「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <北九州市>

2020/9/9 現在

※北九州宿泊モニターキャンペーンとの併⽤はできません。

施設名称

⼩
倉

アートホテル⼩倉ニュータガワ

住所

TEL

⼩倉北区古船場町3－46

093-521-7000

⼩倉北区鍛冶町1－5－13

093-551-8881

あさのホテル

⼩倉北区浅野2－9－6

093-521-3366

アパホテル〈⼩倉駅前〉

⼩倉北区浅野2－14－65

093-531-4000

株式会社

⼩倉北区浅野2－18－18

093-541-1045

⼩倉北区浅野2－17－31

093-551-8282

⼩倉北区⼤⾨1－1－17

093-581-5673

北

区 アーバンホテルかじまち

東横イン⼩倉駅新幹線⼝

⼩倉ベイホテル第⼀
⼩倉リーセントホテル（公⽴学校共済組合北九州宿
泊所）

HP URL
https://art-kokura.com/

http://www.urbanhotelkajimachi.jp

その他施設紹介(100⽂字まで)
⽇本庭園を望むそこかしこに和洋の粋が宿る客室は当ホテルならでは、洋室はヨーロッパ製の調度品をしつらえた全室
趣が異なる邸宅⾵。和室は全室に檜⾵呂を備え、床の間や明かり取りなどにも配慮した本格的な造りです。

⼩倉の中⼼街にある隠れ家ホテル

https://www.kiteyone.net/asa
nohotel/
https://www.apahotel.com/hot
el/kyushu/kokura-ekimae/

⼩倉駅（新幹線⼝）から徒歩2分

https://www.toyokoinn/sp/search/detail/00219

https://www.kokurabay.com/

https://www.kourituyasuragi.j
p/kokura

北九州市⼩倉北区⻄⼩倉駅前にある⼩倉リーセントホテルです。⽬の前にに⼩倉城を望み、徒歩圏内に松本清張記念
館、北九州芸術劇場、北九州美術館分館などの⽂化・観光施設やリバーウォーク北九州、銀天街などのエンタメ・グル
メスポットを数多く擁しており、ビジネスにも観光の拠点にも便利なホテルです。

コンフォートホテル⼩倉

⼩倉北区浅野2－6－21

093-512-8311

https://www.choice-hotels.jp/

サンスカイホテル⼩倉

⼩倉北区神幸町2－1

093-521-0123

https://www.sunsky.co.jp/

ＪＲ九州ステーションホテル⼩倉

⼩倉北区浅野1－1－1

093-541-7111

ＪＲ九州ホテル⼩倉

⼩倉北区浅野1－3－6

093-522-8800

松柏園ホテル

⼩倉北区上富野4－1－25

093-511-2228

http://www.shohakuen.com

スーパーホテル⼩倉駅南⼝

⼩倉北区京町1－6－34

093-541-9000

https://www.superhotel.co.jp

ダイワロイネットホテル⼩倉駅前

⼩倉北区⿂町1－5－14

093-513-7580

https://www.daiwaroynet.jp

東横イン⼩倉駅南⼝

⼩倉北区京町3－14－6

093-511-1045

ＪＲ⼩倉駅北⼝（新幹線⼝）より徒歩３分の好⽴地。今年２⽉末にリニューアルオープン。ラウンジのライブラリーカ
フェも好評。駐⾞場も完備（１泊850円）。２０台先着。
サンスカイホテル⼩倉は、北九州市の中⼼地近くに位置します。
東へ⻄へ北へ南へ、迅速な移動にビジネスや観光にも最適なサンスカイホテル⼩倉をどうぞご利⽤ください。

https://www.station-

ＪＲ九州ステーシﾖンホテル⼩倉は、新幹線、在来線などが集中する⼩倉駅に直結しております。このアクセスの良さ

hotel.com/

は、ビジネスやご旅⾏など様々な場⾯で利便性に⻑け、たくさんの⽅に気軽にご利⽤いただけます。

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

https://www.toyokoinn.com/index.php/search/det
ail/00152.html

1

JR⼩倉駅新幹線⼝（北⼝）から徒歩2分。シックな空間でうつろげる快適なホテル

７⽉中はご利⽤いただけません。８⽉１⽇からご利⽤いただけます。

ＪＲ⼩倉駅南⼝より徒歩７分。朝⾷ビュッフェは無料でご⽤意しております。オーガニックサラダをはじめ⽇替わりの
健康に配慮したバランスの良い朝⾷をお召し上がりください。

⼩倉駅から徒歩3分。「清潔・安⼼・値ごろ感」を売りに、
⼤きな声の挨拶と明るい笑顔で皆様のお越しをお待ちしております。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <北九州市>

2020/9/9 現在

※北九州宿泊モニターキャンペーンとの併⽤はできません。

施設名称

⼩
倉

⻄鉄イン⼩倉

住所

TEL

⼩倉北区⽶町1－4－11

093-511-5454

⼩倉北区京町2－4－8

093-551-0306

ビジネスホテルＹＡＮＡＧＩ

⼩倉北区浅野2－12－33

093-522-1011

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

⼩倉北区⻄港町30－7

093-562-3311

ホテルクラウンパレス⼩倉

⼩倉北区⾺借1－2－1

093-511-4111

ホテルクラウンヒルズ⼩倉

⼩倉北区紺屋町8－5

093-521-0109

ホテルテトラ北九州

⼩倉北区鍛冶町1－9－8

093-531-3111

ホテル１－２－３⼩倉

⼩倉北区古船場町1－1

093-513-0018

ユタカホテル

⼩倉北区浅野2－13－22

093-511-0101

リーガロイヤルホテル⼩倉

⼩倉北区浅野2－14－2

093-531-1121

リコホテル⼩倉

⼩倉北区船頭町3－31

093-521-4444

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

ＪＲ⼩倉駅から徒歩５分、北九州空港から⼩倉駅ＢＣまでバスで３３分。ビジネスにもレジﾔーにも最適な⼤浴場完備

inn/kokura/

のホテルです。

北

区 ビジネスホテル ⻘葉

北九州⼩倉店

全客室備え付きの設備及び備品のアルコール消毒液による徹底した掃除と各階の通路にウィルス抑制機能付き空気清浄
機を設置し、お客様に安⼼して宿泊していただけるように、⽇々の感染予防に努めております。

http://yutaka-hotel.jp/yanagi/

南

◇ビジネスホテルYANAGI◇ＪＲ⼩倉駅から歩いて６０秒◇ビジネスに観光にショッピングに最適な拠点です。北九州
市、⼩倉にご宿泊の際はぜひビジネスホテルYANAGIへ

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/kokura/

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、多くのお

https://www.crownpalais.jp/k 街のシンボル「⼩倉城」を中⼼に城下町の歴史と豊かな⽂化が⾹る周辺環境に位置するホテルクラウンパレス⼩倉。
okura

「紫川」のほとりに佇む⽔辺の安らぎ空間で⼼を潤すひとときをお過ごしください。

http://breezbay-

宿泊者専⽤の⼤・中浴場あり。

group.com/hch_kokura/

朝⾷バイキング⼤好評です。

http://kitakyushu.etetora.com/
http://www.hotel123.co.jp/ko
kura/

http://www.yutaka-hotel.jp/

⾼品質なサービスでワンランク上のホテルステイをご提供いたします。

⼈数が増えると宿泊料⾦がお得に︕︕ビジネスやカップル、家族旅⾏などでもご利⽤ください。※朝⾷無料サービス

◇ユタカホテル◇ＪＲ⼩倉駅から歩いて３０秒◇ビジネスに観光にショッピングに最適な拠点です。北九州市、⼩倉に
ご宿泊の際はぜひユタカホテルへ

https://www.rihga.co.jp/kokur
a

http://ricohotel.co.jp/

⼩
倉

その他施設紹介(100⽂字まで)

ホテル館内にコンビニ（⼿作り弁当ママの店）併設しております。

東横イン北九州空港は、360度海に囲まれ全室オーシﾔンビュー︕海に囲まれた景⾊はとてもきれいです。特に朝⽇と

東横ＩＮＮ 北九州空港

⼩倉南区空港北町2－4

093-472-1042

https://www.toyoko-

⼣⽇は遮るものがないため、⼀⾒の価値あり︕お⾞でお越しのお客様、駐⾞場は1泊していただくと10⽇間無料です。

inn.com/search/detail/00179

バスでお越しのお客様、⼩倉駅からエアポートバスで35分です︕皆様のご来館をスタッフ⼀同お待ち申し上げておりま

区

す。
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「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <北九州市>

2020/9/9 現在

※北九州宿泊モニターキャンペーンとの併⽤はできません。

施設名称

住所

TEL

⼾
畑
区

⾨
司
区

ホテル千望荘

⼾畑区牧⼭2－5－9

093-871-6991

ＦＵＫＵＯＫＡ⾨司港ステイ

⾨司区本町3－16

093-322-1077

プレミアホテル⾨司港

⾨司区港町9－11

093-321-5551

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

⼋
幡

北九州新⾨司港店

⾨司区吉志1－25－5

093-483-1301

ホテルポート⾨司

⾨司区栄町１１－２９

093-331-0112

むつみ関⾨荘

⾨司区清滝4－1－13

093-321-1496

ルートイン⾨司港

⾨司区⻄海岸2－11－2

093-322-1111

アルクイン⿊崎

⼋幡⻄区⿊崎3－2－1

093-632-8100

⼋幡⻄区⿊崎2-10-2

093-632-8700

カプセルホテルパンセ

⼋幡⻄区⻄折尾町2－18

093-603-7777

コンフォートホテル⿊崎

⼋幡⻄区⿊崎3－13－13

093-644-1411

⻄鉄イン⿊崎

⼋幡⻄区⿊崎3－15－3

093-645-5454

⻄

区 アルクイン⿊崎ＰＬＵＳ

HP URL

http://www5e.biglobe.ne.jp/s JR ⼾畑駅、北九州都市⾼枝光インター、各々より⾞で5分市街地ながら緑豊かな⼩⾼い丘に建つマイホームのようなス
enbou/

モールホテルです。開放的なお部屋の窓から⼩⿃のさえずりで⽬覚め素晴らし夜景を楽しめます。

https://www.fukuokamojikost 九州最北端の観光地「⾨司港レトロ」。駅から徒歩５分に位置するアパートメントホテル「FUKUOKA⾨司港ステイ」
ay.com/

ホテルは、ご家族旅⾏・友⼈同⼠のお泊りに最適です。

https://premierhotelgroup.com/mojikohotel/

⼋幡⻄区浅川1－19－20

093-691-9858

⼋幡⻄区東曲⾥町3－1

093-631-1111

揺らめく波光と⾏き交う船舶･･･。
雄⼤な関⾨海峡とレトロな街並みをひとり占めでき、⾮⽇常が味わえる贅沢ステイを。
HOTEL

hotel.com/shinmoji/

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。

http://www.portmoji.co.jp/

⾨司レトロまで徒歩5分

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、多くのお

飲⾷店もホテル周辺に40件以上有︕ビジネス・観光に︕

家族経営で静かで家庭的なおもてなしの宿です

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

⾨司港レトロまで徒歩約15分♪客室からは関⾨海峡をご覧いただけます︕

http://www.arcinn-

ＪＲ⿊崎駅・南⼝から徒歩２分︕⿊崎中⼼街︕飲⾷店街まで１分以内、コンビニ近隣４店舗と便利︕⿊崎ひびしんホー

kurosaki.com

ル・図書館まで徒歩３分、いのちのたび博物館まで電⾞で５分、⽫倉⼭まで⾞で１５分

http://www.arcinn-

ＪＲ⿊崎駅・南⼝から徒歩３分︕⿊崎中⼼街︕飲⾷店街まで１分以内、コンビニ近隣４店舗と便利︕⿊崎ひびしんホー

kurosaki.com

ル・図書館まで徒歩２分、いのちのたび博物館まで電⾞で５分、⽫倉⼭まで⾞で１５分

サウナ、岩盤浴、カプセル、ドミトリールーム、マッサージ、ご飲⾷カウンター、貸切ゲストルーム

https://www.choice-hotels.jp/ ＪＲ⿊崎駅より徒歩約３分。⾞５０台分の駐⾞場完備。

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

ＪＲ⿊崎駅より徒歩約２分の好アクセス︕レジﾔーにビジネスに最適なホテルです。⿊崎地区唯⼀の⼤浴場も完備︕※

inn/kurosaki/

無料朝⾷は新型コロナウイルス感染防⽌のため営業⾃粛をしております。

7_Kitakyushuyahata/index.sht
ml

ホテルクラウンパレス北九州

「⾨司港レトロ」地区のランドマーク的存在、有名デザイナーが⼿がけた個性的でロマン溢れる客室。

https://www.az-

http://www.hatagoya.co.jp/03

ファミリーロッジ旅籠屋・北九州⼋幡店

その他施設紹介(100⽂字まで)

弊社は「ファミリーロッジ旅籠屋」の名前で、アメリカン・スタイルのロードサイドミニホテルを⽇本全国に展開して
いる会社です。お部屋は、クイーンサイズベッドが２台のツイン仕様となっており、広い空間でゆっくりとくつろぐ事
が出来ます。バス＆トイレ別、朝軽⾷無料、駐⾞場無料、Wi-Fi完備、１名からの利⽤も可能です。詳細は店舗まで気
軽にお問合せ下さい。

https://www.crownpalais/kita
kyushu/

3

ＪＲ⿊崎駅から⾞で5分、バスで6分。北九州都市⾼速⿊崎出⼝から⾞で5分。ご宿泊者無料の平⾯駐⾞場を完備。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <北九州市>

2020/9/9 現在

※北九州宿泊モニターキャンペーンとの併⽤はできません。

施設名称

⼋
幡

ＡｃｔｉｖｅＲｅｓｏｒｔｓ福岡⼋幡

住所

TEL

⼋幡東区枝光1－1－1

093-662-1020

⼋幡東区⻄本町1－1－1

093-671-1131

⼋幡東区東⽥1－7－7

093-663-3301

ホテル三徳

⼋幡東区中央2-22-7

かねやす本店

かんぽの宿北九州

HP URL
https://www.daiwaresorts.jp/
yahata

東

区 千草ホテル
ＨＯＴＥＬ ＡＺ

若
松
区

北九州⼋幡店

https://www.chigusa.co.jp

安⼼してくつろげる空間となっております。旅⾏や⻑期滞在など幅広い⽤途でご利⽤下さい。
HOTEL

hotel.com/yahata

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。

093-671-2911

http://www.3109.net

北九州散策にピッタリなホテル。ビジネス・レジﾔーの拠点にご利⽤ください。

若松区⼤字有⽑2464

093-741-1131

https://www.kaneyasu.com

若松区⼤字有⽑2829

093-741-1335

anpost.jp/kitakyushu/index.ht
ml

ビジネスホテルうめかぜ

若松区⼩⽵214

093-771-1378

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

若松区⼆島1－4－20

093-701-3303

若松区本町3－6－6

093-752-0301

ルートイン北九州若松駅東

新三⼤夜景都市を展望できる「⽫倉⼭」最寄りのホテルです。充分な広さを備えた室内に、全室ダブルベッドを配し、

https://www.az-

https://www.kanponoyado.jap

北九州若松店

その他施設紹介(100⽂字まで)

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、多くのお

旅館の⽬の前に海⽔浴場があります。ご家族連れ、お若い世代のグループ旅⾏に最適です。烏賊活き造り、北九州あわ
びが⾷べられる活⿂料理宿。
⽞海国定公園にある岩屋海岸の岬に⽴ち⾒晴らし抜群。⽞界灘に沈む真っ⾚な⼣⽇、沖の漁⽕は感動的です。海を間近
に感じる露天⾵呂・レストランからぜひご覧ください。

http://umekaze.client.jp

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/wakamatsu/

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。

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

天然温泉⼤浴場完備.若⼾⼤橋おりてすぐ。
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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、多くのお

