
徒歩20分圏内（市内中心部）

   　　　　　第12回全国ホームタウンサミットin大分　宿泊施設のご案内について

 　ホームタウンサミットに伴うご宿泊について、別紙のとおり宿泊施設のご案内を申し上げます。

　　　1. ご宿泊日　 平成24年2月10日（金）・11日（土）・12日（日）
                                                                     ＊前泊・後泊も可能です。

　　　2. ご案内先　（社）大分市観光協会加盟のお宿です。
　　　　　　　　　　　・JR大分駅および会議場より徒歩20分以内にございます。
　　　　　　　　　　　・部屋数に限りがありますので予めご了承ください。（原則先着順）
　　　　　　　　　　　・禁煙・喫煙のご希望に添えない場合がございますが、ご了承ください。

　　　3. 問合せ先　（社）大分市観光協会　電話097-537-5764（8時30分から17時15分）

　　　4. 申込方法　  ご希望のホテルに直接FAXにてお申込み下さい。

　　　5. 申込締切　　平成24年1月13日（金）＊締切後のご予約もお気軽にお問合せ下さい。

　　　6. お支払い　　ご宿泊ホテルに直接お支払い下さい。

 

 

第12回全国ホームタウンサミットin大分 参加者の皆様 
 
 

～ ようこそ大分市へ ～ 
 
 

平成24年2月10日～12日 特別ご宿泊料金のご案内 
 
 

                                            （社）大分市観光協会 

ＪＲ大分駅より 大分文化会館より コンパルホールより 



JR大分駅寄り

ホテル名称
住所/TEL

申込み先
FAX番号

 駐車場（P）
　　（備　考）

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩1分） 喫煙　各日 6,800円

http://www.plazahotel-plusone.com/ 禁煙　　　　－

末広町1-1-27

TEL（097）536-2988 *禁煙ルーム無し。

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩1分）

http://www.gr-oita.com/

末広町1-1-20

TEL（097）-573-3333

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩1分）

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

金池町1-2-1

TEL（097）514-4000

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩5分）

http://www.parkinn.co.jp/

中央町2-2-9

TEL（097）537-1221 *禁煙ルーム無し。

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩10分）

http://www.oasistower.co.jp/

高砂町2-48

TEL（097）533-4411

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩10分）

http://www.oita-toyohotel.co.jp/

田室町9-20

TEL（097）545-1040 *禁煙ルーム無し。 *禁煙ルーム無し。

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩15分）

http://www.toyonokuni-k.com/

南春日町12-5

TEL(097)546-1126

プラザホテルプラスワン

部屋タイプ／宿泊料金
＊1泊朝食付き　サービス・税込み料金＊

喫煙・禁煙 同料金

各日　4,800円

大分東洋ホテル

（097）
538-1105

グリーンリッチホテル
大分駅前

COMODO HOTEL
（コモド　ホテル）

（097）
514-3223

喫煙・禁煙 同料金

各日　 5,190円

該当無し
（全室シングル）

大分全日空ホテル
オアシスタワー

（097）
533-6140

ホテル豊の国

●普通車のみ有り。
　　24ｈ入庫より600円

喫煙・禁煙 同料金

各日　11,830円

2/10　 14,000円
2/11　 　満 　室
2/12 　14,000円

（097）
537-3355

●高さ２．１m迄 400台
　ホテル契約立体駐車場
　「三井リパーク駐車場」
　（700円/泊）徒歩3分
　（途中出庫は再度料金発生）
●バス車両は要問合せ

喫煙・禁煙 同料金

各日　5,300円

喫煙・禁煙 同料金

各日　10,400円

●普通車 約120台（735円/泊）
●バス車両 計約4台
　（マイクロ・中型 2,000円/泊）
　（大型バス 3,000円/泊）
●温泉大浴場
　　(女湯：半露天風呂付き）
　  （男湯：露天風呂付き）

●普通車200台　（無料）
●バス車両は要問合せ

*徒歩：駅北改札口より左手路地
　　　　 線路沿いを利用。

（097）
544-1670

●普通車・大型車 計300台
　　（普通車 300円/泊）
●大浴場
*徒歩：駅北改札口より左手路地
　　　　 線路沿いを利用（近道）。

喫煙・禁煙 同料金

各日　6,230円

（097）
545-1023

2/10　 13,000円
2/11　 15,000円
2/12 　13,000円

大分パークインホテル

（097）
537-1350

●普通車30台（600円/泊）
●中型バス2台（2,000円/泊）
　　　（マイクロバス含む）
●大型バス1台（3,000円/泊）
　（バス車両は要問合せ/要予約）

喫煙・禁煙 同料金

各日 6,000円

喫煙・禁煙 同料金

各日　11,000円

2/10　 8,300円
2/11　　満　 室
2/12　 8,300円

2/10　 7,500円
2/11　 8,000円
2/12　 7,500円

●普通車 約350台
　（1,000円/泊）
●バス　先着予約順
　（2,000円/泊）

http://www.plazahotel-plusone.com/
http://www.gr-oita.com/
http://www.comodo-hotel.jp/
http://www.parkinn.co.jp/
http://www.oasistower.co.jp/
http://www.oita-toyohotel.co.jp/
http://www.toyonokuni-k.com/


大分文化会館寄り

ホテル名称
住所/TEL

申込み先
FAX番号

 駐車場（P）
　　（備　考）

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩5分）

http://www.hotelforza.jp/

中央町1-5-18

TEL（097）513-0018

シングル ツイン（2名利用）

喫煙・禁煙 同料金 喫煙・禁煙 同料金

(徒歩10分)

都町3-2-24

TEL（097）535-1000

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩5分）

http://www.castle-oita.co.jp/

府内町3-3-7

TEL（097）537-8878 *喫煙室の禁煙利用 *喫煙室の禁煙利用

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩5分）

http://www.daiwaroynet.jp/oita/

荷揚町2-3

TEL（097）535-0022

シングル ツイン（2名利用）

喫煙・禁煙 同料金

（徒歩5分）

http://www.bwjapan.co.jp/finooita/

荷揚町1-32

TEL(097)514-4055

シングル ツイン（2名利用）

喫煙・禁煙 同料金 喫煙・禁煙 同料金

（徒歩5分）

http://www.inn-platz.com/

大手町3-6-1

TEL（097）535-2223 *喫煙室の禁煙利用 *喫煙室の禁煙利用

シングル ツイン（2名利用）

喫煙・禁煙 同料金 喫煙・禁煙 同料金

http://www.hokke.co.jp/4401/

(徒歩10分)

都町2-1-1

TEL（097）532-1121

部屋タイプ／宿泊料金
＊1泊朝食付き　サービス・税込み料金＊

ホテルザーズ （ZAAZ）

●立体駐車場 （800円/泊）
　（普通車/ハイルーフ　計90台）
　（先着順）
●大型車両（バス）は要問合せ

●普通車 （525円/泊） 計12台
●小型バス （1,575円/泊）
　（バス車両は要問合せ/予約制）

各日 3,885円 各日　6,300円
（最上階1室料金）

（097）
514-4015

●立体駐車場（800円/泊）
　（普通車/ハイルーフ　計36台）

喫煙・禁煙 同料金

各日　7,350円

喫煙・禁煙 同料金

各日　6,500円

喫煙・禁煙 同料金

各日　12,000円

（097）
535-0700

2/10　 16,000円
2/11　 16,000円
2/12 　14,000円

●立体駐車場　普通車36台
　（800円/泊 14時～11時）
　（先着順につき予約不可）
　満車時、規格外車は近隣の
　有料駐車場をご案内。
●バス駐車場無し。

●立体駐車場 普通車 約30台
　 （800円/泊）
●小型バス 数台（要予約）
　　（2,000円/泊）
●シングルルーム タイプ
　 BS･･･ビジネス･シングル26㎡
　 S・・・・シングル30㎡

2/10　BS　6,500円
　　　　S　　8,500円
2/11　BS　6,500円
　　　　S　　8,500円
2/12　BS　4,500円
　　　　S　 6,000円

喫煙・禁煙 同料金

各日　12,000円

 ホテル法華クラブ大分

（097）
538-1659

ダイワロイネット
ホテル大分

（097）
535-0023

喫煙・禁煙 同料金

各日　6,500円

ホテルフォルツァ大分

インプラッツ城崎

（097）
535-2456

ホテルキャッスルOITA

（097）
536-7714

喫煙・禁煙 同料金

各日　4,500円

喫煙・禁煙 同料金

各日　9,100円

●普通車・中型車 （無料）
　（先着順 / 計約20台）
　（15時～翌朝10時まで）

●敷地内立体駐車場（800円/泊）
　 高2.05Ｍ6台、高1.55Ｍ24台、
   身障者用1台。
●提携駐車場（800円/泊）
　 満車時は提携駐車場案内。
　 提携先により時間制限有。
　　（マイクロ3000円）
　　（中型以上5000円）
　　（バスは要予約。他は先着順）

各日 6,300円 各日 12,600円

ベストウェスタン
ホテルフィーノ大分

該当無し
（全室シングル）

（097）
513-6223

http://www.hotelforza.jp/
http://www.castle-oita.co.jp/
http://www.daiwaroynet.jp/oita/
http://www.bwjapan.co.jp/finooita/
http://www.inn-platz.com/
http://www.hokke.co.jp/4401/


コンパルホール寄り

ホテル名称
住所/TEL

申込み先
FAX番号

 駐車場（P）
　　（備　考）

シングル ツイン（2名利用）

喫煙・禁煙 同料金 喫煙・禁煙 同料金

（徒歩3分）

http://www.oita-daiichihotel.co.jp/

府内町1-1-1

TEL（097）536-1388

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩3分）

http://www.gr-oita-regal.com/

府内町1-1-29

TEL（097）536-3000 *禁煙ルーム無し。

シングル ツイン（2名利用）

（徒歩3分）

http://www.oita-centuryhotel.jp/

府内町1-4-28

TEL（097）536-2777

喫煙・禁煙 同料金

各日 5,500円

大分センチュリーホテル

大分第一ホテル

大分リーガルホテル

2/10　 5,000円
2/11　 6,300円
2/12　 5,000円

部屋タイプ／宿泊料金
＊1泊朝食付き　サービス・税込み料金＊

2/10　  8,400円
2/11　14,700円
2/12　  8,400円

（097）
535-2001

喫煙・禁煙 同料金

各日　5,500円

喫煙・禁煙 同料金

各日　11,000円

（097）
538-1901

（097）
536-2307

●大型車両3台可　（要予約）
　　（大型バス　3,000円/泊）
　　（小型バス　2,000円/泊）

喫煙・禁煙 同料金

各日　11,000円

●館内立体駐車場（600円/泊）
（高1.55ｍ幅1.85ｍ長5.05ｍ迄）
　上記サイズ外の車両は近隣の
　契約駐車場をご案内。
　（時間変動制500～1,000円）
●マイクロバス1台
　（2,000円/泊）

●立体駐車場　普通車100台
　（14時～翌昼12時　800円/泊）
●マイクロバス（2,500円/泊）
　（高さ2.8ｍ以下）
　（14時～翌昼12時）

http://www.oita-daiichihotel.co.jp/
http://www.gr-oita-regal.com/
http://www.oita-centuryhotel.jp/

