JR 金沢駅周辺ホテル案内
（＊楽天トラベルを活用しています）

金沢都ホテル
ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
第 17 回中部部会会場
〒920-0852 金沢市此花町６−１０。アクセス：JR金沢駅東口前。駐車場：宿泊の場合1泊（13：00
～正午）1,000円、宴会場利用の場合3時間まで無料（30分超過ごとに150円）で利用できますが、
台数に限りがあるため、満車時は近隣駐車場を紹介しています。

ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢（旧 金沢
全日空ホテル）
JR 金沢駅隣接！グローバルシティホテルの優雅なくつろぎをリ
ーズナブルに体感。全室高速ＬＡＮ&WI-FI 接続無料！
〒920-8518 金沢市昭和町 16-3 JR 金沢駅前 [地図を見る]
アクセス：ＪＲ「金沢駅」東口より徒歩 1 分。もてなしドームから雨に濡れずにホテル到着。小松空
港から車で４０分。コンビニ徒歩１分。駐車場：有り 台数 59 台 料金 1000 円(１泊 13:00～翌
12:00) ※駐車場は予約不要です。
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ホテル日航金沢
JR 金沢駅より地下道直結！客室は 17 階以上で市内を一望。
広めの客室と眺望で寛ぎのひとときを。全室 Wi-Fi 接続無料
〒920-0853 石川県金沢市本町 2-15-1 [地図を見る]
アクセス ：JR 金沢駅東口より地下道直結、徒歩 3 分／小松空港より車で 40 分
駐車場 ：有り 300 台/ご宿泊のお客様は無料/24 時間出入庫可能

ホテル ひので屋
ビジネスに観光に、金沢でのご宿泊にご利用ください。
〒920-0853 金沢市本町 2-17-25 [地図を見る]
アクセス：ＪＲ金沢駅東口より徒歩 3 分。駐車場：有り ９台 ５００円（税込
み／泊） 先着順。

金沢セントラルホテル（東館）
客室数 102 室。JR 金沢駅東口徒歩３分。ウォシュレット完備。無
料駐車場（予約不可）。男女別浴場有。朝食和洋のバイキング。
〒920-0847 金沢市堀川町 5-3 [地図を見る]
アクセス：ＪＲ金沢駅東口より徒歩約３分。小松空港より車で６０
分。金沢東インターから車で１５分。駐車場：無料駐車場１７台（先着順、予約不可）。満車の場合、
一般駐車場をご案内します。
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ホテルエコノ金沢駅前
ＪＲ金沢駅東口徒歩 3 分。無線ＬＡＮネット接続。無料朝食では
人気のソフトクリームも有。駅前立地で観光名所へのアクセス
便利
〒920-0852 石川県金沢市此花町 8-8 [地図を見る]
アクセス：ＪＲ金沢駅「東口」より徒歩３分/小松空港より連絡バス４５分/北陸自動車道金沢西 IC
又は金沢東 IC より約 10 分。駐車場：先着 11 台：1 泊 800 円◆満車の際は一般駐車場をご案内
（800 円～）。詳細は駐車場のご案内を参照。

金沢マンテンホテル駅前
露天感覚の大浴場（サウナ&露天）で「ほぉ～っ」と一息。プチ温
泉気分！浴衣・羽織姿のまま、畳の湯上りコーナーでリラック
ス！
〒920-0022 石川県金沢市北安江 1-6-1 [地図を見る]
アクセス：ＪＲ金沢駅西口より徒歩４分/金沢東・西 IC より車で 8 分/コンビニ 1 分（ATM）/金沢フォ
ーラス徒歩２分/兼六園車で 15 分。駐車場 ：自走式平面駐車場（134 台・先着順）/１泊 1000 円/
２４時間出入庫可能/大型車駐車可（要予約）

ヴィアイン金沢
金沢駅構内唯一のホテル！雨や風や雪の日も、
傘やコートの心配は無用！改札口⇒ホテルエ
レベーターまで徒歩３０秒。

〒920-0858 石川県金沢市木ノ新保町 1-1（ＪＲ金沢駅構内） [地図を見る]
アクセス：金沢駅構内、お客様の声で 4.92 点（5 点満点）の好立地！小松空港より金沢駅行きリム
ジンバスで 40 分（金沢駅西口停車）。駐車場：契約駐車場。金沢駅屋上駐車場（８００円／泊）、金
沢駅西口時計駐車場（７５０円／１５時～翌朝１０時）
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アパホテル＜金沢駅前＞
金沢駅西口直結！駅から一番近い大浴場・露天・サウナ完備、
ご宿泊のお客様は無料！観光、ビジネスの拠点に是非当ホテ
ルを。
〒920-0031 石川県金沢市広岡 1-9-28[地図を見る]
アクセス：金沢駅西口直結！小松空港特急バス発着 3 番乗り場 1 分！お客様の声・立地 4.5 以上
の好立地☆片町・兼六園アクセス良好☆。駐車場：地下 80 台 1 泊 1,000 円【車高 1.9ｍ 到着順
案内】 提携Ｐ：立体 1,500 台 1 泊 650 円

ビジネスホテル Ｒサイド
駅前でビジネスや観光の拠点として最適です。
〒920-0856 石川県金沢市昭和町 12-3[地図を見る]
アクセス：JR 金沢駅より徒歩 3 分。駐車場：有り 5 台 \500／
泊 先着順。

•

東横イン金沢駅東口
ビジネス・観光に便利な立地。明るいロビーで笑顔のフロント
がお待ちしております。
〒920-0856 石川県金沢市昭和町 13-23 [地図を見る]
アクセス：ＪＲ金沢駅東口から徒歩４分。駐車場：有り 立体６０
台 ５００円（泊）先着順 規格外・満車時はコインパーキン。
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ダイワロイネットホテル金沢
ＪＲ金沢駅より徒歩２分。広い客室と充実の設備。いつもの
ホテルステイをワンランクＵＰする快適空間をご提供。
〒920-0849 石川県金沢市堀川新町 2-20 [地図を見る]
アクセス：ＪＲ北陸本線 金沢駅東口より徒歩２分／東京方面よ
り 金沢東ＩＣより約１０分／大阪方面より 金沢西ＩＣより約１５分。駐車場：有り 立体３４台 平面
１２台 １０００円（税込み／泊） 到着順 提携Ｐ案内時は途中出庫で自己負担有。

ホテルルートイン金沢駅前
金沢を一望する展望大浴場、１６６台駐車場完備。アクセスも良く、ビジ
ネス・観光に最適です。
〒920-0856 石川県金沢市昭和町 22-5[地図を見る]

ＩＣより５．５ｋｍ。駐車場

アクセス ：ＪＲ北陸本線 金沢駅より徒歩５分／北陸自動車道 金沢西
：有り １６６台 ５００円（税込み／泊） 先着順・高さ制限２．１ｍまで。

金沢シティホテル
全室インターネット接続無料 ・洗浄機付トイレ ・ズ
ボンプレッサー ・地下大浴場（男・女）完備
〒920-0856 石川県金沢市昭和町 6-8

アクセス ：ＪＲ金沢駅より徒歩 10 分／金沢東ＩＣより車 15 分・金沢西ＩＣより車 20 分。駐車場：敷
地内 87 台 ※詳しくは「駐車場のご案内」をご覧下さいませ。
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天然温泉 加賀の湧泉 ドーミーイン金沢
ＪＲ金沢駅東口から徒歩２分で、館内最上階には金沢駅周辺唯
一の男女別天然温泉大浴場（サウナ付）を完備。
〒920-0849 石川県金沢市堀川新町 2-25[地図を見る]
アクセス：ＪＲ金沢駅東口から徒歩２分、フォーラス前。駐車場：
タワー式立体駐車場 ７４台 高さ 2.1ｍまで １泊１０００円 先着順 ※満車時は近隣の提携駐
車場へ。

ガーデンホテル金沢
JR 金沢駅東口正前－徒歩 1 分。全館高速ネット可。地デジ TV
完備。レディース室・パソコン室など全タイプに禁煙・喫煙あり

〒920-0853 石川県金沢市本町 2-16-16(JR 金沢駅前) [地図を見る]
アクセス：ＪＲ金沢駅東口ガラスドーム正面－駅舎より横断歩道を１つ渡るだけ 徒歩 1 分 夕方よ
りライトアップ 赤茶の煉瓦色が目印。駐車場：有り 普通乗用車 30 台 ハイルーフ車 15 台 宿泊
1000 円。

6

