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仁科ロッジ が満室のとき、またはシンポジウム等においてご利用ください。

★印つきホテルは必ず「理化学研究所の……（氏名）」と名乗って予約してください。

住所

電話番号 タイプ 人数 室料（税込）

東横イン 和光市丸山台１－１０－７ シングル １名 ¥6,720 無料 OK 禁煙ルーム有
048-466-1045 ダブル １名 ¥7,770 和光市駅南口より徒歩１分

ツイン １名 ¥7,770
スーパーホテルさいたま和光市駅前 和光市本町１－１３ シングル １名 ¥6,720 無料 OK 禁煙ルーム有 / 駐車場有（\500 要予約）

048-452-9000 シングル（パソコン付） １名 ¥7,220 シングルには女性専用室のサービス有
スーパールーム 2名 ¥8,720 スーパールームとはセミダブルベッド＋ロフト（詳しくはリンク先参照）

スーパールーム（パソコン付） 2名 ¥9,220 左記スタンダード・プランの他、６０歳以上割引、学割、ホリデープラン、
土日連泊プラン、日月連泊プラン、マンスリープラン等各種割引有

デイリーホテル（朝霞） 朝霞市仲町２－２－５ シングルA １名 ¥5,700 無料 OK 朝食は７：００～８：３０限定
048-466-8181 シングルB １名 ¥6,200 ポイントカード割引サービス有

デイリーホテル（志木） 志木市本町５－１４－１７ ダブル ２名 ¥7,800 各駅より徒歩１～４分
048-473-0111 ツインA ２名 ¥8,800

デイリーホテル（新座） 新座市東北２－３４－１３ ツインB ２名 ¥9,800
048-471-0611 トリプル ３名 ¥11,800

デイリーホテル（みずほ台） 富士見市西みずほ台１－４－３

049-253-0111
デイリーイン254 新座市畑中２－２－１０ シングルA １名 ¥5,200 無料 OK 駐車場有（宿泊者無料）

048-478-6611 シングルB １名 ¥5,700 国道２５４号沿い
ダブル ２名 ¥7,300
ツイン ２名 ¥8,300

ツインB ３名 ¥11,300
シティイン北朝霞 朝霞市西原１－５－５ シングルA １名 ¥6,300 無料 OK ロビーにてコーヒー・ウーロン茶を終日無料サービス

048-487-1711 シングルB １名 ¥7,350 （コーヒーとパン） 朝霞台駅より徒歩２分
ダブル ２名 ¥10,500 北朝霞駅より徒歩１分
ツイン ２名 ¥11,025

パーシモンホテル 志木市東北２－２０－３ シングルA １名 ¥5,500 ¥840 OK 駐車場有（宿泊者無料）
048-487-6111 シングルB １名 ¥6,200 送迎バス（マイクロバス）有

ダブル ２名 ¥6,700 禁煙ルーム有
ツインA ２名 ¥9,500 志木駅南口より徒歩４分
ツインB ２名 ¥10,500

★　ホテル・カデンツァ 練馬区高松５－１１ シングルA １名 ¥8,000 ¥1,260 OK 駐車場有（１泊￥１,000）
03-5372-4411 シングルB １名 ¥9,000 成増駅より無料シャトルバス有

ツイン ２名 ¥14,000

和光キャンパス近くのホテル案内

備考

【和光市内および周辺の宿泊施設】

予約は個人でお願いします（★印なしのホテルはWeb予約すると割安になる場合があります）。予約除外日も各自ご確認ください。

LAN接続施設名
利用料金

朝食

（各支所近隣の宿泊施設につきましては、各支所内HPの情報をご参照ください。）

http://common.riken.jp/office/kousei/nisinalo.htm�
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00090/index.html�
http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/wako�
http://www.superhotel.co.jp/otoku/superoom/index.html�
http://dailyhotel.jp/asaka.html�
http://dailyhotel.jp/shiki.html�
http://dailyhotel.jp/niiza.html�
http://dailyhotel.jp/mizuhodai.html�
http://dailyhotel.jp/dailyinn254.html�
http://www.cityinn-kitaasaka.co.jp/�
http://www.persimmon-hotel.com/�
http://www.h-cadenza.jp/�
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住所

電話番号 タイプ 人数 料金（税込）

★　第一イン池袋 豊島区東池袋１－４２－８ シングルS １名 ¥6,000 ¥1,155 OK ～\8,400（部屋タイプ別料金制）
03-3986-1221 シングルSO １名 ¥6,500 （要予約） ～\9,500（同上）

シングルES １名 ¥7,000 ～\10,500（同上）
シングルMS １名 ¥7,500 ～\11,500（同上）

ダブル/ツイン　A ２名まで ¥8,500 ～\14,000（同上）
ダブル/ツイン　B ２名まで ¥10,000 ～\17,000（同上）
ダブル/ツイン　D ２名まで ¥11,000 ～\18,000（同上）
ダブル/ツイン　C ２名まで ¥12,000 ～\23,200（同上）※部屋タイプは広さ・調度による

トリプル ３名 ¥12,000 ～\23,400（同上）
禁煙ルーム有/Tカードポイント有
池袋駅東口より徒歩２、３分

ホテルグランドシティ 豊島区東池袋１－３０－７ シングル １名 ¥9,450 オプション OK 駐車場有（１泊\2,100）
03-3984-5121 ダブル ２名 ¥10,500 朝食はバイキング形式

近隣のスパ施設利用券サービス有
ツイン ２名 ¥14,700 池袋駅東口より徒歩５分

★　ホテル　メトロポリタン 豊島区西池袋１－６－１ シングル（スタンダード） １名 ¥14,900 ¥2,100 OK 駐車場有（１泊\1,000）
03-3980-7600　予約 シングル（デラックス） １名 ¥15,900 禁煙ルーム有
03-3980-1111（代表） ツイン（スタンダード） １名利用 ¥19,000 スイートルーム利用の場合２０％割引

２名 ¥21,000 別途「３連泊プラン」有 (1名利用の場合）
ツイン（デラックス） １名利用 ¥21,000 　　ダブル（スタンダード）\15,000

２名 ¥23,000 　　ダブル（デラックス）\16,000
ダブル（スタンダード） １名利用 ¥16,900 フィットネスクラブ無料利用券有

２名 ¥21,000 チェック・アウトは予約時の申し出により午後１時まで無料延長可
ダブル（デラックス） １名利用 ¥17,900 池袋駅西口より徒歩３分

２名 ¥23,000
ツイン＋エキストラベッド（スタンダード） ３名 ¥24,000
ツイン＋エキストラベッド（デラックス） ３名 ¥27,000

★　サンシャインシティ　 豊島区東池袋３－１－５ シングルA １名 ¥11,000 朝食付 \12,500 OK 別途４、５名利用可能な和室・和洋室有
プリンスホテル 03-3983-1100　予約 シングルB １名 ¥7,600 ¥9,100 別途３４～３７階の「パノラマフロア」プラン有

03-3988-1111（代表） ダブルA １名利用 ¥15,500 ¥17,000 チェック・アウトは午前１１時だが申し出により午後３時まで無料延長可
ダブルA ２名 ¥19,000 ¥22,000 有楽町線東池袋駅より徒歩４分

ダブルB/ツインA １名利用 ¥13,500 ¥15,000

ダブルB/ツインA ２名 ¥16,000 ¥19,000

ダブルC/ツインB １名利用 ¥11,000 ¥12,500

ダブルC/ツインB ２名 ¥16,000 ¥19,000

トリプル ３名 ¥19,500 ¥24,000

★　ザ・ビー 池袋 豊島区東池袋１－３９－４ シングル １名 ¥9,000 館内レストラン有 OK 池袋駅東口より徒歩３分
03-3980-1911 ダブル ２名 ¥13,000

ウィークリーマンション常盤台 板橋区常盤台１－５２－５ シングル １名 ¥7,200 無 OK ときわ台駅北口より徒歩５分
03-5392-5001 ツイン（１DK) ２名 ¥9,900

ウィークリーマンション池袋 豊島区西池袋３－２２－１４ トリプル（１DK) ３名 ¥12,800 池袋駅西口より徒歩５分
03-3983-7411

ウィークリーマンション池袋北 板橋区小茂根１－２５－２０ 有楽町線・副都心線小竹向原駅より徒歩５分
03-3530-5311

ウィークリーマンション東京 総合案内 長期滞在には別途割安な週単位料金・月単位料金有
１週間以上の滞在の場合は光熱費の加算有

備考

【池袋周辺の宿泊施設】

施設名
利用料金

朝食 LAN接続

http://dh-ikebukuro.com/index.html�
http://www.grand-city.gr.jp/index.html�
http://www.metropolitan.jp/�
http://www.princehotels.co.jp/sunshine/index.html�
http://www.princehotels.co.jp/sunshine/index.html�
http://www.ishinhotels.com/theb-ikebukuro/jp�
http://www.wmt.co.jp/reserve/tokiwadai/price.html�
http://www.wmt.co.jp/reserve/ikebukuro�
http://www.wmt.co.jp/reserve/ikebukurokita�
http://www.wmt.co.jp/�
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住所

電話番号 タイプ 人数 料金（税込）

★　品川プリンスホテル 港区高輪４－１０－３０ メインタワー　ツインA １名利用 ¥12,000 朝食付 \13,500 OK 部屋タイプはフロアの低層・中層・高層および広さによる
03-3449-3581　予約 ２名 ¥14,000 ¥17,000 禁煙ルーム有
03-3440-1111（代表）                                ツインB １名利用 ¥13,500 ¥15,000

２名 ¥15,500 ¥18,500

                               ツインC １名利用 ¥15,500 ¥17,000

２名 ¥19,000 ¥22,000

                               ツインD １名利用 ¥16,500 ¥18,000

２名 ¥20,000 ¥23,000

                               ツインE １名利用 ¥17,500 ¥19,000

２名 ¥21,000 ¥24,000

                               ダブル １名利用 ¥15,000 ¥16,500

２名 ¥18,000 ¥21,000

                               トリプル ３名 ¥22,800 ¥27,300 品川駅より徒歩２分
アネックスタワー　ダブルA・B １名利用 ¥12,000 ¥13,500 羽田空港利用の場合には、京浜急行にて品川から約１４分

２名 ¥14,000 ¥17,000 （下記プリンス・グループ３ホテルも同様）
　　　　　　　　　　　ダブルC・D １名利用 ¥18,000 ¥19,500

２名 ¥21,500 ¥24,500

ノースタワー　シングル １名 ¥10,900 ¥12,400

　　　　　　　　ダブル １名利用 ¥11,200 ¥12,700

２名 ¥13,200 ¥16,200

　　　　　　　　ツイン １名利用 ¥10,900 ¥12,400

２名 ¥13,200 ¥15,900

イーストタワー　シングル １名 ¥9,000 ¥10,400

★ザ・プリンスさくらタワー 港区高輪３－１３－１ ツイン １名利用 ¥18,000 ¥2,500 OK フィットネスルーム\2,100、サウナ＆ジャグジー\525で利用可
03-5798-1131　予約 ２名 ¥20,000 （要予約） 他に「ジュニアスイート」「スイート」も法人特別料金有
03-5798-1111（代表） 　　　　　　　　　ダブル １名利用 ¥20,000 品川駅より徒歩３分だが、無料シャトルバスも有

２名 ¥22,000
★グランドプリンス高輪 港区高輪３－１３－１ タワービューダブル １名利用 ¥12,000 ¥2,500 OK 他に「ロイヤルフロア」の「ダブル」「スイート」「プリンセススイート」も

03-3442-4763　予約 ２名 ¥14,000 （要予約） 法人特別料金有
03-3447-1111（代表） 　タワービューツイン １名利用 ¥13,000 「ロイヤルフロア」宿泊者には品川駅までの送迎サービス、「さくらタワー」

２名 ¥15,000 のサウナ＆ジャグジー無料利用等の特典有
　　　　　　ガーデンビューツイン １名利用 ¥16,000

２名 ¥18,000
　　和室 ５名まで ¥32,000

★グランドプリンス新高輪 港区高輪３－１３－１ ツインA １名利用 ¥12,500 ¥2,500 OK 他に「ザ・クラブフロア」の各部屋タイプ別法人特別料金有
03-3442-4765　予約 　 ２名 ¥14,500 （要予約） 「ザ・クラブフロア」宿泊者は「さくらタワー」のサウナ＆ジャグジー利用
03-3442-1111（代表） ツインB １名利用 ¥16,500 無料の特典有

２名 ¥18,500 品川駅より徒歩５分だが、無料シャトルバスも有
ダブル １名利用 ¥16,500 都営地下鉄高輪台駅より徒歩３分

２名 ¥18,000
ホテルマイステイズ 総合案内 部屋サイズ・宿泊プラン各種豊富 ￥4,750～ OK 浜松町・御茶ノ水・蒲田・浅草橋・舞浜・横浜・京都四条・福岡天神・

（詳しくはホテルHPへ） ¥14,000 福岡天神南、それぞれ交通至便な立地
禁煙ルーム有

【東京都内および周辺エリア全般】

施設名
利用料金

朝食 LAN接続 備考

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa�
http://www.princehotels.co.jp/sakuratower/index.html�
http://www.princehotels.co.jp/takanawa�
http://www.princehotels.co.jp/newtakanawa�
http://www.mystays.jp/�
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