http://hotel.newhankyu.co.jp/

≪ホテル情報≫
◎客室総数 961室
◎チェックイン15：00／チェックアウト 12：00
◎全室高速インターネット回線に対応しております。
［Wi-Fi・有線LAN］
（無料）
◎クレジットカード／AMEX・VISA・JCB・UC・DC・MASTER・銀聯
◎ご朝食／¥1,944〜

Lobby

≪Imformation≫
◎Guest rooms／961 rooms
◎Check-in time 15：00／Check-out time 12：00
◎All rooms support high-speed broadband internet connection.
◎Credit card／AMEX・VISA・JCB・UC・DC・MASTER・China Union Pay
◎Breakfast／¥1,944〜
＜設備・サービス＞
（無料）温水洗浄トイレ、禁煙ルーム
CS放送（TAKARAZUKA SKY STAGE・英語放送・
中国語放送・韓国語放送）
（有料）
ルームサービス・リラクセーションサービス・ランドリーサービス

＜備品・アメニティ＞
携帯電話用充電器
無料ミネラルウォーター
（1本／1日）
お茶セット、
コーヒー
＜Amenities＞

Hotel new Hankyu Osaka

Restaurant(buﬀet style)
"OLYMPIA" Image

Good Access

（Charges apply）
Room service・Relaxation service・Laundry service

≪空港リムジンバスをご利用の場合≫
［KIX］関西国際空港 発 ⇒［UM1］新阪急ホテル 行
料金：大人¥1,550／小児¥780

「 便 利と快 適 」を極 めたおもてなし。
駅 直 結 のベストロケーション

【第1ターミナル】5番のりば ホテルまで約60分

JR 大阪駅、阪急、地下鉄梅田駅と抜群のアクセス。

南玄関にはリムジンバスが発着しており関西国際空港、
大阪国際（伊丹）空港へのアプローチも便利です。

The ultimate hospitality combining comfort and convenience .
The best location that is directly connected to the train station.
Our hotel has great access to the JR Osaka Station, Hankyu,
and Umeda subway station.
We have limousine buses arriving and departing from our front doors
which are very convenient to get to Kansai International Airport
and Osaka Airport(Itami).

【第2ターミナル】1番のりば ホテルまで約75分
※大阪新阪急ホテル南玄関へ直通
From［KIX］Kansai International Airport To［UM1］Hotel New Hankyu

Fare：1,550yen（adult）／780yen（child）
［KIX］Bus Stop

【Kansai Airport Terminal 1】Pick up point No.5 Approximately 60 minutes by airport limousine bus.
【Kansai Airport Terminal 2】Pick up point No.1 Approximately 75 minutes by airport limousine bus.

>>Bus will arrive to Hotel new Hankyu Osaka south entrance.
≪電車をご利用の場合≫
阪急「梅田」駅に隣接（中央改札口より1階に降りて右手）

JR「大阪」駅 御堂筋北口より、北側陸橋を渡ってすぐ
地下鉄御堂筋線「梅田」駅に直結（地下1階 サンマルクカフェ正面）
By Train
JR railway : The hotel is right in front of JR Osaka Station Midosuji exit. Cross over the bridge on the north side.
Subway : The hotel is directly linked to Umeda Station on the Midosuji Line.［Station No. M16］
Hankyu railway : The hotel is located next to Hankyu Umeda Station central exit.［Station No. HK01］

《周辺案内》

梅田スカイビルへ徒歩10分
ユニバーサルスタジオジャパンへJRで約10分
なんば・心斎橋へ地下鉄で約5分〜10分

《Nearby Attractions》
Umeda Sky Bullding is
about 10minutes' walk

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN is

※新阪急ホテルアネックスは大阪新阪急ホテルより北へ徒歩3分。

about 10minutes' by JR railway

Namba, Shinsaibashi area is
about 5〜10minutes' by Subway

＜Facility・Service＞
All rooms set up battery charger of
the mobile-phone
（Complimentary）
Mineral water is now free（1bottle／1day） Shower-toilets・Non-smoking rooms
Tea set,Coffee
Foreign broadcasting（English,Chinese,Koreans）is now free to view

Airport Limousine bus

Hotel new Hankyu Annex is 3minutes' walk to the north from Hotel new Hankyu Osaka.

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/shhannex/

≪ホテル情報≫
◎客室総数 302室（全客室禁煙/1階に喫煙ブースがございます）
◎チェックイン15：00／チェックアウト 12：00
◎全室高速インターネット回線に対応しております。
［ Wi-Fi ］
（無料）
◎クレジットカード／AMEX・VISA・JCB・UC・DC・MASTER・銀聯
◎ご朝食／¥1,080〜

≪Imformation≫
◎Guest rooms／302 rooms
（All rooms is now non-smoking room/Smoking booth is in the 1st floor lobby area）
◎Check-in time 15：00／Check-out time 12：00
◎All rooms support high-speed broadband internet connection.
◎Credit card／AMEX・VISA・JCB・UC・DC・MASTER・China Union Pay
◎Breakfast／¥1,080〜

＜設備・サービス＞
（無料）
ビデオ・オン・デマンド
（映画）
・温水洗浄トイレ
CS放送（TAKARAZUKA SKY STAGE・英語放送・
中国語放送・韓国語放送）
（有料）
リラクセーションサービス・ランドリーサービス
＜Amenities＞
＜Facility・Service＞
All rooms set up battery charger of
（Complimentary）
the mobile-phone
・Shower-toilets
Mineral water is now free（1bottle／1day） Video on demand（movies）
Tea set,Coffee
Foreign broadcasting（English,Chinese,Koreans）is now free to view
（Charges apply）
Relaxation service・Laundry service

Breakfast Image

＜備品・アメニティ＞
携帯電話用充電器
無料ミネラルウォーター
（1本／1日）
お茶セット、
コーヒー

Lobby

Hotel new Hankyu Annex

