
※エリア毎、最大受け入れ人数が多い順に掲載。 2022年10月 現在

エリア
No

.
施設名 URL 住所 TEL FAX アクセス

修学旅行生

受け入れ人数
駐車場 備考（食事・バリアフリー等）

1
オークラリゾーツ＆ホテルズ

ホテルイースト２１
https://www.hotel-east21.co.jp/

〒135-0016

東京都江東区東陽6-3-3
03-5683-5683 03-5683-5775 東陽町駅徒歩7分 650名

事前の要予約にてバス駐車可

1泊1台 5,000円（税込み）

・オークラのシェフが作る手作り朝食

・駅より一直線でHTL

・バリアフリー館内対応

2 東京ベイ潮見プリンスホテル https://www.princehotels.co.jp/shiomi/
〒135-0052

東京都江東区潮見2-8-16
03-6660-3222 03-6660-3232 潮見駅徒歩１分 250名

事前の要予約にて４台までバス

駐車可

1泊1台 5,500円（税込み）

・2020年9月オープン

・館内、大浴場以外バリアフリー対応。

・ユニバーサルルーム１部屋のみ　バリアフリー

3
東京イーストサイドホテル櫂

会
https://www.hotelkaie.jp/

〒135-0052

東京都江東区潮見2-8-11
03-3699-1403 03-3699-9403 潮見駅徒歩１分 130名 有り（要予約）

・2020年2月オープン

・館内バリアフリー対応あり

・ＪＲ京葉武蔵野線　潮見駅正面（改札１箇所）徒歩１分

・東京駅３駅７分、舞浜駅３駅９分乗り換えなし

・ユニバーサルルーム１室

・全室シューズドライヤー完備

・１校１館（人数不問）

・客室は原則バス・トイレ別

・セキュリティ付きＥＶ

4 東武ホテルレバント東京 https://www.tobuhotel.co.jp/levant/
〒130-0013

東京都墨田区錦糸1-2-2
03-5611-5511 03-5611-5500 錦糸町駅徒歩４分 400名 有料（要予約）

・スカイツリー徒歩圏内

・ホテルエントランスでバス乗降可能

・車椅子1台のみ貸出しありだが、バリアフリーではない

5 両国ビューホテル
https://www.viewhotels.co.jp/ryogoku/a

ccess/

〒130-0026

東京都墨田区両国2-19-1
03-3631-8111 03-3631-8112 両国駅徒歩1分 160名 無し ・駅近

6 パールホテル両国 https://www.pearlhotels.jp/ryogoku/
〒130-0015

東京都墨田区横網1-2-24
03-3625-8080 03-3625-2080 両国駅（西口）徒歩１分 120名 無し（近隣駐車場利用）

・駅正面

台東区 7 浅草ビューホテル https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/
〒111-8765

東京都台東区西浅草3-17-1
03-3847-1111 03-3842-2117 TX浅草駅直結 550名 無料（要予約）

・浅草寺・花やしき徒歩圏内

・館内バリアフリー対応

中央区 8 パールホテル茅場町 https://pearlhotels.jp/
〒104-0033

東京都中央区新川1-2-5
03-3553-8080 03-3555-1849 茅場町駅徒歩３分 180名 無し（上野公園利用） ・駅近 

9
ホテルメトロポリタンエドモ

ント
https://edmont.metropolitan.jp/

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3-10-8
03-3237-1111 03-3234-4371

飯田橋駅徒歩５分

水道橋駅徒歩５分
800名 無し

・館内コンビニ　(営業時間07:00～21:00)

・大型学生団体受入可

・館内バリアフリー対応

・ユニバーサルルーム１部屋

10 ホテルモントレ半蔵門
https://www.hotelmonterey.co.jp/hanzo

mon/

〒102-0082

東京都千代田区一番町23-1
03-3556-7111 03-3556-0717 半蔵門駅徒歩１分 230名 無し

・皇居の近く

11 都市センターホテル https://www.rihga.co.jp/toshicenter/
 〒102-0093

東京都千代田区平河町2-4-1
03-3265-8211 03-3262-1705

永田町駅徒歩4分

赤坂見附徒歩8分
120名 有料（要予約）

・リーガロイヤルホテルグループ　バス駐車場ホテル内有

・館内バリアフリー対応

・ユニバーサルルーム2部屋　ツインルームのみ

文京区 12 東京ドームホテル https://www.tokyodome-hotels.co.jp/
〒112-8562

東京都文京区後楽1-3-61
03-5805-2111 03-5805-2200 水道橋駅徒歩2分 300名 無し（靖国神社など利用）

・東京ドームシティ（東京ドーム・遊園地・商業施設など）内に位

置するロケーション

・バリアフリールームは2部屋

・駅近

13 ホテルメトロポリタン https://ikebukuro.metropolitan.jp/
〒171-8505

東京都豊島区西池袋1-6-1
03-3980-1111 03-3980-5600 池袋駅徒歩１分 500名 有り（要相談）

・大型バス敷地内乗降可能

・ルミネ夕食プラン

・館内バリアフリー対応

・ユニバーサル1部屋

14
サンシャインシティプリンス

ホテル

https://www.princehotels.co.jp/sunshin

e/

〒170-8440

東京都豊島区東池袋3-1-5
03-3988-1111 03-3983-0126 池袋駅徒歩８分 250～300名 有料（要予約）

・2019年春全室

・リノベーション済

・ユニバーサル一部屋のみ　段差あり

宿泊施設一覧（修学旅行受け入れ）

豊島区

墨田区

江東区

千代田区

※各宿泊施設からご提供いただいた情報をまとめた資料です。ご予約および最新情報は各宿泊施設にお問い合わせください。
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15 ホテルグランドシティ http://www.grand-city.gr.jp/
〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-30-7
03-3984-5121 03-3984-5127 池袋駅徒歩5分 50名×２ 無し

・2016年春リニューアル済み

・階段のみ　ユニットバス段差あり

・車椅子一台のみ貸出ありだが、バリアフリーではない

16 京王プラザホテル https://www.keioplaza.co.jp/
〒160-8330

東京都新宿区西新宿2-2-1
03-3344-0111 03-3345-8269

新宿駅徒歩7分

都営大江戸線都庁前駅徒歩１

分

500名 無し（代々木公園利用）

・大型団体受入実績多数

・スロープあり、レストラン車椅子可能

・ユニバーサルデザインルームのみバリアフリー対応

17 リーガロイヤルホテル東京 https://www.rihga.co.jp/tokyo

〒169-8613

東京都新宿区戸塚町１-104-

19

03-5285-1121 03-5285-4321
早稲田駅徒歩7分

首都高出口400ｍ
300名 無し

・早稲田商店街体験教育取扱

・館内バリアフリー対応

・車椅子貸出あり

18 日本青年館ホテル https://nippon-seinenkan.or.jp/
〒160-0013

東京都新宿区霞ヶ丘町4-1
03-3401-0101 03-3405-5830

信濃町駅徒歩12分

外苑前徒歩5分
230名 無し（絵画館利用）

・150名以上1校1館

・10階のみ全てユニバーサルルーム　バリアフリー対応

19 新宿ワシントンホテル https://www.shinjyuku-wh.com/
〒160-8336

東京都新宿区西新宿3-2-9
03-3343-3111 03-3342-2575

新宿駅徒歩8分

都営大江戸線都庁前駅徒歩5分
200名

無し（明治神宮外苑、靖国神社

利用）

・都庁隣接

・車椅子のサイズによって案内可能な部屋が変わる為、要問合せ

20 品川プリンスホテル
https://www.princehotels.co.jp/shinaga

wa/

〒108-8611

東京都港区高輪4-10-30
03-3440-1111 03-3441-7092 品川駅徒歩3分 1,200名 無し

・110名前後でフロアー貸切可

・館内24時間コンビニ

・バリアフリー館内対応(一部バスルーム除く)

21
ホテル インター

コンチネンタル東京ベイ
https://www.interconti-tokyo.com/

〒105-8576

東京都港区海岸1-16-2
0570-000222 03-5404-2111

浜松町駅徒歩10分

竹芝駅直結
250名 有り（要予約）

・眺望良い

・館内ほぼバリアフリー対応

22 ヒルトン東京お台場
https://hiltonhotels.jp/hotel/kanto/hilto

n-tokyo-odaiba

〒135-8625

東京都港区台場1-9-1
03-5500-5500 03-5500-2525 台場駅直結 250名 無し（青海臨時など利用）

・台場駅直通、眺望良い

・バリアフリー館内対応

23 赤坂陽光ホテル https://www.yokohotel.co.jp/
〒107-0052

東京都港区赤坂6-14-12
03-3586-4050 03-3586-5944 赤坂駅徒歩5分 150名 無し ・受け入れ人数75名以上の場合はお食事会場が2フロアに分かれる
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