Ｓｕｉｔｅ Ｔｅｎｊｉｎ

ＦＵＫＵ 中央区天神⼆丁⽬１１番１号
福岡パルコ新館６階

092-235-7233

ゆったりお過ごしになれます。B棟はバリアフリーなので⾞椅⼦の⽅も安⼼です。
⺠宿（別名バケーションレンタル）から派⽣した家具付きマンションのアパートメントホテル。2018年7⽉に全館、フ

中央区清川⼆丁⽬１１番１７号

フォレストテラス天神南

薬院駅から徒歩10分圏内にあるお洒落な新築⼾建て。駐⾞場完備、8名様まで収容可能なのでご家族やご友⼈たちと

コロナ予防のために毎⽇消毒と換気をしています。部屋にはベランダがあって、いつも新鮮な空気に喚起することがで
きます。我が家の近くには市内があるので買い物を楽しむこともでき、⼣⽅には屋台でも夜を楽しめます。

https://www.arty-inn.com/

天神南駅＆天神バスセンター＆キﾔナルシティへも徒歩圏内の好⽴地︕駐⾞場も2t⾞までOK◆要予約◆チェックアウト
後も15時まで⾞の預かりはサービス︕リーズナブルな福岡滞在を‼

https://www.hotelgpfukuoka.com/
https://www.toeihotel-

ビジネス・観光の拠点として好⽴地。優雅なる休⽇とビジネスライフを皆様にお送りします。デザイナールームの広々

fukuoka.com/room

ツインルームから特別室まで全197室。歴史に培った真⼼こもったサービスで皆様をお迎えいたします。

https://bookandbedtokyo.com/ 「泊まれる本屋」で話題の宿泊施設です。有名デザイナーの⼿によるオシﾔレな内装、2000冊の本、本棚の中に潜り込
fukuoka/index.html

むようにして⼊るベッドが話題。天神駅直結、福岡パルコ新館6階にあり、観光アクセスも最⾼です。

中央区⾼砂⼆丁⽬１３番６号
プロスペリテ⾼砂201，202，203，

070-4287-8116

https://airbnb.me/l09cqr0Vv7 天神・博多すぐ︕⼈気カフェ、⾷堂、おしゃれなローカルエリア︕バス停、コインパーキングまで30秒です。

301，302，303
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

中
央
区

住所

TEL

HP URL

中央区唐⼈町三丁⽬６番３０号

070-4327-9529

平和台ホテル荒⼾

中央区荒⼾⼀丁⽬５番２７号

092-761-1361

平和台ホテル⼤⼿⾨

中央区⼤⼿⾨⼀丁⽬５番４号

092-741-4422

平和台ホテル天神

中央区舞鶴⼀丁⽬５番６号

092-737-1000

平和台ホテル５

中央区今川⼀丁⽬４番２号

092-732-5000

平和台ホテル本館

中央区⼤⼿⾨⼀丁⽬３番２６号

092-781-6066

ベニキア

中央区清川⼀丁⽬１４番１５号

092-522-4980

中央区天神３－５－１８

092-737-3233

https://hoteletwas.co.jp/

ホテルアセント福岡

中央区天神三丁⽬３番１４号

092-711-1300

http://www.hotel-ascent.com

ホテル＆ＭＡＸ

中央区春吉⼆丁⽬４番１７号

092-734-4531

https://www.andmax.co.jp/

ホテル⼀楽

中央区清川⼆丁⽬５番５号

092-531-0561

ＨＯＴＥＬ ＣＯＣＯＮ

中央区⾼砂⼀丁⽬２２番２３号

092-292-2431

ホテルＷＢＦ福岡天神南

中央区春吉三丁⽬２３番３２号

092-737-4123

ホテル天神プレイス

中央区今泉⼀丁⽬２番２３号

092-733-1234

ホテル

エトワス天神

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://www.plusone1.xyz/nis プラスワン⻄公園は福岡市中央区にあり、徒歩10分程度のところに福岡ドーム・福浜海岸、⻄公園、⼤濠公園、唐⼈町

プラスワン⻄公園

カルトンホテル福岡天神

2020/9/9 現在

hipark.html
https://www.heiwadaihotel.co.jp/arato/
https://www.heiwadaihotel.co.jp/otemon/
https://www.heiwadaihotel.co.jp/tenjin/
https://www.heiwadaihotel.co.jp/five/

商店街、マークイズももちがあります。

宿泊者様全員朝⾷無料のお財布に優しいビジネスホテル。地下鉄⼤濠公園駅より徒歩3分︕

全プラン和⾷朝⾷付き︕ホテル前⽅には舞鶴公園があり、四季折々の⾵景が楽しめます。

都⼼にあり皆様の⼼を休めるアットホームなホテル。マリンメッセ福岡、福岡国際会議場等へバスで約5分︕

お客様のニーズに合わせた客室をリーズナブルな価格でご⽤意。ドーム、シーサイドももちで徒歩圏内︕

https://www.heiwadai-

ショッピングの中⼼天神・⼤名エリアまで地下鉄で1駅︕ビジネスホテルならではのリーズナブルな価格で皆様をお待

hotel.co.jp/honkan/

ちしております。

http://www.benikea-

ベニキアカルトンホテル福岡天神は博多・天神・福岡空港へのアクセスが良く、ビジネス・観光のどちらにもご利⽤い

calton.com/

ただけるホテルです。コロナ対策万全でお迎えいたします。
「天神のど真ん中」地下鉄天神駅4番出⼝より徒歩約3分という絶好のロケーションに位置しております。ビジネスから
観光、イベントまで幅広い分野でご利⽤ください。皆様のご来館を⼼よりお待ち致しております。
客室、ロビー等全て洗浄・消毒徹底しています︕地下鉄天神駅から徒歩３分。2020年セミダブルのお部屋をリニュー
アル︕喫煙、禁煙ルームもあり。インターネットLAN接続＆無料Wi-Fi完備。駐⾞場（有料）あり。
天神より徒歩１０分。那珂川の夜景に⾯した都会のオアシスとリラクゼーションをお届けいたします。⽇曜⽇〜⽊曜⽇
（特別⽇を除く）は午後２時までユックリ出来る宿泊時間もうれしい。詳しくはホームページで。

http://www.hotel-

博多・天神からのアクセスも便利、都⼼には珍しい庭園⼤浴場や広々とした駐⾞場も完備。ビジネス向けの洋室やファ

ichiraku.co.jp/

ミリー向けの和室と部屋タイプも豊富です。コンビニも隣接していて周辺には⾷事処も多くございます。

https://reqrea.co.jp/portfolio/

＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウト＞天神・薬院⽅⾯にも好アクセス︕飲⾷店も充実のエリアです。和モダン

hotelcocon/

な空間が広がるリビングスペースでゆったりとお過ごしください。

https://www.hotelwbf.com/fu

天神・中洲へのアクセス抜群。飲⾷店が⽴ち並ぶエリアで福岡市内ビジネス・ショッピング・観光の拠点に最適です。

kuoka-tenjinminami/

スムージーやフレンチトーストを備えた朝⾷も⼈気です。
天神エリアにありながら隠れ家の様な⼼地良い静かな環境です。いつも出⼊れ可能な駐⾞場を完備。シモンズのダブル

http://hotel-tenjinplace.com/

ベッドで深い眠りとさわやかな⽬覚めをお約束。
朝はスリランカカレーが⼤⼈気︕

ホテルニューオータニ博多

中央区渡辺通⼀丁⽬１番２号

092-714-1111

https://www.kys-

きめ細やかなサービスとおもてなしで、快適なご滞在をお届けします。博多と天神の中間に位置し、ビジネスや観光の

newotani.co.jp/hakata/

拠点として最適です。
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

中
央
区

住所

TEL

ホテルニューガイア天神南

中央区⾼砂⼀丁⽬１番２５号

092-534-3111

ホテルニューガイアドーム前

中央区地⾏⼀丁⽬４番６号

092-737-3901

ホテルニューガイア薬院

中央区⼤宮⼀丁⽬１番６号

092-534-4126

ホテルポートヒルズ福岡

中央区⻄公園１４番２４号

092-741-3535

ホテルマイステイズ福岡天神

中央区天神三丁⽬５番７号

092-687-1100

HP URL

福岡の中⼼、天神エリア・博多駅への好アクセスが⾃慢のホテルです。ビジネスや観光、レジﾔーなど、様々なシーン

m/tenjinminami/

にお使い頂けます。

http://www.hotelnewgaea.co

低価格⾼サービス、⽴地の良さはもちろん、上質な雰囲気が漂う北欧⾵ホテルです。ビジネスにも観光にも最適なホテ

m/domemae/

ルニューガイアドーム前で充実のホテルステイをお過ごし下さい。

http://www.hotelnewgaea.co

最上階には展望⼤浴場をご⽤意しております。湯⾈に⾝をゆだね、癒しの"ひととき”をお過ごしください。快適なホテ

m/yakuin/

ルライフを皆様へご提案いたします。

https://porthills-fukuoka.net/

el-mystays-fukuoka-tenjinfukuoka/
https://www.mystays.com/hot

中央区春吉三丁⽬１４番２０号

092-286-1700

el-mystays-fukuoka-tenjinminami-fukuoka/

ホテル

モンテ

エルマーナ福岡

中央区渡辺通三丁⽬４番２４号

092-735-7111

ホテルモントレ

ラ・スール福岡

中央区⼤名⼆丁⽬８番２７号

092-726-7111

ホテルモントレ福岡

中央区渡辺通三丁⽬４番１３号

092-734-7111

ホテルリブマックス福岡天神

中央区清川⼀丁⽬１２番１７号

092-534-1140

その他施設紹介(100⽂字まで)

http://www.hotelnewgaea.co

https://www.mystays.com/hot

ホテルマイステイズ福岡天神南

2020/9/9 現在

都市⾼速⻄公園出⼝すぐ︕福岡PayPayドームまで徒歩15分。1室に普通⾞1台駐⾞場無料。会議室、コインランド
リー、レストランサイゼリヤ併設。プロ野球観戦やライブに最適♪⾞でのビジネス・観光にも便利︕
地下鉄

天神駅から徒歩3分︕天神・中洲エリアへも徒歩圏内♪フロントカウンターに⾶沫感染防⽌シートを新設し、

館内各所に定期的なアルコール消毒、清掃、換気を実施していますので、ご安⼼してお越し下さい。
地下鉄

天神南駅から徒歩5分︕天神・中州エリアへも徒歩圏内♪フロントカウンターに⾶沫感染防⽌シートを新設

し、館内各所に定期的なアルコール消毒、清掃、換気を実施していますので、ご安⼼してお越し下さい。

https://www.monte-

フランスボルドーワイン街道をイメージした客室は機能的でスタイリッシュ。落ち着いた空間と遊び⼼のあるデザイン

hermana.jp/fukuoka/

が⼼地よい⼀時を演出します。

https://www.hotelmonterey.co ベルギーアール・ヌーヴォーとアール・デコをコンセプトに設計された客室。モダンなインテリアと上質な寝具で快適
.jp/lasoeur_fukuoka/

なご滞在をお約束致します。

https://www.hotelmonterey.co 2020年4⽉開業ホテル。異⽂化交流の盛んな国際都市“博多”を織物に例え、お部屋を設えております。商業の中⼼天神
.jp/fukuoka/

にも近く、アクセスに便利な⽴地です。

https://www.hotellivemax.com/fukuoka/fukuokat
enjin/

ＭＵＳＵＢＩ ＨＯＴＥＬ

ＭＡＣＨＩＹＡ

ＫＩ

中央区清川三丁⽬３２番１７号

050-6865-2538

3密（密閉・密集・密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

中央区春吉⼆丁⽬７番１６号

050-6865-2538

3密（密閉・密集・密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

中央区春吉⼆丁⽬４番７号

092-718-3822

https://amp-flat.com/

ランドーレジデンシﾔルホテル福岡アネックス

中央区平尾⼀丁⽬１１番７号

092-526-5231

https://www.randor.asia

ランドーレジデンシﾔルホテル福岡

中央区清川１－２－３

092-526-5231

https://www.randor.asia

ＹＯＫＡＷＡ 2（ムスビホテル町屋
ＭＵＳＵＢＩ ＨＯＴＥＬ

清川２）

ＭＡＣＨＩＹＡ

ＲＵＹＯＳＨＩ

（ムスビホテル町屋

Ｌａ Ｃｈｉｃ

Ｓｔａｙ

Ｈａｋａｔａ

Ａ―ＣＨＩＣＳｔａｙＨａｋａｔａ

ＨＡ

春吉）
Ⅰ（Ｌ

Ⅰ）
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天神にも博多にもアクセスのよい春吉エリアの新築⼀軒家♪10名までご宿泊可能なのでご家族やグループなどにおすす
めです︕周りに美味しい飲⾷店も多くございます。
閑静な住宅街に佇む新築レジデンスでございます。厳選した家具と最新家電を施した住空間には我が家のようなゆった
りとした雰囲気が流れ、快適な宿泊体験をお客様にご提供いたします。
天神・博多エリアから程近くに位置するレジデンシﾔルホテルでございます。全室に家電とキッチンを完備しており、2
⼈部屋から最⼤4名様までゆったりお泊りいただけるスイートルームまでご⽤意しております。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

中
央
区

住所

ランドーレジデンシﾔルホテル福岡クラッシック

中央区⾼砂2-13-1

092-526-5231

リッチモンドホテル天神⻄通

中央区天神⼆丁⽬６番１６号

092-717-2477

リッチモンドホテル福岡天神

中央区渡辺通四丁⽬８番２５号

092-739-2055

Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ

Ｈｏｕｓｅ

２０１

３０１ 中央区今川⼆丁⽬５番４６号
中央区唐⼈町⼆丁⽬９番２２号

リリーハウス
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

１９
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

２
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

２０
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

６
レジデンスリブラ

区

090-4930-0904

HP URL
https://www.randor.asia

n-nishidori/

イレ・洗⾯台が別になっております。◇観光の拠点に最適な⽴地

⽴体駐⾞場も併設しており、お買物や屋台での⾷事など、昼夜問わず福岡滞在をお楽しみいただけます。

https://abnb.me/mxqNMkLJR

地下鉄⻄新駅から徒歩8分、空港・博多・天神へのアクセス良好。ヤフオクドームや福岡タワー、ももち浜海岸も徒歩

https://abnb.me/Fn5010WJR7 可。2部屋シングル利⽤可。⻑期割引有・台所・BWC・Wi-Fi完備。⽬の前にスーパー・ファミレス有。

092-260-9590

http://shi-residence.com/

中央区舞鶴1丁⽬9-36

092-260-9590

http://shi-residence.com/

中央区渡辺通五丁⽬１０番３号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

中央区渡辺通り3丁⽬11-7

092-260-9590

http://shi-residence.com/

中央区⾼砂2丁⽬5-1

092-260-9590

http://shi-residence.com/

092-753-7831

レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市中央区天神５-７-１２となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市中央区天神５-７-１２となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞

ワンズホテル福岡

中央区今川⼀丁⽬３番３号

092-738-5533

http://oneshotel/jp

ガーデンテラス福岡ホテル＆リゾート

⻄区⼩⼾2丁⽬3-55

092-881-0067

https://www.gt-fukuoka.net/

⼩庵福岡

⻄区愛宕４丁⽬５番１号

092-881-2139

愛宕

りとした雰囲気が流れ、快適な宿泊体験をお客様に提供いたします。

oka-tenjin/

中央区天神3丁⽬12-24

レジデンスリブラ

閑静な住宅街に佇む新築レジデンスでございます。厳選した家具と最新家電を施した住空間には我が家のようなゆった

https://richmondhotel.jp/fuku 福岡市営地下鉄「天神」駅〜徒歩約10分、⻄鉄「福岡天神」駅〜徒歩約3分、中州まで徒歩圏内の好⽴地。３４台分の

https://lilyhouse-fukuoka.com

中央区春吉⼆丁⽬１６番２３号

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://richmondhotel.jp/tenji ◆地下鉄空港線『天神駅』から徒歩５分。◇全館Wi-Fi接続無料・空気清浄機全室完備。◆ツインルームは、バス・ト

050-5532-4854

リリーハウス１階，２階

１３

⻄

TEL

2020/9/9 現在

当ホテルはペイペイドームの最寄り駅である唐⼈町駅より徒歩1分に位置いしております。リーズナブルで美味しい朝
⾷をご提供しておりますので、ぜひご賞味くださいませ。

アットホームで個室対応。はなれ形式のお部屋もあります。住宅街でとても静かです。格安で⾼い満⾜を⽬指してま
す。
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

⻄
区

住所

TEL

潮騒

⻄区能古４６４番

092-881-4031

能古島キﾔンプ村・海⽔浴場

⻄区能古５番地の８

092-881-0948

⻄区能古１６２４番地

092-881-2494

のこのしまアイランドパ－ク

貸別荘

防⼈の⾥

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
福岡市の博多湾に浮かぶ能古島にある唯⼀の旅館です。フェリーで能古島に着いたら徒歩1分の場所にあり、能古島観
光にはもってこいです。

http://www.nokonoshima.com 博多湾に浮かぶ能古島にある海⽔浴ができるキﾔンプ村。施設内にはヤシの⽊が植えてあり、南国のような雰囲気で
/

す。夜には対岸の福岡市街の夜景がきれいで、海に浮かぶ⾶び込み船「ジﾔンプ丸」も⼈気です。

http://www.nokonoshima.com 博多湾に浮かぶ能古島の北端にある⾃然公園「のこのしまアイランドパ－ク」その四季の花畑を囲むようにコテージが
/

建っています。⾃然の中で1⽇を「のんびり、ゆったり」と過ごして頂けます。
全客室42平⽶以上のハーバービューリゾートホテル

ホテルマリノアリゾート福岡

⻄区⼩⼾⼆丁⽬１２番４３号

092-895-5511

http://marinoaresort.co.jp/

⼩学⽣以下添い寝無料＆駐⾞場無料
私たちはホテルで過ごす想い出を提供しています
ホテルで過ごした想い出が、幸せLIFEのささえになりますように

博
多
区

Ｒ＆Ｂホテル博多駅前第１

博多区博多駅前三丁⽬３番１７号

092-473-9898

http://randb.jp/hakata/

Ｒ＆Ｂホテル博多駅前第２

博多区博多駅前四丁⽬３番２０号

092-482-1919

http://randb.jp/hakata2/

アコードホテル

博多区博多駅前三丁⽬１１番２０号

092-434-1850

アパホテル〈博多駅前〉

博多区博多駅前４丁⽬10-15

092-414-2800

博多区東⽐恵⼆丁⽬１６番１３号

092-433-6675

スにもレジﾔーにも便利なホテルです。
2018年OPEN︕清潔で機能的な客室、朝⾷無料サービス、親切で明るいおもてなしが魅⼒。ＪＲ博多駅より徒歩約4分
の好⽴地︕ビジネスにもレジﾔーにも便利なホテルです。

http://www.accord-

博多駅まで徒歩8分・キﾔナルシティ5分・中洲まで10分の好⽴地、天神までの100円循環バス停すぐ︕全館Wi-fi設

hotel.co.jp/

置︕全室に加湿機能付空気清浄器も設置。

https://www.apahotel.com/hot
el/kyushu/hakata-ekimae/
https://www.apahotel.com/hot

アパホテル〈博多東⽐恵駅前〉

清潔で機能的な客室、朝⾷無料サービス、親切で明るいおもてなしが魅⼒。ＪＲ博多駅より徒歩3分の好⽴地︕ビジネ

el/shutoken/hakatahigashihie-ekimae/
https://www.amenityhotel.co

博多駅（博多⼝）から徒歩４分
2020年2⽉7⽇ＯＰＥＮ新規開業新築ホテルです。
全室完全禁煙（加熱式タバコ含む）
博多東⽐恵駅４番出⼝より徒歩１分︕
博多駅・福岡空港へ地下鉄利⽤わずか3分︕

アメニティホテルｉｎ博多

博多区上川端町１４番２５号

092-282-0041

アンカーホテル博多

博多区博多駅南⼀丁⽬４番６号

092-432-1211

http://www.anchorhotel.co.jp

ＡＭＰ

ＦＬＡＴ

Ｏｇｏｋｕｓｏ

博多区御供所町１２番１号

092－718-3822

https://amp-flat.com/

ＡＭＰ

ＦＬＡＴ

Ｙｏｓｈｉｚｕｋａ（Ａｍｐ．

博多区吉塚⼆丁⽬４番１１号

092-718-3822

https://amp-flat.com/

JR吉塚駅から徒歩１０分圏内のお洒落⼀軒家♪駐⾞場も完備でグループやご家族にお勧めです︕

https://www.airbnb.jp/rooms/42896325?sou

最⼤4名。Wi-Fi完備。最寄り千代県庁⼝駅から徒歩1分︕博多・天神にもアクセス抜群。お友達同⼠や家族でも。布団

Ｈｏｓｔｅｌ吉塚）
ＩＲＥＡＣＯ県庁前

グランパーク県庁前５０３号

博多区千代⼀丁⽬１６番１５号
グランパーク県庁前５０３号

092-738-3070

m/

rce_impression_id=p3_1594605563_7MBV
Qp45X9r3O2QU&guests=1&adults=1
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中洲川端駅から徒歩3分。博多・天神からアクセス抜群。ビジネスや観光・イベントでご利⽤いただける⽴地の良さ。

福岡の魅⼒をお徳に泊まれる宿泊券で、是⾮、堪能してみませんか︕

和の雰囲気の落ち着いた空間の2Ｂ、広々ワンルーム、プロジェクター完備の3Ａ、2段ベッドとお洒落なリビングのあ
る3Ｂ。全て100㎡の広々空間です。駐⾞場や屋上ＢＢＱスペース完備♪

4組ご⽤意。⽣活家電やキッチン⽤品が揃っており⻑期滞在も安⼼です。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

ＩＲＥＡＣＯ千代

住所

ＩＲＥＡＣＯ⼭笠

グランパーク県庁前１００５号

カルム吉塚２０２号

博多区千代⼀丁⽬１６番１５号
グランパーク県庁前１００５
博多区吉塚五丁⽬９番１７号
カルム吉塚２０２号

TEL

HP URL
https://www.airbnb.jp/rooms/42884343?loc

092-738-3070

ヴィアイン博多⼝駅前

博多区博多駅前⼆丁⽬１７番１１号

092-452-5489

ウィークリーイン南福岡

博多区⽵丘町⼆丁⽬４番１２号

092-581-0300

その他施設紹介(100⽂字まで)

ation=%E5%90%89%E5%A1%9A&source_i

最⼤5名。Wi-Fi完備。最寄り千代県庁⼝駅から徒歩1分︕博多・天神にもアクセス抜群。お友達同⼠や家族でも。⽣活

mpression_id=p3_1594605411_VBPR6nJfPL

家電やキッチン⽤品が揃っており⻑期滞在も安⼼です。

%2FkNkiJ&guests=1&adults=1

092-738-3070

2020/9/9 現在

https://www.airbnb.jp/rooms/43099832?sou
rce_impression_id=p3_1594605726_uJtlXE
TgzAyPXFNN&guests=1&adults=1

最⼤5名。Wi-Fi完備。リビングには⼩上がり、菊の花の壁紙、⻘光の提灯。和モダンテイストのお部屋で優雅なひと時
を♪ 博多駅から1駅の好⽴地︕繁華街の近くでありながら、閑静な場所にあり、快適です。

https://www.viainn.com/hakat ＪＲ博多駅博多⼝から徒歩３分、全館無料Wi-Fi、加湿機能付き空気清浄機完備で、ビジネス、レジﾔーの拠点として最
a-h/

適なホテルです。
お部屋は全室フローリングとなっております。もちろん⼀泊からのご利⽤もいただけますし、ミニキッチンなどもつい

http://mf.weekly-inn.co.jp

ておりますので、１週間など⻑い滞在も快適にお過ごしいただけます。⻄鉄雑餉隈・JR南福岡駅のダブルアクセスで移
動も便利です。

ＷｅＢａｓｅ 博多

ＷＩＴＨ

ＴＨＥ

ＳＴＹＬＥ

ＦＵＫＵＯＫＡ

ウイングスハカタ

博多区店屋町５番９号

092-292-2322

博多区博多駅南⼀丁⽬９番１８号

092-433-3900

博多区博多駅前四丁⽬２９番３号

092-414-5858

http://wingshakata.com/

092-291-1009

https://www.wellbe.co.jp

博多区祇園町８番１２号

ウェルビー福岡

ロータリー⼤和２階

ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡

Ａ．Ｔ．ＨＯＴＥＬ

博多区博多駅前三丁⽬３番３号

博多区博多駅南五丁⽬２６番１８号

ＨＡＫＡＴＡ

092-471-7111

http://we-base.jp/hakata

We Base博多は、ビジネスから⼀⼈旅、家族旅⾏まで様々な「旅」にフィットする、おしゃれで便利な新しい宿の形を
提供します。コロナウイルス対策24時間体制で除菌・換気を実施。「家にいるように安⼼して過ごせる宿」です。

https://www.withthestyle.com
/

https://www.anacrowneplazafukuoka.jp/

博多駅から徒歩約10分。⻑期利⽤も可能。スーパーマックスバリュまで徒歩1分。買い物も便利です。

博多駅から徒歩15分。ウェルビー福岡はサウナに特化した施設に⽣まれ変わりました。フィンランドと⾃然を感じられ
る館内で他では味わえないくつろぎのお時間をお過ごし下さい。

JR博多駅から徒歩5分。福岡空港からのアクセスも抜群で、ビジネスや観光の拠点として最適です。

092-710-5571

https://at-hotel-hakata.com

記載なし

092-292-7956

http://airbest-bnb.com/

２０１９年６⽉オープン。３３㎡のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・無料WiFiを完備。

博多区博多駅南⼆丁⽬１５番１１号

092-472-7680

http://airbest-bnb.com/

２０１９年５⽉オープン。３３㎡のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・無料WiFiを完備。

エスペリアホテル博多

博多区博多駅前⼆丁⽬１１番４号

092-412-7272

Ｎ．３３

Ｈａｋａｔａ ＫＴＫＳ

博多区堅粕三丁⽬１９番１８号

092-717-2710

最⼤５名様が同じお部屋に滞在できる為、グループ・ファミリーでのご利⽤をお待ちしております。

Ｎ．３３

Ｈａｋａｔａ Ｓｔａ．Ｅａｓｔ

博多区博多駅東⼀丁⽬１４番３０号

092-717-2710

博多駅から徒歩6分、最⼤4名様が同じお部屋に滞在可能です。

Ａ.Ｔ.博多ステーションⅡ

ＳＧ Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｉｎｎ

Ｈａｋａｔａ 博多区東光⼆丁⽬１７番２０号

ＳＧ Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｉｎｎ

Ｈａｋａｔａ

ｅｋｉｍｉｎａｍｉ

https://www.speria.com/hakata/
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博 Ｎ．３３ Ｈａｋａｔａ Ｓｔａ．ＲｉｖｅｒＳｉ
多 ｄｅ
区

住所

TEL

博多区博多駅東⼀丁⽬４番１１号

092-717-2710

博多区祇園町６番２２号

092-235-3457

ＯＹＯホテル ドリームイン博多

博多区博多駅南⼆丁⽬１１番２５号

092-471-6787

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

博多区博多駅中央街４番２３号

092-461-0170

ＦＰ ＨＯＴＥＬＳ

福岡博多キﾔナルシティ前

HP URL

https://fukuokahakatacanalcity キﾔナルシティ博多から徒歩1分、2018年にできたスタイリッシュなデザインの宿泊特化型ホテルです。2階にはバー
.fphotels.com/jp

博多区堅粕五丁⽬４番１５号

092-292-7900

キﾔナルシティ福岡ワシントンホテル

博多区住吉⼀丁⽬２番２０号

092-282-8800

博多区博多駅前⼆丁⽬１２番１６－７０

グスク

１

駅から徒歩１１分の距離でお仕事にも観光にもオススメです。

hotels.com/fukuoka-

https://washington-

キﾔナルシティ博多の内部にあり、ビジネスやショッピングはもちろん、観光の拠点としても快適なご滞在をお約束す

hotels.jp/fukuoka/

る設備と機能を備えております。

092-724-3071

https://www.beds.co.jp/

092-724-3071

https://www.beds.co.jp/

グスク

博多区店屋町５番８－６０３号

092-724-3071

https://www.beds.co.jp/

グスク

博多区博多駅前三丁⽬１２番３号

092-724-3071

https://www.beds.co.jp/

グスク

博多区千代⼀丁⽬１６番１５号

092-724-3071

https://www.beds.co.jp/

クラウドシェアリングホテル博多Ⅰ

博多区住吉⼆丁⽬１４－１－３０２

090-3663-2473

グランドハイアット福岡

博多区住吉⼆丁⽬２１番２号

092-402-1414

博多区住吉⼀丁⽬２番８２号

092-282-1234

https://cshotel.jp/cloudsharing
hotelhakata1.business.site

http://airbest-bnb.com/
https://www.hyatt.com/jaJP/hotel/japn/grand-hyattfukuoka/fukgh

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ クレイン

博多区住吉四丁⽬２３番１６号

092-292-2431

https://www.oriental-hotels.com/fukuoka-

hakatastation/news/62/

ゲスト⽤キッチンを備えたゲストハウス。⻑期滞在に最適。

博多区博多駅東⼆丁⽬１８番２８号

Ｃａｎａｌｓｉｄｅ

新型コロナウイルス感染症への取り組みについて

http://kia-ora.jp

グスク

Ｇｒａｎｄ Ｉｎｎ

を併設しており低価格ながら優雅で上質なお時間をお過ごしいただけます。
全室キッチンと乾燥機付き洗濯機完備︕ダブルベッドが２台あるのでご家族での旅⾏や⻑期ビジネス利⽤も快適♪博多

https://www.oriental-

バジェットステイ

その他施設紹介(100⽂字まで)
博多駅から徒歩6分、最⼤4名様が同じお部屋に滞在可能です。

hakata.station/

キオラ

2020/9/9 現在

博多駅から徒歩１０分、キﾔナルシティ博多から徒歩３分の場所にあります。
博多駅周辺では最安値で、⼤⼈数でも宿泊できるドミトリー式ホテルです。隣におしゃれなカフェバーがあり、１階に
はコンビニエンスストアがあり⾮常に便利です。
２０２０年４⽉オープン。３０㎡のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・無料WiFiを全室完備。

福岡市の中⼼・博多区に位置する⾼級ホテル、ビジネス・エンターテイメント・ショッピングの複合施設「キﾔナルシ
ティー博多」に併設した便利なロケーション。

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞博多駅徒歩12分。2階建、各階1室のみで、2部屋ご予
b-crane/

約で1棟貸し切りも可能。全室洗濯機・キッチン・リビングスペース完備︕
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 祇園

TEL

博多区上呉服町３番３２号

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 住吉

博多区住吉四丁⽬２３番１８号

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 博多

博多区古⾨⼾町２番１７号

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 博多シティ

博多区住吉三丁⽬１１番１１号

092－292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 博多ステーション

博多区博多駅南⼆丁⽬１１－７

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 博多住吉

博多区住吉五丁⽬６番２１号

092－292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 博多ベイ

博多区⼤博町７番２４号

092－292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 博多南

博多区博多駅南⼆丁⽬１９番２１号

092-292-2431

ＧＲＡＮＤ ＢＡＳＥ 博多⾨

博多区古⾨⼾町１０－１２

092-292-2431

博多区博多駅南⼆丁⽬１０番２６号

ＣＲＯＳＳ ＳＴＡＧＥ

３０２．３０３．３０５

博多区中洲5丁⽬4-18

げすとはうす 中今

博多区冷泉町６番２６号

092-261-5070

コートホテル博多駅前

博多区博多駅前三丁⽬３０番２５号

092-461-0505

Ｃｏｃｈｉ Ｈａｋａｔａ

博多区⽐恵町１番９号

Ｃｏｍｍｏｎ ｄｅ－Ｈｏｓｔｅｌ

＆

Ｂａｒ－ 博多区古⾨⼾町７番１３号

https://reqrea.co.jp/portfolio/g
b-hakataminami/

その他施設紹介(100⽂字まで)
＜私たちだけの時間〜1棟プライベート空間＞客室には⼈気のBALMUDAの電気ケトルと電⼦レンジ、「艶髪」で⼈気
のプロテクトイオンドライヤー「Nobby」をご⽤意︕歴史あるお寺や⺠家が残る博多旧市街、中洲は徒歩圏内とアクセ
ス◎

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞住吉バス停4分。近隣に格安コインパーキングあり。
b-sumiyoshi/

洗濯機・全室・キッチン付き客室あり。絵画とナチュラルなインテリアのくつろぎ空間。

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞歴史ある博多五町や中洲、天神エリアは徒歩圏内。マ
b-hakata/

リンメッセなどもアクセス◎でグルメ・観光と博多の夜を楽しむならコチラ︕

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞住吉神社6分、キﾔナルシティ8分と博多のグルメが充
b-hakatacity/

実︕洗濯機・リビングスペース・キッチン付きの客室もあります。
＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞博多駅から徒歩１１分︕最⼤定員８名の５８平⽶の客
室もあります。全室キッチン・洗濯機完備︕

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞住吉バス停徒歩4分。近隣は格安のコインパーキング
b-hakatasumiyoshi/

も充実。全室ソファースペース・キッチン・洗濯機完備︕

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞マリンメッセ徒歩6分、呉服町駅9分。全室最⼤8名定
b-hakatabay/

員の客室あり。洗濯機完備、ビジネスやイベントにもおすすめ

https://reqrea.co.jp/portfolio/g ＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞博多駅筑紫⼝から13分と新幹線から便利な⽴地。洗濯
b-hakataminami/

機やキッチン有（⼀部対象外）で、博多ビジネスでの連泊にもおすすめ︕
＜広い客室・キーレス・ノーチェックアウトのグランドベース＞中洲川端駅から徒歩８分︕全室キッチン・洗濯機完
備︕
完全個室、出⼊り⾃由です。清掃は除菌シート、スプレーで完全。Wi-Fiもしっかりあります。ビジネス、⼀⼈旅、

092-558-2879

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ Ｃｈｉｈａｒｕ

3階

HP URL

2020/9/9 現在

カップル、グループ、ファミリー、多様に調理器具もあります。
福岡の中⼼で徒歩

090-3322-5546

天神3分、中洲2分

ドン・キホーテ3分、⼀蘭ラーメン2分、キﾔナルシティ10分と便利な位置に

あります。家族室、⼥性専⽤、男⼥共同のﾄﾞﾐﾄﾘｰがあり、個⼈・団体旅⾏に対応しています。
http://guesthousenakaima.wix 博多エリア、天神エリアへ徒歩圏内の好⽴地です。館内も清潔を保っていますので、⼥性やご家族に好評価です。ぜひ
.com/nakaima

⼀度ご利⽤されて下さい☆

https://www.courthotels.co.jp 博多駅から徒歩7分。キﾔナルシティ博多や中洲にも徒歩圏内と絶好のロケーション。ホテルグループ全体で安⼼安全の
/hakata/

取り組みとして、サーモカメラの導⼊やパブリック・客室の消毒を徹底実施中。

092-260-3494

http://airbest-bnb.com/

２０２０年1⽉オープン。３７㎡のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・無料WiFiを完備。

092-262-7555

http://commonde.jp
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⽇本三⼤織物である博多織デザインの外観と吹抜けのラウンジがシンボル。1⼈から10⼈まで利⽤可能な客室は独特の
デザインで、ホステルに併設している。”旅⼈が集い交流する”旅館酒場とともに開業以来⼈気です。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

ＴＨＥ

ＢＡＳＩＣＳ ＦＵＫＵＯＫＡ

ザ ロイヤルパークホテル
ＴＨＥ

住所

福岡

ＨＯＴＥＬＳ ＨＡＫＡＴＡ

Ｋａｓａｎ

ｅ Ｂａｙｓｉｄｅ

TEL

博多区博多駅東⼆丁⽬１４番１号

092-412-1234

博多区博多駅前⼆丁⽬１４番１５号

092-414-1111

博多区築港本町４番１６号

092-271-1171

2020/9/9 現在

HP URL

その他施設紹介(100⽂字まで)

http://www.thebasics.jp/fuku

ロビーにある⾼さ８ｍの書架6本に5000冊の蔵書を収納。ロビーでもお部屋でも⾃由にお読みいただけます。地下駐⾞

oka/

場完備。客室テレビはYouTube、スマホミラーリング対応︕全室Wi-Fi完備︕

https://www.theroyalpark.jp/the/fukuoka/
https://hotelshakata.jp/kasane 博多駅からバスで15分。天神からも10分。国際センターやマリンメッセは徒歩圏内。総合商業施設ベイサイドプレイ
bayside/

スは徒歩4分の好⽴地です。

092-262-1126

avinel-fukuoka.com

⼤浴場・サウナ完備。中洲中⼼部、⼤通り沿いでスタッフ⼀同、皆様のお越しをお待ち致しております。

博多区古⾨⼾町8-8

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区東⽐恵四丁⽬４番１２号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

サットンホテル博多シティ

博多区博多駅前三丁⽬４番８号

092-433-2305

ｔｈｅ

ｂ 博多

博多区博多駅南⼀丁⽬３番９号

092-415-3333

ＴＨＥ

ＢＬＯＳＳＯＭ ＨＡＫＡＴＡ

博多区博多駅前⼆丁⽬８番１２号

092-431-8702

博多区中洲三丁⽬７番１０号

サウナ＆スパ ＡＶＩＮＥＬ
Ｔｈｅ

Ｇｒａｎｄ

Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

若松ビル５・６・７階

Ｈｏｔ

ｅｌ Ｔｅｎｊｉｎ
Ｔｈｅ

Ｇｒａｎｄ

Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔ

ｅｌ Ｈａｋａｔａ

ｉｅｒ

Ｐｒｅｍ

ＴＨＥ

ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡＮ

博多区住吉⼆丁⽬９番４号

092-260-9590

ＴＨＥ

ＬＩＶＥＬＹ ＦＵＫＵＯＫＡ

博多区中洲五丁⽬２番１８号

092-262-2009

https://www.suttonhotel.co.jp
/

レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

ホテルから歩いて５分の所に博多駅があり、新幹線など交通が便利です。

https://www.theb-

「博多駅」の筑紫⼝より徒歩4分に位置する「the b

hotels.com/theb/hakata/

スや観光の拠点として最適なロケーションです。

https://www.jrkhotels.co.jp/Hakata_premier/

http://shi-residence.com/

博多」は、福岡空からのアクセスもお⾞でわずか10分、ビジネ

2019年9⽉25⽇グランドオープン。博多の粋を尽くした空間で、最⾼のひとときをお過ごしください。

レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

https://www.the-

海外のホテルのようなラグジュアリーなデザインや多国籍なスタッフとのコミュニケーションで、遠出ができない時期

lively.com/fukuoka

でもリフレッシュできます。17時半から18時半までバーカウンターにてフリービールをお楽しみください。
最寄り駅徒歩1分、博多駅まで2駅（約7分）

三箱院

博多区諸岡五丁⽬３１番３１号

080-4992-0224

https://airbnb.com/h/sampinn ⼀軒家のワンフロアを貸し切りでご利⽤いただけます。
-fukuoka

ぜひ、⽇常の疲れを癒してのんびりお過ごし下さい。
最⼤9名まで宿泊可能／敷地内に無料駐⾞場有り

サンライフホテル２・３

博多区博多駅東⼀丁⽬１２番３号

092-473-7112

ＪＲ九州ホテル

ブラッサム博多中央

博多区博多駅前⼆丁⽬２番１１号

092-477-8739

ＪＲ九州ホテル

ブラッサム福岡

博多区博多駅東⼆丁⽬２番４号

092-413-8787

https://www.slh.jp/

https://www.jrk-

九州の⽞関⼝・ＪＲ博多駅博多⼝から徒歩2分の最⾼の⽴地。ホテルから徒歩圏内には商業施設や飲⾷店も⽴ち並び、

hotels.co.jp/Hakatachuo/

観光にもビジネスにも最適。

https://www.jrk-

ＪＲ博多駅から徒歩2分。ヨーロッパ調の外観と落ち着いた空間で快適な時間をお過ごしください。お客様とスタッフ

hotels.co.jp/Fukuoka/

の安全安⼼の為、⽇々衛⽣管理を徹底してます。皆様のお越しをスタッフ⼀同お待ちしております。
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

TEL

静鉄ホテルプレジオ博多駅前

博多区博多駅前四丁⽬１７番６号

092-451-2800

ＣＩＴＹ

博多区住吉五丁⽬１９番１１号

090-5286-9383

ＧＡＲＤＥＮ

ＳＹＡ

ＨＯＴＥＬ－上呉服町

博多区上呉服町１２番２７号

092-292-0126

ＳＹＡ

ＨＯＴＥＬ－祇園

博多区上呉服町1-34

092-292-0126

ＳＹＡ

ＨＯＴＥＬ－住吉

博多区住吉五丁⽬１４番１６号

092-292-0126

ＪＡＭ

ＨＯＳＴＥＬ

博多区博多駅前四丁⽬１７番２２号

070-7528-6474

博多区上呉服町１１番３２号

092-282-9000

スーパーホテルＩｎｎ博多

HP URL

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://www.hotel.prezio.co.jp 博多駅から徒歩６分の好⽴地、すべてのシングルルームはお⾵呂・トイレ別のゆったりとしたバスルームです。お客様
/hakata-ekimae/

に安⼼してご宿泊頂けるよう、新型コロナウイルス感染症の予防対策の取り組みも⾏っております。

１００㎡超のゆとりある間取りの新築⼾建て旅館です。１階はキッチン付きのリビングと坪庭を臨めるお⾵呂。９名様
までご宿泊できる貸切旅館です。

www.syahotel.com

7⽉15⽇オープン。コンパクトな⼆⼈部屋⼀室、和室とダイニングの三⼈部屋⼆室、トレーニングルームと屋上のある
ホテルです。全館貸切もOKです。
博多にある⼾建ての⼀棟貸切旅館です。ご家族やグループで、また⼥⼦会などにご利⽤ください。気兼ねなくおうちみ
たいにおくつろぎいただけます。キッチンや洗濯設備も完備しています。

https://jamhostel.eyado.net

https://www.superhotel.co.jp/
s_hotels/hakata/

スーパーホテルＬｏｈａｓ博多駅・筑紫⼝天然温泉 博多区博多駅南⼆丁⽬１番３２号

092-451-9000

https://www.superhotel.co.jp

ｓｋｙ

博多区住吉⼆丁⽬１２番１３号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

スカイハートホテル博多

博多区祇園町４番７３号

092-262-4400

Ｓｔａｙ

Ａｉｒｐｏｒｔ

博多区空港前2-11-15

Ｓｔａｙ

Ｈａｋａｔａ

ｇａｒｄｅｎ ｈａｋａｔａ

2020/9/9 現在

博多駅から徒歩6分。1番近いホステルです。観光地へのアクセスは抜群です。

博多⽅⾯、天神、中州⽅⾯への移動も便利な⽴地︕博多で宿泊ならココ‼

原鶴温泉直送の天然温泉が無料︕⼝コミ評価が4.5☆宿泊税の別途徴収無しでお得にご宿泊していただけます︕全館禁
煙・wi-fi全室完備︕博多駅から徒歩約8分︕
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

https://www.sky-

JR博多駅より徒歩8分、地下鉄祇園駅より徒歩3分、アクセス抜群の⽴地。コロナ対策を徹底してます‼ご予約お待ち

hotel.jp/hakata/

しております。

092-611-0166

https://stay-f.jp/

福岡空港より徒歩5分。福岡の中⼼博多まで地下鉄5分と利便性抜群︕早朝のフライトにも便利なのでビジネスに最適。

博多区住吉3-9-22

092-406-8484

https://stay-f.jp/

Ｓｍａｒｔ Ｈｏｔｅｌ Ｈａｋａｔａ

１

博多区住吉２丁⽬13-24

092-260-9590

http://shi-residence.com/

Ｓｍａｒｔ Ｈｏｔｅｌ Ｈａｋａｔａ

２

博多区吉塚⼆丁⽬１７番２４号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

Ｓｍａｒｔ Ｈｏｔｅｌ Ｈａｋａｔａ

３

博多区博多駅前⼀丁⽬２２番８号

092-260-9591

http://shi-residence.com/
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キﾔナルシティまで徒歩2分。天神博多までは⾞で5分。⽬の前には福岡の素敵な住吉神社へもすぐに⾏けます。最⼤12
名宿泊可能︕48〜78平⽶ある広いお部屋です。家族でもビジネスユースの⼤⼈数でも利⽤できます。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

Ｓｍａｒｔ Ｈｏｔｅｌ Ｈａｋａｔａ

４

TEL

博多区祇園町２番２２号

092-260-9590

博多区神屋町３番５号

092-262-6678

HP URL
http://shi-residence.com/

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

https://smile-

スマイルホテル博多

hotels.com/hotels/show/hakat
a
https://smile-

スマイルホテル博多駅前

博多区博多駅前三丁⽬８番１８号

092-431-1500

hotels.com/hotels/show/hakat
aekimae

センチュリオンホテル ＣＥＮ

福岡博多

博多区博多駅東⼆丁⽬９番２９号

092-292-6728

ダイワロイネットホテル博多祇園

博多区祇園町１番２４号

092-281-3600

ダイワロイネットホテル博多冷泉

博多区冷泉町２番７号

092-409-4755

ＴＡＢＩＳＡＩ

ＰＲＥＭＩＵＭ

ＴＡＢＩＳＡＩ

ＬＵＸＥ

博多区綱場町４番１５号
サン２1 ３Ｆ・４Ｆ

092-534-5020

博多区冷泉町６番３８号

092-534-5020

Ｃｈｉｋｕ Ｈｏｕｓｅ

博多区博多駅南五丁⽬２番２７号

090-5286-9383

眺望館

博多区築港本町４番１９号

092-281-7141

ＤＫハウス

博多区博多駅前４－３２－１６

090-1164-1333

デュークスホテル中洲

博多区中洲中島町１番１号

092-283-2800

デュークスホテル博多

博多区博多駅前⼆丁⽬３番９号

092-472-1800

博多区祗園町９番１号

092-272-5489

博多区博多駅南⼀丁⽬１１番１１号

092-431-1091

天然温泉袖湊の湯

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ博

多・キﾔナルシティ前
東急ステイ博多

https://www.centurionhotel.com/cen-fukuoka/

1Fレストラン有︕モーニングやランチ、ドリンク販売など︕take outも⾏ってます︕

https://www.daiwaroynet.jp/h
akatagion/
https://www.daiwaroynet.jp/h 全客室２１平⽶以上、バス・トイレ別のセミセパレートタイプ。⼤⼈３名様〜５名様まで利⽤可能な広いお部屋もござ
akata-reisen/
https://tabisaihotel.com/premi
um/

https://tabisaihotel.com/luxe/

います。⽤途に合わせてご利⽤頂きやすいお部屋をご準備致しております。

中洲川端駅徒歩２分の好⽴地︕最⼤１６名まで宿泊できる贅沢な広さ１組限定貸切︕楽しいゲーム、卓球あり︕

期間限定︕謎解き宝探しゲームやってます︕福岡での観光・出張に好⽴地︕祇園駅から徒歩３分。少⼈数から最⼤２０
名まで宿泊できる団体様向けホテル。

私の宿泊施設はコロナ感染予防の為毎⽇消毒し部屋は常に喚起をしています。清潔なタオルも充分に準備しています。
博多駅にも近く、有名な観光地へのアクセスも便利です。
https://www.dukeshotel.com/nakasu/index.php
https://www.dukeshotel.com/hakata/index.php

天神・中洲徒歩圏内。英国調アンティーク家具を揃えたロビー。シモンズ社製ベッドでゆったりとお休み下さい。

博多駅から徒歩２分。優美な薫りに包まれた重厚感あふれる英国調クラッシックホテル。

https://www.hotespa.net/hote 当ホテル⾃慢の天然温泉⼤浴場＆サウナは毎⽇営業中︕ドーミーインのサウナはプロサウナ―の⽅にもご好評いただい
ls/hakatacanal/

http://www.tokyustay.co.jp
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ております。⼤浴場で免疫⼒を⾼めましょう。無料の夜鳴きそばもぜひお召し上がりください♪
全室ドラム式洗濯乾燥機、電⼦レンジ、空気清浄機完備︕ビジネス、レジﾔーのお客様に快適にお過ごしいただけます
♪

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

TEL

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://www.toyohotel-

ＪＲ博多駅より徒歩2分、令和２年館内リニューアルを⾏い充実した設備とゆとりある客室

fuk.co.jp

⾏っております。

新型コロナ感染症対策

https://www.toyoko-

JR博多駅から徒歩約10分。ホテル前には天神⾏のバス停や地下鉄空港線の祇園駅があり、どこへ⾏くにも⼤変便利な

東洋ホテル

博多区博多駅東⼀丁⽬９番３６号

092-474-1121

東横イン博多駅前祇園

博多区祇園町１番３８号

092-281-1045

東横イン博多駅南

博多区博多駅南⼆丁⽬１０番２３号

092-475-1045

https://www.toyoko-inn.com

東横イン博多⼝駅前

博多区博多駅前⼀丁⽬１５番５号

092-451-1045

https://www.toyoko-inn.com

東横イン博多⼝駅前Ⅱ

博多区博多駅前⼀丁⽬１６番６号

092-437-1045

https://www.toyoko-inn.com

ドーミーイン博多祇園

博多区冷泉町１番１２号

092-271-5489

Ｔｒｉｐ

Ｂａｓｅ

博多区博多駅前四丁⽬３４番１号

092-292-2431

ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

博多区古⾨⼾町６番２０号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区住吉四丁⽬２番２３号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区住吉四丁⽬２番２１号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区住吉四丁⽬２番２２号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区千代⼀丁⽬２３番４７－１号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区対⾺⼩路５番６－１号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区東⽐恵⼆丁⽬１９番７号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区美野島⼀丁⽬６番１０号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多駅前
ＫＯＭＯＮＤＯ

ＭＡＣＨＩ

（トリップポッド古⾨⼾町）
ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ＳＵＭＩＹＯＳＨＩ

Ａ(ト

リップポッド住吉A)
ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ＳＵＭＩＹＯＳＨＩ

Ｃ(ト

リップポッド住吉Ｃ)
ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ＳＵＭＩＹＯＳＨＩ

Ｂ(ト

リップポッド住吉Ｂ)
ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ド千代

ＣＨＩＹＯ

Ａ(トリップポッ

ＴＲＩＰ

A)
ＰＯＤ

ＴＳＵＭＡＳＨＯＪＩ（トリッ

プポッド対⾺⼩路）
ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ＨＩＧＡＳＨＩ－ＨＩＥ（ト

リップポッド東⽐恵）
ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ＭＩＮＯＳＨＩＭＡ

リップポッド美野島A）

A（ト

inn.com/search/detail/00017/ ⽴地です。朝⾷はお弁当をお渡しいたします。お部屋でも朝⾷会場でもお召し上がりいただけます。
ＪＲ博多駅筑紫⼝より徒歩１３分☆無料送迎バス有り︓福岡空港便（朝送⾞のみ運⾏要予約）・博多駅便☆⽴体駐⾞場
有り︓要電話予約☆無料朝⾷（ご飯・パン・惣菜・コーヒー）
博多駅（博多⼝）、博多バスターミナルより徒歩２分の好⽴地にあります。当ホテルを拠点に、ぜひ、福岡を、ご堪能
くださいませ。
博多駅構内から2分（博多⼝）の静かなオアシスです。「博多⼈形師作…アマビエ」がお出迎えのホテルです。アット
ホームな空間で旅やビジネスのお⼿伝いを致します。笑顔と温かさでお待ち致しております。

https://www.hotespa.net/hote 地下900メートルから湧き出る天然温泉は疲労回復効果があり、皆様にも喜ばれております。空港からのアクセス便利
ls/hakata/

でビジネスにもレジﾔーにもご利⽤いただきやすい⽴地です。

https://reqrea.co.jp/portfolio/t ＜広い客室、キーレス、ノーチェックアウト＞博多駅から徒歩15分︕最⼤定員9名の６９平⽶のメゾネットタイプ客室
b-hakataekimae/
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もあります。全室キッチン・洗濯機完備︕

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

住所

博 ＴＲＩＰ ＰＯＤ ＹＯＳＨＩＺＵＫＡ Ｃ(ト
多 リップポッド吉塚 C)
区

ＴＲＩＰ

ＰＯＤ

ＹＯＳＨＩＺＵＫＡ

リップポッド吉塚
９ ＨＯＴＥＬ

Ｂ(ト

Ｂ)
Ｈａｋａｔａ

ＮＡＤＥＳＨＩＫＯ

ＨＯＴＥＬ４０２

ＨＯＴＥＬ６０２

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区吉塚⼀丁⽬２０番２４号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安⼼安全なご滞在を提供いたします。

博多区冷泉町９番１６号

092-263-5010

カルム吉 博多区吉塚五丁⽬９番１７号

https://9hotel.jp/
https://www.airbnb.jp/rooms/43099106?loc

092-738-3070

最⼤5名。Wi-Fi完備。博多駅から1駅︕繁華街の近くでありながら閑静な場所です。ダークブラウンで統⼀された家具
に、紅⾊のアイテムがお部屋のアクセント。エレガントさとシックさを兼ね備え、⾼級感あるホテルのよう。

https://www.airbnb.jp/rooms/43098952?sou
rce_impression_id=p3_1594605707_zqc85o

カルム吉塚６０２号室

⻄鉄ホテル クルーム博多

博多区博多駅前⼀丁⽬１７番６号

092-413-5454

ネストホテル博多駅前

博多区博多駅前⼆丁⽬１１番２７号

092-260-1695

博多区博多駅南⼆丁⽬１０番４号

092-472-7680

http://airbest-bnb.com/

博多区博多駅前四丁⽬１４番１３号

092-477-9708

http://hearts81.com/cs/

博多区美野島⼆丁⽬１１番１３号

092-292-2225

http://hostel-futagi.com/

博多エクセルホテル東急

博多区中洲四丁⽬６番７号

092-262-0109

博多グリーンホテル

博多区博多駅中央街４番３２号

092-451-4112

博多グリーンホテル１号館

博多区博多駅中央街４番４号

092-451-4110

博多サンヒルズホテル

博多区吉塚本町１３番５５号

092-631-3331

博多ターミナルホテル

博多区博多駅東⼆丁⽬１番２６号

092-474-2121

Ｖｉｅｗ

Ｈａｋａｔａｅｋｉｍｉｎａ

ｍｉ
ＨＥＡＲＴＳカプセルホテル＆スパ
ＨＡＫＡＴＡ ＭＩＮＯＳＨＩＭＡ
ＦＵＴＡＧＩ

アネックス

ＨＯＳＴＥＬ

る和洋室がお出迎え致します。

mpression_id=p3_1594605638_kD4VD1OaJ
NQeJ74b&guests=1&adults=1

092-738-3070

独特な外観が第⼀の特徴です。全室で窓辺には障⼦があり、3〜4⼈部屋にはゆとりある畳スペースもあり、ゆｔりのあ

ation=%E5%90%89%E5%A1%9A&source_i

塚６０２号

Ｐａｒｋ

その他施設紹介(100⽂字まで)

050-6865-2538

カルム吉塚４０２号室

ＮＡＤＥＳＨＩＫＯ

HP URL

博多区吉塚⼀丁⽬２０番２３号

カルム吉 博多区吉塚五丁⽬９番１７号

塚４０２号

TEL

2020/9/9 現在

最⼤5名。Wi-Fi完備。博多駅から1駅︕繁華街の近くでありながら閑静な場所です。お部屋はブラウン系で統⼀された

1221mJLT08&guests=1&adults=1

家具に、緑の飾りも。⾃然光が⼊り、落ち着いた空間です。リラックスしてお過ごしいただけます。

https://nnr-

ＪＲ博多駅から徒歩4分、福岡空港から地下鉄で2駅。バスターミナルも隣接し、絶好のアクセス。近くには豊富な飲⾷

h.com/croom/hakata/

店もあり、温泉⼤浴場も完備。旅先の家となる「寛ぎ」と旅先の地として「喜び」をご堪能下さい。

https://www.nesthotel.co.jp/h
akata/

博多駅から徒歩5分の好⽴地。都会の喧騒を離れ、こだわりの睡眠環境と安らぎの時間で明⽇への活⼒を。

３５㎡のお部屋には、ダブルベッド２台・ソファベッド・キッチン・洗濯機・お⾵呂・冷蔵庫・WiFiを完備。

⽇本⼈旅⾏者や地元の⼈々が「新しい」と思えること、訪⽇外国⼈に「⽇本らしさ」を感じてもらえるような場所を⽬
指しています。
博多美野島商店街エリアにある⽵かりドームが美しいホステル。⼥性の1⼈旅や友達同⼠などに特に⼈気でベット、⽔
回りの清掃にｈ特に⼒を⼊れている。ビーガン⾷も提供するカフェバーを併設し、宿泊者には特典も︕0

http://www.tokyuhotels.co.jp/
hakata-e/
http://www.hakata-

博多駅から徒歩1分圏内に、シンプル且つ機能的な全180室。エレベーターにはセキュリティ機能を搭載。ベッド・バ

green.co.jp/

スルームともにゆったりサイズの客室で⽻を伸ばし、福岡での有意義なひと時をお過ごし下さい。

http://www.hakata-

博多駅徒歩1分圏内にバリエーション豊かな全409室をご⽤意。お仕事、家族旅⾏に⼥⼦旅など、シーンごとに最適な

green.co.jp/

滞在をご提案します。⼥性専⽤フロアも完備。福岡でのより安⼼でより快適な時間をお過ごし下さい。

https://www.hakata-

ビジネスからレジﾔーまでゆっくりとくつろげるお部屋をご⽤意しております。博多や天神への交通の便もよく、観光

sunhills.jp/

拠点としても最適です。

https://www.hth.co.jp
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福岡の⽞関⼝・博多駅から徒歩2分。ビジネスからショッピング、観光まですべてが揃う便利な場所に位置する当ホテ
ルで、福岡の旅を満喫してください。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

TEL

HP URL
https://www.tokyuhotels.co.jp

博多東急ＲＥＩホテル

博多区博多駅前⼀丁⽬２番２３号

092-451-0109

博多中洲ワシントンホテルプラザ

博多区中洲⼆丁⽬８番２８号

092-282-0410

http://washington.jp/hakata/

博多の宿

博多区古⾨⼾町４番４号

080-8043-2702

https://tsurezure-an.jp

ハカタビジネスホテル

博多区博多駅前⼆丁⽬１６番３号

092-431-0737

博多 由布院・武雄温泉 万葉の湯

博多区豊⼆丁⽬３番６６号

092-452-4126

ＨａｆＨ

徒然庵

Ｆｕｋｕｏｋａ

Ｂ－Ｓｑｕａｒｅ

ＢＩＯＳ

ＴＨＥ

ＬＩＦＥ

博多区祇園町８番１３号
第⼀プリンスビル１Ｆ,２Ｆ
博多区博多駅前四丁⽬１５番１０号

Ｈａｋａｔａ

３０１，８０１号室

ＨＯＴＥＬ ＨＡＫＡＴＡ

092-292-1070

/hakata-r/

ata/

https://thelife-hostel.com/jp/

070-2417-1212

092-575-0001

https://www.elcasa.co.jp/

ピﾕアドーム博多アベール

博多区住吉五丁⽬７番１１号

092-724-3071

https://www.beds.co.jp

Ｆｕｋｕｏｋａ

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ

ＳＨＩＰ 博多区⼤博町８番２６号

092-402-1908

https://fgh-ship.com

Ｆｕｋｕｏｋａ

Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ

ＨＩＶＥ 博多区上呉服町４番３号

092-292-4232

https://fgh-hive.com/

Ｆｕｋｕｏｋａ

Ｃｏｎｄｏｍｉｎｉｕｍ

092-432-7470

https://fukuoka-hotel.jp

092-272-1123

https://www.f-sunpalace.com

092-432-7470

https://fukuoka-hotel.jp

Ｓｉｎｇｌｅ

Ｒｏｏｍ

博多区博多駅前四丁⽬１５番１０号
７０２号室，６０２号室，３０２号室

令和２年４⽉２４⽇新築オープン。和の趣にこだわった、天然⽊を使⽤した内外装に浴室は檜⾵呂。完全無⼈のセルフ
テェックインシステム採⽤。全３室の広い２階建てのお部屋で、寛ぎのひとときをお愉しみください。

九州の名湯⼤分由布院・佐賀武雄の温泉が博多で楽しめ、名物

博多駅から徒歩１０分、キﾔナルシティに隣接した⽴地でビジネス、観光、ショッピングにも⼤変便利にご利⽤いただ
けます。

博多駅徒歩5分︕観光に便利な⽴地と快適ベッド。wi-fi◎

博多区銀天町⼀丁⽬５番１５号

Ｆｕｋｕｏｋａ

ご利⽤くださいませ。

料理・岩盤浴・エステ・ゲームコーナーなどお⼦様から⼤⼈まで１⽇楽しめる施設。

ビジネスホテルエルカーサ南福岡

博多区築港本町２番１号

地下鉄中洲川端駅より徒歩訳5分の⽴地にあり、シンプルで機能的なビジネスホテルです。観光やお仕事の拠点として

https://www.manyo.co.jp/hak 博多駅・福岡空港から共に⾞で約５分の「万葉の湯」

http://shi-residence.com/

福岡サンパレス

博多駅から徒歩約3分の好⽴地。ビジネスにもレジﾔーにも最適。

business.co.jp/

092-260-9590

⽟井親和ビル５－Ｆ

その他施設紹介(100⽂字まで)

http://www.hakata-

博多区住吉２丁⽬13-24

博多区博多駅前三丁⽬１２番３号

2020/9/9 現在
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レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
100台規模の駐⾞場あり。⾼速インターに近く観光地への移動に最適です。

⻄鉄・JRの両駅が利⽤でき、天神・博多

への移動も簡単です。<客室情報>・⾼速Wi-Fi完備・ダブルベッド完備・無料朝⾷付

博多駅からのアクセス抜群︕中洲・天神エリアも徒歩圏内。ここで出会った仲間という⾵と旅や⽇常の波を超えていく
Fukuoka Guesthouse SHIP
博多駅からのアクセス抜群︕中州・天神エリアも徒歩圏内。⼈々がひとやすみしてまた次へ⽻ばたけるような⽌まり⽊
のような巣（ハコ）Fukuoka Guesthouse HIVE
ご家族で快適に安く泊まって美味しい福岡のグルメ・観光を楽しみましょう。当ホテルは複数⼈で泊まればとてもリー
ズナブルな宿泊費⽤となっております。お部屋は２ＤＫから３ＬＤＫまで広々とお過ごしいただけます。

博多駅から徒歩5分︕ご友⼈やカップルでのご宿泊に最適です。２名で泊まればさらにお得な宿泊料⾦です︕快適な宿
に安く泊まって福岡のグルメ・観光を楽しみましょう︕

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

TEL

プレジデントホテル博多

博多区博多駅前⼀丁⽬２３番５号

092-441-8811

ＢＵＮＳＨＯＤＯ

博多区博多駅前⼆丁⽬１２－１３

092-600-9005

ベッセルイン博多中洲

博多区中洲五丁⽬１番１２号

092-271-4055

変なホテル福岡

博多区中洲五丁⽬４番１９号

092-261-3700

ＨＯＴＥＬ

博多

HP URL

明⽇のプレジデントに最⾼の休息を―。★ホテル朝⾷福岡県第1位（楽天トラベル朝ごはんフェスティバル2019）★

hakata.co.jp

JALパックアワード2年連続⾦賞★ベネフィットワンカンファレンス3年連続⾦賞

https://www.ldhd.co.jp/bunsh 博多駅前に２０２０年６⽉にオープンした”本を通じて⼈と場所をつなぐ”ホテル。１階のカフェ「ＴＩＭＥＺ（タイム
odo/

ズ）」は福岡の⼈気カフェ「ＴＡＧＳＴＡ（タグスタ）」の姉妹店。

https://www.vesselhotel.jp/inn/hakatanakasu/
https://www.hennnahotel.com
/hakata/

ＨＡＫＡＴＡ １

博多区美野島1丁⽬279

092-260-9590

http://shi-residence.com/

ｂｏｘｉ

ＨＡＫＡＴＡ ２

博多区吉塚1丁⽬35-８

092-260-9590

http://shi-residence.com/

Ｈｏｓｔｅｌ ＴＯＫＩ

博多区美野島２－２－２１ １Ｆ

092-985-4412

https://www.hosteltoki.com/jp

ホテル

博多区堅粕⼆丁⽬２番２号

092-642-4563

http://www.hotel-ets.jp

ＨＯＴＥＬ ＮＥＸＵＳ 博多⼭王

博多区⼭王⼀丁⽬１６番２１号

092-419-2020

https://hotel-nexus.jp

ＨＯＴＥＬ ＬＡ

博多区博多駅東⼀丁⽬１番２９号

092-483-7711

http://www.hotel-la-foresta.jp

博多区博多駅南⼆丁⽬８番１９号

092-473-4123

https://www.route-inn.co.jp

Ｈｏｔｅｌ Ａｘｉｓ Ｈａｋａｔａ

博多区須崎町７番２０号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

ホテルアクティブ︕博多

博多区博多駅前三丁⽬２０番１６号

092-452-0001

博多区博多駅前三丁⽬２２番１9号

092-476-9111

博多区博多駅前三丁⽬２２番１９号

092-476-9111

ホテル

イン 博多

ＦＯＲＥＳＴＡ

ルートイン博多駅南

ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅
前
ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅
前Ⅱ

その他施設紹介(100⽂字まで)

http://www.presidenthotel-

ｂｏｘｉ

エトス

2020/9/9 現在

中洲川端駅徒歩3分の好⽴地ホテル。博多の伝統を取り⼊れた客室で快適にお過ごし下さい。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
博多駅から徒歩圏内にありながら、周辺には昭和レトロな⼩さな商店街がある静かなエリアの⼩さなゲストハウスで
す。居⼼地の良い空間とかゆいところにも⼿が届くサービスを⼼がけています。
博多駅より徒歩7分。バス、トイレ別。オールシングル。
「ただいま」と思わず⾔いたくなるホテル。博多駅と福岡空港の中間に位置する「HOTEL NEXUS博多⼭王」ビジネス
はもちろん旅の拠点として快適にご利⽤いただけます。
〜⼈と縁は最幸のパートナー〜

★『楽天トラベルシルバーアワード2017』受賞︕★『楽天トラベルブロンズアワー

ド2018』受賞︕★『楽天トラベルブロンズアワード2019』受賞︕★『じゃらん売れた宿⼤賞第3位』受賞︕
福岡ICより⾞で20分。博多駅より徒歩15分Wi-Fi完備
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

http://www.hotel-

デザイナーズテイストな最新型の宿泊特化型ホテルです。和洋朝⾷サービス◆WiFi無料◆⼈⼯温泉⼤浴場◆個別空調

active.com/hakata/

ＪＲ博多駅博多⼝より徒歩約４分◆空港からは地下鉄で博多駅まで約５分⻄２０番出⼝から徒歩２分

https://www.hotelwing.co.jp/s 旅するホテルをコンセプトにロビー・フロントは空港国際線ターミナルをイメージ、客室フロアはすべて異なる世界の
elect/hakata/

11都市をイメージしたデザインになっております。旅の楽しみが増すよう選ぶ楽しさをご提供します。

https://www.hotelwing.co.jp/s 旅するホテルをコンセプトにロビー・フロントは空港国際線ターミナルをイメージ、客室フロアは全て異なる世界の11
elect/hakata/
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都市をイメージしたデザインになってます。旅の楽しみが増すような選ぶ楽しさをご提供します。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

TEL

ホテルウィングインターナショナル博多新幹線⼝

博多区博多駅東⼀丁⽬１７番１７号

092-431-0111

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

博多区⾦の隈三丁⽬１４番２５号

092-513-3301

ホテルエクレール博多

博多区須崎町１番１号

092-283-2000

ホテルエリアワン博多

博多区堅粕⼆丁⽬３番１号

092-632-4334

福岡⾦の隈店

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://www.hotelwing.co.jp/
hakata-shinkansenguchi/
https://www.az-

HOTEL

hotel.com/kanenokuma/

お客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

ＡＺグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くの

https://www.hotel-

楽天トラベルお客様評価4.5以上︕地下鉄中洲川端駅から徒歩2分。スタッフの笑顔が⼼地よい⼥性に⼈気のホテル。皆

eclair.co.jp/

様に安⼼してお過ごし頂けますよう、除菌清掃、マスク着⽤義務等の衛⽣強化を続けて参ります。

https://www.hotel-

当ホテルのサービスはすべてのお客様に「このホテルに泊まって良かった」と思って頂けることを⽬標に「快適」と

areaone.com/hakata/

「安⼼」を⼼掛けて、より多くのお客様にさらなるサービス提供を⽬指しております。
当ホテルは地下鉄中洲川端駅に直結しており、キﾔナルシティ、天神地区にも徒歩圏内です︕

ホテルオークラ福岡

博多区下川端町３番２号

092-262-1111

https://www.fuk.hotelokura.co 福岡空港より地下鉄で約9分（4駅）、博多駅より約3分（2駅/天神は次駅）の好⽴地にございますので、ゆとりのある
.jp

計画でお過ごしいただけます。
レジﾔー・ビジネスどちらにもお勧めです︕
JR博多駅より徒歩1分とアクセス抜群。⻄⽇本最⼤級カプセル500室。⼤浴場、サウナだけではなく、レストラン、ボ

ホテルキャビナス福岡

博多区博多駅前⼆丁⽬１８番１号

092-436-8880

ＨＯＴＥＬ ＧＵＥＬＬ

博多区千代四丁⽬２２番６号

092-791-3322

ホテルグランビュー福岡空港

博多区⼤井⼆丁⽬１０番６号

092-629-8666

ホテル

博多区博多駅中央街５番３号

092-472-1111

博多区店屋町６番３号

092-272-1414

博多区博多駅前⼀丁⽬２３番９号

092-718-3822

https://amp-flat.com/

ホテルサンライン福岡 博多駅前

博多区博多駅前四丁⽬１１番１８号

092-409-2121

http://www.h-sunline.co.jp

ホテルセンチュリーアート

博多区博多駅中央街５番１５号

092-473-2111

http://www.h-ca.co.jp/

九州・福岡の観光・ビジネスの拠点

ホテルＷＢＦグランデ博多

博多区博多駅南⼆丁⽬２番５号

092-452-4123

https://www.hotelwbf.com/gr

博多駅筑紫⼝より徒歩１０分。近隣に博多グルメの飲⾷店舗が多数あり。全館禁煙、ホテル内⾼速WiFi対応。２０１８

ande-hakata/

年８⽉開業のホテルです。

ホテルＷＢＦ福岡中洲

博多区中洲三丁⽬６番１９号

092-291-4123

クリオコート博多

ホテルグレートモーニング

ＨＯＴＥＬ Ｓｕｎｆｉｅｌｄ

博多駅前

http://cabinas.jp/

ディケア、アカスリも24時間営業中。ビジネスや観光の拠点として⼤変便利。消毒衛⽣管理実施中。
博多駅まで電⾞で17分、電⼈まで電⾞で10分。ゆったりできて快適で静かなお部屋。
4⼈部屋、6⼈部屋対応で無料Wi-Fi完備。

http://granview.co.jp/fukuoka 福岡空港まで徒歩8分の場所にあり、ビジネス及び観光の拠点として⼤変便利です。部屋からは⾶⾏機の離着陸する様
ap/

⼦をお楽しみいただけます。朝⾷は6時からご⽤意致します。

http://www.cliocourt.co.jp/

博多駅筑紫⼝徒歩１分の好⽴地︕全室21㎡以上の洋室、お⼦様連れには安⼼な和室もございます。ロビーには、空間除
菌洗浄機「ジアイーノ」を設置。安⼼・安全な博多満喫旅の拠点として、是⾮ご利⽤下さいませ。

https://hotelgreatmorning.com
/

https://www.hotelwbf.com/fu
kuoka-nakasu/
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博多駅から徒歩５分の好⽴地にあるコンドミニアムタイプのホテル。周りに美味しい飲⾷店も多くございます。ご旅⾏
はもちろん、出張などの⻑期滞在にもお勧めです。

博多駅筑紫⼝から徒歩2分

中洲の中⼼街に位置し、地下鉄「中洲川端駅」から徒歩3分と好⽴地。天神へのアクセスも便利です。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

TEL

HP URL

ホテル東興 博多・祇園

博多区上呉服町６－２９

092-980-6694

https://hotel-tohko.com

ホテルトラッド博多

博多区住吉３丁⽬１２－１

092-710-7675

https://hotel-trad.jp/

ＨＡＫＡＴＡ 博多区⼤博町１１番１０号

092-717-2710

ＨＯＴＥＬ ＮＩＮＥＳＴＡＴＥＳ

ホテル⽇航福岡

博多区博多駅前⼆丁⽬１８番２５号

092-482-1111

ホテルニューガイアイン中洲東

博多区祗園町６番２６号

092-283-2200

ホテルニューガイア上呉服

博多区上呉服町１４番２５号

092-293-2911

ホテルニューガイア博多

博多区冷泉町６番５－１号

092-283-0130

ＨＯＴＥＬ 博多中洲 ＩＮＮ

博多区中洲中島町４番１４号

092-291-0088

ホテル博多プレイス

博多区築港本町３番１６号

092-404-7770

ホテルハルロット福岡博多

博多区博多駅東⼆丁⽬９番１０号

092-475-8533

ホテルビスタ福岡［中洲川端］

博多区上川端町１４番２８号

092-281-3737

ホテルフォルツァ博多駅筑紫⼝Ⅰ

博多区博多駅中央街4-16

092-473-7111

ホテルフォルツァ博多駅博多⼝

博多区博多駅前2-1-15

092-473-7113

博多区博多駅東⼆丁⽬１０番１８号

092-475-8585

博多区住吉三丁⽬１番９０号

092-271-3171

ＨＯＴＥＬ ＨＵＬＡＴＯＮ
ＡＫＡＴＡ
ホテル法華クラブ福岡

ＦＵＫＵＯＫＡ

Ｈ

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
都会の喧騒を離れ、伝統的景観、⽇本情緒溢れる下町「博多旧市街」を散策したい⽅に是⾮お薦め︕⽊の素材を基調と
し極上の寛ぎステイ”和モダンスタイル”の新しいホテル
２０２０年８⽉１⽇開業。英国の重厚感、北欧モダン、⽇本の凛とした佇まいが織りなすトラディッショナルな空間で
旅のひとときを楽しめるホテルです。

福岡国際センター、福岡サンパレスから徒歩１０分圏内に位置しており、イベント時の宿泊に便利です。

https://www.hotelnikko-

博多駅と地下道で直結。福岡空港から地下鉄で約5分、キﾔナルシティーや中洲に隣接、ビジネスやショッピングに絶好

fukuoka.com/

のロケーションです。

http://www.hotelnewgaea.co

進化系キﾔビンホテルです。JR博多駅と九州最⼤の繁華街中洲のほぼ中間に位置し、キﾔナルシティへは徒歩1分。博多

m/nakasuhigashi/

の街を眼下に、露天⾵呂付⼤浴場で伸びやかなくつろぎのひと時をお過ごし頂けます。

http://www.hotelnewgaea.co

博多駅と天神の中間地点に位置し、地下鉄「呉服町駅」、⻄鉄バス「呉服町」バス停から徒歩3分。マイクロバブル

m/kamigofuku/

ジェットを標準装備（⼀部を除く）しており、寛ぎと安らぎのバスタイムをご提供いたします。

http://www.hotelnewgaea.co

博多の総鎮守、櫛⽥神社の正⾨に位置する静かな佇まいと、都市の利便性を兼ね備えたファストホテルです。お⼀⼈様

m/hakata/

でのご利⽤からファミリーでのご利⽤まで幅広くご利⽤いただけます。

https://hpdsp.jp/hakatanakas

那珂川、博多川に囲まれ博多湾も⼀望できるホテル博多中洲。地下鉄中洲川端駅まで徒歩5分、弁天橋1本渡れば天神

uinn/

と、ビジネス、観光に好⽴地。福岡で唯⼀2018年2019年とアゴダゴールドサークル賞及び楽天賞受賞

http://www.hotel-

全室が25平⽶の広々ワンルームタイプでバスルームとトイレは別室です。ミニキッチンと電⼦レンジを全室に完備して

hakataplace.com/

おり、ホテルで暮らすように寛げる博多のセカンドハウスとしてご利⽤下さい。

https://halrotto.com/

https://fukuoka-

ＪＲ博多駅筑紫⼝徒歩６分、全室禁煙シンプルクールなホテル︕コンビニ隣︕余計なものを削ぎ落し、シンプルに価値
あるものを厳選。気軽に寛げる空間でおもてなし。カジュアルなライフスタイルを提供致します。
中州川端駅より徒歩3分。⼤浴場を完備しています。伝統の博多織と五⾊献上をデザインにとり⼊れモダンに表現して

nakasukawabata.hotel-vista.jp います。（2019年12⽉OPEN)
https://www.hotelforza.jp/hak 必要なものを必要なだけ贅沢に配し、くつろぎと眠りを追求する宿泊重視型の「スマートホテル」。独創的なデザイン
ata/

性と機能性を兼ね備えた客室の細部まで使い勝⼿と居⼼地にこだわりました。

https://www.hotelforza.jp/hak ＪＲ博多駅博多⼝より徒歩3分の好⽴地!!全室禁煙。除菌ウエットシート設置!!居⼼地にこだわったスマートホテル!!温
ataguchi/

かみがありリラックスリフレッシュしていただけるホテルを⽬指してます!!

https://hulaton.com/

https://www.hokke.co.jp/fuku
oka/
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ＪＲ博多駅筑紫⼝徒歩４分、全室禁煙オシﾔレホテル︕Wi-Fi無料＆コンビニ近。ホテルに⼀歩⾜を踏み⼊れた瞬間から
クールでスタイリッシュな時間と空間が、お客様を最⾼のホテルスタイルの達⼈へと変化させます。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

住所

TEL

ホテルリソルトリニティ博多

博多区中洲四丁⽬４番１０号

092-282-9269

ホテルリブマックス博多駅南

博多区博多駅南三丁⽬７番３２号

092-433-0400

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://www.resol-hakata.com 福岡市営地下鉄「中洲川端駅」徒歩1分。⼤浴場付きのホテルです。
https://www.hotellivemax.com/fukuoka/hakatast
_minami/

ホテルリブマックス博多中洲

https://www.hotel-

博多区中洲五丁⽬４番２１号

092-273-0050

博多区博多駅前⼀丁⽬１番２０号

092-477-8885

博多区住吉四丁⽬２４番２号

092－292-2431

マースガーデンホテル博多

博多区博多駅中央街４番１０号

092-434-1311

三井ガーデンホテル福岡祇園

博多区博多駅前⼆丁⽬８番１５号

092-414-3131

三井ガーデンホテル福岡中洲

博多区中洲五丁⽬５番１号

092-263-5531

都ホテル

博多区博多駅東⼆丁⽬１番１号

092-441-3111

博多区上呉服町８番１－１号

050-5539-2234

博多区堅粕五丁⽬４番２６－２号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区堅粕四丁⽬２番２１号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区堅粕五丁⽬４番２６－１号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区堅粕四丁⽬２番２０号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区上呉服町９番２８号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

ホテル

ルートイン博多駅前

ボンドベース（Ｂｏｎｄ

－博多⼝ー

Ｂａｓｅ）

博多

ＭＵＳＵＢＩ

ＨＯＴＥＬ

ＭＡＣＨＩＹＡ

livemax.com/fukuoka/nakasu/

http://www.route-inn.co.jp

JR博多駅

博多⼝から徒歩1分

⾬の⽇でも濡れずに⼊館できます。

https://reqrea.co.jp/portfolio/

＜現代アート作家の「富永ボンド」総合プロデュース＞⼀棟丸ごと貸し切りデザイナーズホテル︕最⼤10名まで収容可

bondbase/

能。デザイン性にこだわった⾮⽇常な空間はご家族やご友⼈とおしゃれなお泊りにピッタリ☆

https://www.mars-

博多駅徒歩1分の好⽴地︕ビジネス＆レジﾔーにご利⽤いただけます。明るく機能的な客室は⼀⽇の疲れを癒します。レ

gardenhotel.jp/

ストランはテレビでも話題の料理⻑がこの度就任︕本格和⾷をご提供しています。

https://www.gardenhotels.co.j 2019年6⽉27⽇オープン︕博多駅から徒歩約7分、キﾔナルシティ博多前に位置し、中洲へも徒歩圏内。最上階に⼤浴
p/

場、露天⾵呂、スチームサウナ（宿泊者は利⽤無料）

https://www.gardenhotels.co.j 2020年7⽉1⽇オープン。地下鉄「中洲川端駅」から徒歩2分、天神へも徒歩圏。最上階に⼤浴場（宿泊者は利⽤無
p/

料）ホテル1Fに「⼩野の離れ」博多本店が⼊店

http://www.miyakohotels.ne.j
p/hakata/

ＫＡＭ

ＩＧＯＦＵＫＵーＭＡＣＨＩ３ （ムスビホテル町家

http://airbest-bnb.com/

２０２０年４⽉オープン。３０㎡のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・無料WiFiを全室完備。

上呉服町３）
ＭＵＳＵＢＩ
ＡＳＵ１

ＭＵＳＵＢＩ
ＡＳＵ３

ＨＯＴＥＬ

ＨＯＴＥＬ

ＨＯＴＥＬ

堅粕３）

ＭＡＣＨＩＹＡ ＫＡＴＡＫ
堅粕２）

ＭＡＣＨＩＹＡ ＫＡＴＡＫ

(ムスビホテル町家

ＭＵＳＵＢＩ

堅粕１）

ＭＡＣＨＩＹＡ ＫＡＴＡＫ

(ムスビホテル町家

ＭＵＳＵＢＩ
ＡＳＵ４

ＭＡＣＨＩＹＡ ＫＡＴＡＫ

(ムスビホテル町家

ＭＵＳＵＢＩ
ＡＳＵ２

ＨＯＴＥＬ

(ムスビホテル町家

堅粕４）

ＨＯＴＥＬ

ＭＡＣＨＩＹＡ ＫＡＭＩＧ

ＯＦＵＫＵーＭＡＣＨＩ１

（ムスビホテル町家 上呉服

町１）
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

ＭＵＳＵＢＩ

ＨＯＴＥＬ

ＭＡＣＨＩＹＡ ＫＡＭＩＧ

ＯＦＵＫＵーＭＡＣＨＩ２

（ムスビホテル町家 上呉服

住所

TEL

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

博多区上呉服町８番１－２号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区神屋町７番７号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区神屋町７番６号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区奈良屋町４番６号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区奈良屋町４番５号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区美野島⼆丁⽬２１番１３号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区千代⼆丁⽬４番７号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

博多区美野島⼆丁⽬２１番１４号

050-6865-2538

3密（密閉、密集、密接）を避けた全室個室のアパートメントタイプで安全なご滞在を提供いたします。

町２）
ＭＵＳＵＢＩ

ＨＯＴＥＬ

ＡーＭＡＣＨＩ１
ＭＵＳＵＢＩ

ＨＯＴＥＬ

ＡーＭＡＣＨＩ２
ＭＵＳＵＢＩ

ＭＡＣＨＩＹＡ ＫＡＭＩＹ

(ムスビホテル町家 神屋町２)

ＨＯＴＥＬ

ＡーＭＡＣＨＩ１
ＭＵＳＵＢＩ

ＭＡＣＨＩＹＡ ＮＡＲＡＹ

(ムスビホテル町家 奈良屋町１)

ＨＯＴＥＬ

ＡーＭＡＣＨＩ２
ＭＵＳＵＢＩ

ＭＡＣＨＩＹＡ ＮＡＲＡＹ

(ムスビホテル町家 奈良屋町２)

ＨＯＴＥＬ

ＨＩＭＡ３

ＭＡＣＨＩＹＡ ＭＩＮＯＳ

(ムスビホテル町家 美野島３)

ＭＵＳＵＢＩ
３

ＭＡＣＨＩＹＡ ＫＡＭＩＹ

(ムスビホテル町家 神屋町１)

ＨＯＴＥＬ

(ムスビホテル町家

ＭＵＳＵＢＩ

ＭＡＣＨＩＹＡ ＣＨＩＹＯ

千代３)

ＨＯＴＥＬ

ＨＩＭＡ２

ＭＡＣＨＩＹＡ ＭＩＮＯＳ

(ムスビホテル町家 美野島２)

博多区博多駅南⼆丁⽬１８番１７号
Ｍｏｄｅｒｎ

Ｒｏｏｍ

９０１・９０２

家電、家具、調理器具、⾷器などもそろっています。WI-FI回線でテレワークも最適です。映画三昧、⼥⼦会、仕事に

モダンパラッツォ博多駅南Ⅱ９０１・９ 092-558-2879

活⽤してください。

０２

モンタン博多は福岡空港より地下鉄で1駅、タクシーで約10分の距離にございます。都市⾼速

モンタン博多

博多区博多駅東三丁⽬６番１１号

092-292-8376

https://www.montan.jp/

⼋百治博多ホテル

博多区博多駅前四丁⽬９番２号

092-483-5111

https://www.yaoji.co.jp

安らぎⅡ

博多区博多駅前四丁⽬７番２１号

090-3447-9739

簡易宿所（ゲストハウス安らぎ博多駅前）博多駅から徒歩10分

090-6185-6349

簡易宿泊

博多区上川端町４番２０５号

安らぎ

平⽥ビル２Ｆ

宿屋 ひととき

博多区冷泉町３番１５号

092-263-8339

⼭本旅館

博多区冷泉町３番６号

092-291-1176

博多区⻨野四丁⽬３７番３号

092-558-7239

YOGOZASSHO

HOUSE

http://www.taniya.co.jp/hitoto
ki/

博多駅東⼝からは5分

で到着致します。最⼤で5名様1室で宿泊できるお部屋もございますので是⾮ご利⽤くださいませ。
博多駅より徒歩5分の好⽴地。2019年7⽉にリニューアルした天然温泉「⼋百治の湯」と広めの客室でゆっくりおくつ
ろぎ頂けます。Wi-Fi無料。全室加湿機能付き空気清浄機を完備しております。

川端商店街⼊⼝

当館1Fに併設の「ポーたま」の朝⾷付。博多駅のキﾔナルシティ天神へのアクセスもバツグン︕︕

https://www.yamamoto-

当館はコロナウイルス対策は徹底しております。安⼼してお泊り下さい。祇園改札②出⼝、コインパーキング横徒歩1

ryokan.com/

分

http://yogo-zasshohouse.business.site/
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ＰＥＴ同伴可能（予約・有料）。⻄鉄雑餉隈駅横。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

博
多
区

Ｒｅａｌｉｔｙ

住所

Ｈａｋａｔａ２

リッチモンドホテル博多駅前
Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ

Ｉｎｎ

ＲＩＶＥＲＳＩＤＥ

ＨＯＳＴＥＬ

ｖｅｒ

博多区堅粕五丁⽬８番１５号

050-5539-2234

博多区博多駅中央街６番１７号

092-433-0011

博多区住吉⼆丁⽬２１番４号

092-291-8233

http://yurariversusaki.com

博多区住吉⼆丁⽬２１番１５号

092-402-1414

http://airbest-bnb.com/

(ルポ県庁⼝) 博多区千代四丁⽬２４番１２号

092-718-3822

https://amp-flat.com/

創業67年、福岡でも歴史あるホテル。博多駅やキﾔナルシティにも近く、アクセスに最適です。⽼舗ならではの温かい

hotel.co.jp

おもてなしでお客様をお迎えいたします。

092-402-1414

http://airbest-bnb.com/

２０１９年１０⽉オープン。３５㎡のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・無料WiFiを完備。

博多区博多駅東三丁⽬９番２２号

092-260-3494

http://airbest-bnb.com/

３３㎡のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・無料WiFiを完備。

博多区博多駅東⼀丁⽬１４番１３号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区住吉⼆丁⽬１７番２１号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区博多駅南⼆丁⽬４番２６号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区博多駅南四丁⽬３番８号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区冷泉町９番４号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区吉塚六丁⽬３番１２号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

Ｈａｋａｔａ

博多区住吉⼆丁⽬２１番１４号

Ｌｅｇａｔｉｏ

Ｈａｋａｔａｅｋｉ

Ｈａｋａｔａ

１１
Ｈａｋａｔａ

１２
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

１４
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

１５
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ
１８

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

います。旅⾏はもちろん、出張や⻑期のご滞在にもお勧めです♪

http://www.reisenkaku-

Ｌｅｇａｔｉｏ

Ｈａｋａｔａ

地下鉄千代県庁⼝から徒歩１０分のワンルームタイプホテル。共⽤スペースにコインランドリーや炊事スペースもござ

おもてなしでお客様をお迎えいたします。

092-441-8601

１

２０１９年１０⽉オープン。３５㎡のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・無料WiFiを完備。

創業67年、福岡でも歴史あるホテル。博多駅やキﾔナルシティにも近く、アクセスに最適です。⽼舗ならではの温かい

博多区上川端町８番２１号

Ｈｉｇａｓ

チン、電⼦レンジ、洗濯機などを完備しており、グループやファミリー旅⾏、⻑期滞在も可能です。

hotel.co.jp

冷泉閣ホテル 川端

ｈｉ

地下鉄「中洲川端」駅と「天神」駅徒歩圏の好⽴地。川が⾒えるリバービュールームが⼈気。広い客室内にはミニキッ

http://www.reisenkaku-

092-441-8601

Ｈｏｔｅｌ

※福岡市営地下鉄「天神駅」より約

博多区須崎町８番１０号

ＹｕＲａＲｉ

博多区博多駅前⼀丁⽬２８番３号

Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

地下鉄「博多駅」東5番より徒歩約3分。

２０１９年７⽉オープン。全室３５㎡以上のお部屋には、キッチン・お⾵呂・洗濯機・冷蔵庫・WiFiを完備。

冷泉閣ホテル 駅前

Ｈｏｔｅｌ

https://richmondhotel.jp/haka ＪＲ「博多駅」筑紫⼝より徒歩約4分

http://airbest-bnb.com/

ｋｅｎｃｈｏｇｕｃｈｉ

Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

博多駅から徒歩7分。30㎡のお部屋にはキッチン・お⾵呂・洗濯機・無料Wi-Fiを完備。

050-5539-2234

Ｈａｋａｔａ

Ｈｏｔｅｌ

http://airbest-bnb.com/

その他施設紹介(100⽂字まで)

7分。※福岡市営地下鉄「福岡空港駅」より約7分

Ｒｉｖｅｒｆｒｏｎｔ Ｈａｋａｔａ

Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

HP URL

ta/

ＳＵＳＡＫＩ

Ｒｕｐｏ

TEL

2020/9/9 現在
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レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

住所

博 Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ Ｈｏｔｅｌ Ｈａｋａｔａ
多 ３
区

TEL

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを

博多区博多駅南⼀丁⽬１２番１６号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区住吉⼆丁⽬１３番２３号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区吉塚六丁⽬１４番３０号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

博多区東公園４番９号

092-260-9590

http://shi-residence.com/

東区箱崎⼀丁⽬２６番３４－１号

092-718-3822

https://amp-flat.com/

ＪＲ箱崎駅から徒歩３分の３階建て⼀軒家♪駐⾞場完備︕博多駅にもアクセス抜群でグループや家族にお勧めです︕

東区⼤字勝⾺１８０３－１

092-603-6631

https://www.qkamura.or.jp/s

宿舎の⽬の前に⽞界灘が⼀望できる絶景のリゾートホテルです。⾃然豊かの歴史とロマンのアイランドリゾートでリフ

hikano/

レッシﾕしてください。

東区名島三丁⽬２番２４号

092-662-8222

東区箱崎１丁⽬26-17

090-9499-3858

東区⻄⼾崎１８－２５

092-603-2525

ニコニコハウス

東区箱崎⼆丁⽬４２番１号

092-651-7215

浜幸家

東区⼤字勝⾺２７９－１

092-603-6410

r.goope.jp/hamakouya

東区⼤字勝⾺２５７－５

092-603-1313

https://www.manposo.com/

Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

４
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

５
Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ

Ｈｏｔｅｌ

Ｈａｋａｔａ

９
ＴＨＥ

志賀島

ＦＵＫＵＯＫＡ

ゲストハウス 箱崎ガーデン
ＴＨＥ

ＬＵＩＧＡＮＳ Ｓｐａ

ｔ

浜辺の宿

満帆荘

⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。
レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⼿伝いとチェックインの⼿続きを
⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

８０３,８０４号室

東 ＡＭＰ ＦＬＡＴ Ｈａｋｏｚａｋｉ（Ａｍｐ．箱
区 崎）

ＣＲＹＳＴＡＬ＆ＲＥＳＯＲＴ

レジデンス型のホテルになっており、⼤⼈数の宿泊に最適です。総合フロントにてお⽀払いとチェックインの⼿続きを

博多区住吉⼆丁⽬９番４号

ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡＮ

休暇村

⾏います。総合フロント住所は福岡市博多区博多駅南1-15-28となります。

＆

Ｒｅｓｏｒ

https://sugosu.chintai/accomm
odation/cr-fukuoka/

⻄鉄⾙塚線 名島駅より徒歩2分のアパートメントホテル︕ショートステイからロングステイのプランをご⽤意。
Wi-Fi完備の静かな解放感のある客室は、テレワークなど多様なご利⽤も可能です。

https://hakozakigarden.com/ja/

https://www.luigans.com

都⼼から⾞で２０分のリゾートホテル。福岡の国定公園・海の中道に位置するザ・ルイガンズ．スパ＆リゾートは、
海・空・光・緑が織りなす⾃然の絶景に囲まれたラグジﾕアリーな⾮⽇常空間

志賀島で獲れた新鮮な海の幸、⼭の幸。そして、温かいおもてなしでお迎えいたします。当店の名物は「さざえ釜め
し」ぷりぷりのさざえと優しい味付けで炊き上げる⾃慢の⼀品です。ぜひ⾷べに来てください。
６へやだけの⼩さな宿です。海が⽬の前で海⽔浴や磯遊び。島も周囲が10ｋ程ですので天望台までのハイキングなども
出来ます。他は海光、⼣⽇、朝⽇、星と⾃然がいっぱいです。⾷べ物も体に良い物がたくさんで⼼も体もリフレッシュ
出来ます。

福岡市海の中道⻘少年海の家

東区⼤字⻄⼾崎（海の中道海浜公園内） 092-603-2700

http://www.fukuoka-

雄⼤な⽞海灘に臨む⽩砂⻘松の地、国営海の中道海浜公園内の「いこいの森」エリアにあります。⻘少年教育施設では

shizennoie.jp/uminaka/

ありますがファミリー様のご利⽤も可能です。

25

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡市>
施設名称

東
区

住所

TEL

福岡リーセントホテル

東区箱崎⼆丁⽬５２番１号

092-641-7741

ベッセルホテル福岡⾙塚

東区箱崎七丁⽬１０番６５号

092-642-0101

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

東区和⽩丘⼆丁⽬３番１号

092-605-3301

ＨＯＴＥＬ ＺＡＢａＮ 志賀島

東区⼤字志賀島１７３６番地２

092-719-1190

まさご屋

東区⼤字勝⾺２５７－５

092-603-6417

福岡和⽩店

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://www.recent-

☆全室禁煙ルームの快適空間☆博多駅より地下鉄で12分。福岡空港より17分。中洲・天神へのアクセスも良好です。

hotel.com/

■洋室全室デュベスタイル■Wi-fi接続無料■プラズマクラスタ加湿空気清浄器完備■駐⾞場1泊500円

https://www.vesselhotel.jp/hotel/fukuoka/
https://www.az-

HOTEL

hotel.com/fukuoka/

お客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

https://zaban.jp

ＡＺグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くの

市内からたった30分で、⼼解放される島時間。海と空を感じられるお部屋と、島⾷材を使ったエネルギー溢れるお⾷事
を。
敷地内にハンバーガー屋 アンカー有り
敷地内にラーメン屋 ⿂のしっぽ有り
バーベキュー施設有り

旅館 こみね

南
区

東区⼤字志賀島１５２６－３

南区⼤橋⼀丁⽬７番１５号

グリーンリッチホテル ⻄鉄⼤橋駅前

⽟屋⼤橋ビル

092-603-6552

092-552-4400

https://greenrichhotels.jp/ohh ⻄鉄＜⼤橋駅＞⻄⼝徒歩約1分のビジネスホテルです。
ashi/

シングルルームの他ダブル・ツイン・トリプル・5名可能スィートルームございます。朝⾷ビュッフェ650円（税込）

クワトロヴィラ平尾

南区⼤楠⼆丁⽬２３ー３２ー１０２

092-622-7077

https://abnb.me/JjL9abWad6

博多温泉

南区三宅３丁⽬１９番７号

092-551-4126

http//www.fujinoen.co.jp

旅館

「⾃分が泊まりたくなる部屋」がコンセプト。お部屋も設備も新しさが⾃慢の⺠泊です。天神まで２駅。コンビニまで
３０秒。
天神、博多駅より6キロ。那珂川湖畔に建つ閑静な宿。

富⼠の苑

気軽に⾏ける都会の源泉かけ流し本物の天然温泉。
ビジネス、家族旅⾏、スポーツ団体宿泊、お泊り宴会などに対応できるリーズナブルな旅館です。

ビジネスマンション

Ｆｕｋｕｏｋａ

ピアクレスト

Ｂｅｓｔ

ひまわり館

Ａｐａｒｔｍｅｎｔ

南区横⼿⼆丁⽬１８番５号

南区清⽔3丁⽬23-27若葉コーポ106号
室

092-584-2129

050-5435-7065

http://piahimawarikan2929.wi ワンルームタイプのお部屋にて鍵を持って⾃分の部屋のようにお使いいただけます。天神、博多駅も15分圏内、素泊ま
xsite.com/

https://bit.ly/3ilgikx
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りのためラーメン、焼き⿃、もつ鍋、福岡グルメをお楽しみください。（電話での事前予約となります）
このホテルは福岡で⼈気の都⼼に近くて交通が便利なエリアにあります。福岡空港からバスで10分。天神までバスで
10分と、とても交通が便利です。コインパーキング、Wi-fiなどございます。

