播磨科学公園都市ガイドブック

宿

泊

施

設

播磨科学公園都市内

県立先端科学技術支援センター
〈住
所〉〒678-1201 兵庫県赤穂郡上郡町金出地1479-6 播磨科学公園都市内
〈電
話〉07915-8-1100
〈使用料金〉特別室
2室 2ベッド、応接セット、バス、トイレ１泊7,800〜11,700円
ツイン
9室 2ベッド、バス、トイレ
１泊5,500〜8,300円
シングル18室 1ベッド、バス、トイレ
１泊5,500円
朝食は、予約が必要。和定食 1,000円・洋定食 500円
〈 そ の 他 〉 大ホール、セミナールーム、電子会議室、テレビ会議室、技術情報室、交流サロン、
展示室、多目的室〈会議、交流、立食パーティーなどに〉、図書室、浴室、キッチン、
ランドリー、マージャン卓

相生市内

（ＪＲ相生駅からの所要時間）

●喜久屋旅館

徒歩８分

新宮町内

（ＪＲ新宮駅からの所要時間）

●国民宿舎 志んぐ荘

車で５分

〈住

所〉〒678-0022 相生市垣内町1-4

〈住

所〉〒679-4313 揖保郡新宮町新宮

〈電

話〉07912-2-0309

〈電

話〉0791-75-0401

〈収容人員〉18人

〈収容人員〉400人

〈料

金〉1泊２食 6,500円（税・サ込）

〈料

金〉1泊2食 8,800〜18,800円（税込・サ込）

〈特

色〉家族的な真心こもったサービス。

〈特

色〉国民宿舎だが、一般旅館と変わらない設備、サービス。

●常盤旅館

車で５分

龍野市内

〈住

所〉〒678-0031 相生市旭2-20-15

〈電

話〉07912-2-0444

●国民宿舎 赤とんぼ荘

〈収容人員〉15人
〈料

金〉1泊２食 6,500円（税・サ別）

〈特

色〉家庭的、気軽に泊まれる。

●国民宿舎 あいおい荘

車で20分

〈住

所〉〒678-0041 相生市相生金ケ崎5321

〈電

話〉07912-2-1413

所〉〒679-4161 龍野市龍野町日山463-2

〈電

話〉0791-62-1266

〈収容人員〉184人
〈料

金〉1泊2食6,825〜14,805円（税・サ込）

〈特

色〉中華料理が自慢。春は桜、秋には紅葉が美しい。

（ＪＲ姫路駅からの所要時間）

金〉1泊2食 6,825〜16,524円（税・サ込）

〈送迎バス〉15名以上で利用の場合で、相生市内OK。
〈特

車で10分

〈住

姫路市内

〈収容人員〉168人
〈料

（ＪＲ龍野駅からの所要時間）

色〉春は桜がきれい。卓袱（しっぽく）料理は、この辺
ではここだけ。

●ホテルサンガーデン姫路

徒歩１分

〈住

所〉〒670-0962 姫路市南駅前町100

〈電

話〉0792-22-2231

〈収容人員〉260人（洋室）

上郡町内

（ＪＲ上郡駅からの所要時間）

〈料

金〉1泊 9,000〜15,000円（税・サ別）

〈特

色〉駅から近い。サウナ、フィットネスクラブ有（有料）。
SPring-8利用者割引（10％OFF）あり。

●ピュアランド山の里

車で４分

〈住

所〉〒678-1241 赤穂郡上郡町山野里2748-1

〈電

話〉07915-2-6388

●姫路キャッスルホテル

徒歩８分

〈住

所〉〒670-0947 姫路市北条210

〈収容人員〉83人

〈電

話〉0792-84-3311

〈料

〈収容人員〉299人（和・洋・和洋室）

金〉1泊2食 6,825〜9,975円（税込）

〈送迎バス〉10名以上で利用の場合で、隣接市まで。（要予約）

〈料

〈特

〈送迎バス〉JR姫路駅よりシャトルバス有。

色〉展望大浴場では景色が楽しめる。

〈特

金〉1泊 6,000〜16,000円（税・サ別）
色〉リニューアルオープン。ビジネスユースに配慮。
SPring-8利用者割引（10％OFF）あり。
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●ホテルサンルート姫路

徒歩１分

〈住

所〉〒670-0927

姫路市駅前町195-9

〈電

話〉0792-85-0811

●ビジネスホテル坪田

徒歩５分

〈住

所〉〒670-0935 姫路市北条口2-81

〈電

話〉0792-81-2227

〈収容人員〉150人（洋室）

〈収容人員〉69人（和・洋室）

〈料

金〉1泊 8,431〜15,015円（税・サ込）

（料

金）1泊 4,600〜8,200円（税・サ込）

〈特

色〉駅のそば。朝、夕、新聞サービス。

〈特

色〉低料金

SPring-8利用者割引（10％OFF）あり。
●ビジネスホテル喜信
●ホテル姫路プラザ

徒歩３分

〈住

所）〒670-0964

〈電

話）0792-81-9000

姫路市豊沢町158

金）1泊 6,000〜15,300円（税・サ込）

〈特

色〉大浴場、サウナ無料。

●姫路ワシントンホテルプラザ 徒歩５分
〈電

話〉0792-25-0111

姫路市東駅前98

〈収容人員〉172人（洋室のみ）
〈料

金〉1泊

〈特

色〉ワシントンカードに入会すると日祝20％OFF。

●ホテルオクウチ

〈電

話〉0792-22-4655

〈料

〈料

所〉〒670-0926

所〉〒670-0917 姫路市忍町98

〈収容人員〉49人（和・洋室）

〈収容人員）300人（洋室）

〈住

徒歩５分

〈住

金〉1泊 5,500〜15,000円（税・サ込）

●ホテルクレール日笠

徒歩５分

〈住

所〉〒670-0911 姫路市十二所前町22

〈電

話〉0792-24-3421

〈収容人員〉55人（和・洋室）
〈料

金〉1泊 7,035〜13,000円（税別）

〈特

色〉アットホームなサービス。最上階お城の見える展望浴場（無料）

8,316〜15,592円（税込）

徒歩10分

〈住

所〉〒670-0965

姫路市東延末3-56

〈電

話〉0792-22-8000

●ホテルサンシャイン青山 車で15分
〈住

所〉姫路市青山南4丁目7-29

〈電

話〉0792-76-1181

〈収容人員〉90名
〈料

金〉一泊（税・サ込）6,352〜20,790円

〈収容人員〉426人（洋室）

〈送迎バス〉姫路駅よりシャトルバス有。姫路駅以外は条件付でOK。

〈料

〈特

金〉1泊 6,352〜12,705円（税・サ込）

〈送迎バス〉有り。要予約
〈特

色〉和、洋、中、レストラン有。夏はガーデンバーベキューが出来る。
SPring-8利用者割引（10％OFF）あり。

色〉プールが無料で使える。
●ほていや旅館

●姫路シティホテル

徒歩10分

〈住

所〉〒670-0046

〈電

話〉0792-98-0700

姫路市東雲町1-1

徒歩６分

〈住

所〉〒670-0926 姫路市東駅前町24

〈電

話〉0792-22-1210

〈収容人員〉42人（和室）

〈収容人員〉120人（和・洋室）
〈料

金〉1泊 6,300〜12,600円（税・サ込）

〈特

色〉無料大駐車場有。長期滞在10％OFF。

〈料

金〉1泊2食 9,000〜10,000円（税別）

●ハイランドビラ姫路 車で20分
〈住

所〉〒670-0891 姫路市広峰山桶の谷224-26

徒歩12分

〈電

話〉0792-84-3010

姫路市坂元町100

〈収容人員〉81人（和・洋室）

●姫路グリーンホテル
〈住

所〉〒670-0016

〈電

話〉0792-89-0088

〈料

〈収容人員〉155人（洋室）
〈料

金〉1泊 6,700〜12,500円（税・サ込）

〈特

色〉姫路城のそば。窓からお城が見える部屋も有。

●姫路オリエントホテル

徒歩８分

〈住

所〉〒670-0904

〈電

話〉0792-84-3773

金〉1泊2食 8,431〜13,629円（税・サ込）

〈送迎バス〉15名以上は姫路駅までバスが出る。

姫路市塩町111

姫路駅以外は条件付でOK。
〈特

色〉トロン温泉。夜景がきれい。

●カプセルインハワイ（カプセルホテル） 徒歩5分
〈住

所〉〒670-0912 姫路市南町11

〈電

話〉0792-84-0021

〈収容人員〉49人（洋・和洋室）

〈収容人員〉124人（カプセル・シングル）

〈料

金〉1泊 6,000〜20,000円（税・サ込）

〈料

金〉1泊 3,500〜5,300円（税・サ込）

〈特

色〉ホテル内に喫茶店、居酒屋有。

〈特

色〉サウナ無料サービス有。

●ビジネスホテル千代田

徒歩８分

〈住

所〉〒670-0916

姫路市久保町166

〈電

話〉0792-88-1050

〈収容人員〉60人（和・洋室）
〈料

金〉1泊 5,900〜13,500円（税・サ込）
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