
【平日・休日】

【休前日】　

※ 消費税10%・サービス料・東京都宿泊税が含まれております。尚、1月1日～9月30日は東京都宿泊税課税停止期間です。

※ コンフォートの3名様利用は、エキストラベッド使用です。

※ 契約法人宿泊料金適用除外日　(料金についてはお問い合せください）： 1月1日、2日、7月22日～8月8日、12月31日 

【キャンセルポリシー】

1名～9名

10名以上

レストラン特別割引　ご飲食代10% OFF

■ダイニング 流（りゅう）　　ご予約　TEL ０３－３２９３－１１４１

■日本料理 縁（ゆくり）　　 ご予約　TEL ０３－３２９３－２１８１

・割引の対象はディナーのみとなります。

・パーティープラン、及び、2Fファンクションルームでのご飲食は割引対象外です。

・他の割引、特典との併用はできません。

・本割引をご利用の際はレストランに直接ご予約ください。

　レストラン予約サイト等からのご予約は割引対象外となりますので予めご了承ください。

・ご精算前にご法人名をお知らせください。

ご予約・お問合せ

庭のホテル 東京  営業予約課　桑垣　美砂子

TEL: 03-3293-0028（代表）FAX: 03-3295-3330

E-mail: sales@hotelniwa.jp

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町1-1-16

TEL: 03-3293-0028（代表）FAX: 03-3295-3330

庭のホテル 東京　契約法人宿泊料金

≪適用期間：２０２1年１月１日～２０２1年１２月３１日≫

1月 ～ 3月 4月 ～ 6月 7月 ～ 9月 10月 ～ 12月

スタンダードセミダブル 18㎡
1名様利用 ¥13,500 ¥16,000

客室タイプ
面積

ﾍﾞｯﾄﾞｻｲｽﾞ（㎝）
利用人数

室料

（朝食無）

室料

（朝食付）

¥14,500 ¥17,000 ¥14,700 ¥17,200 ¥14,800 ¥17,300

室料

（朝食付）

室料

（朝食無）

室料

（朝食付）

室料

（朝食無）

室料

（朝食付）

室料

（朝食無）

スーペリアツイン 24㎡
1名様利用 ¥18,000 ¥20,500

 （1ベッド） 140×195
2名様利用 ¥20,000 ¥25,000

¥18,000 ¥20,500 ¥18,300 ¥20,800 ¥18,500 ¥21,000

¥25,000 ¥20,000 ¥25,000 ¥20,000 ¥25,000¥20,000

¥22,800 ¥20,500 ¥23,000

¥28,000 ¥23,000 ¥28,000 ¥23,200 ¥28,200

スーペリアダブル 24㎡
1名様利用 ¥20,000 ¥22,500

（2ベッド） 105×205
2名様利用 ¥23,000 ¥28,000 ¥23,000

（1ベッド） 184×205
2名様利用 ¥25,500 ¥30,500 ¥25,500

¥20,000 ¥22,500 ¥20,300

¥22,000 ¥24,500 ¥22,300 ¥24,800 ¥22,500 ¥25,000

¥30,500 ¥25,500 ¥30,500 ¥25,700 ¥30,700

¥33,000 ¥28,200 ¥33,200
（2ベッド） 121×205

3名様利用 ¥33,900 ¥41,400 ¥33,900 ¥41,400

2名様利用 ¥28,000 ¥33,000 ¥28,000 ¥33,000 ¥28,000
コンフォートツイン 30㎡

1名様利用 ¥22,000 ¥24,500

 （2ベッド） 121×205
2名様利用 ¥33,000 ¥38,000

¥33,900 ¥41,400 ¥34,200 ¥41,700

プレミアムツイン 36㎡
1名様利用 ¥27,000 ¥29,500 ¥27,000

¥33,000 ¥38,000 ¥33,000 ¥38,000 ¥33,200 ¥38,200

¥29,500 ¥27,000 ¥29,500 ¥27,200 ¥29,700

スタンダードセミダブル 18㎡
1名様利用 ¥15,000 ¥17,500

1月 ～ 3月 4月 ～ 6月 7月 ～ 9月 10月 ～ 12月

客室タイプ
面積

ﾍﾞｯﾄﾞｻｲｽﾞ（㎝）
利用人数

室料

（朝食無）

室料

（朝食付）

室料

（朝食無）

¥16,000 ¥18,500 ¥16,200 ¥18,700 ¥16,300 ¥18,800

室料

（朝食付）

室料

（朝食無）

室料

（朝食付）

室料

（朝食無）

室料

（朝食付）

スーペリアツイン 24㎡
1名様利用 ¥19,500 ¥22,000

 （1ベッド） 140×195
2名様利用 ¥21,500 ¥26,500

¥19,500 ¥22,000 ¥19,800 ¥22,300 ¥20,000 ¥22,500

¥26,500 ¥21,500 ¥26,500 ¥21,500 ¥26,500¥21,500

¥24,300 ¥22,000 ¥24,500

¥29,500 ¥24,500 ¥29,500 ¥24,700 ¥29,700

スーペリアダブル 24㎡
1名様利用 ¥21,500 ¥24,000

（2ベッド） 105×205
2名様利用 ¥24,500 ¥29,500 ¥24,500

（1ベッド） 184×205
2名様利用 ¥27,000 ¥32,000 ¥27,000

¥21,500 ¥24,000 ¥21,800

¥23,500 ¥26,000 ¥23,800 ¥26,300 ¥24,000 ¥26,500

¥32,000 ¥27,000 ¥32,000 ¥27,200 ¥32,200

¥34,500 ¥29,700 ¥34,700
（2ベッド） 121×205

3名様利用 ¥35,400 ¥42,900 ¥35,400 ¥42,900

2名様利用 ¥29,500 ¥34,500 ¥29,500 ¥34,500 ¥29,500
コンフォートツイン 30㎡

1名様利用 ¥23,500 ¥26,000

 （2ベッド） 121×205
2名様利用 ¥34,500 ¥39,500

¥35,400 ¥42,900 ¥35,700 ¥43,200

プレミアムツイン 36㎡
1名様利用 ¥28,500 ¥31,000 ¥28,500

 不泊100%、当日100%、1日前80%、2日前50%、3日前20%、

 不泊100%、当日100%、1日前80%、10日前50%、20日前30%、30日前20%

¥34,500 ¥39,500 ¥34,500 ¥39,500 ¥34,700 ¥39,700

¥31,000 ¥28,500 ¥31,000 ¥28,700 ¥31,200


