
  

https://camp-fire.jp/projects/view/295301                                                               1 / 10 

：宿泊代金（現地払い、予約経路不問）   ：宿泊付帯サービス（ランドリーやマッサージなど） 

：館内飲食代               ：宴会利用費     

：レストラン以外の館内施設利用代      ：該当宿泊施設のコメントをご確認ください 

福岡が大好きなあなたの応援が、いま必要です！ 
フク泊応援チケット対象アイコンについて  

1. ヒルトン福岡シーホーク   

福岡市中央区地行浜 2－2－3 

（「福岡空港」から車で約 20 分、 

「博多駅」までは車で約 15分） 

WEB：https://www.hiltonfukuokaseahawk.jp/ 

TEL：092-844-8111 

 

 
 

 
福岡市のランドマーク・シーサイドももち地区にあり、美しいオーシャンビ

ューを堪能できる福岡の中心地からもアクセス至便な福岡を代表するホテ

ルです。 

 

■コロナウイルス対策 

宿泊もお食事も安心して当ホテルにご滞在いただけるよう、席数を減らし、

１m 以上の間隔を保った席へのご案内、スタッフのマスク着用・手指消毒・

ゲスト用のアルコールの設置など対策を行っています。 

対策詳細 URL：準備中 

 

2. アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ  

福岡市中央区輝国 1-1-33 

（敷地内駐車場完備（無料）、 

福岡市地下鉄七隈線「桜坂」駅より徒歩 15 分） 

WEB：https://agorafukuoka-hilltop.com/ 

TEL：092-771-2131 

 

 
 

 
福岡を一望できる市内随一のロケーション。天然温水浴場も備える。 

 

■コロナウイルス対策 

３密を回避し、新しい生活様式に則った運営に取り組みます。 

対策詳細 URL： 

https://agorafukuoka-hilltop.com/news/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3 

%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%

84%9f%e6%9f%93%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e3%81%ae%e4%ba%88%e9%98%b2%e

7%ad%96/ 

 

3. ホテル天神プレイス  

福岡市中央区今泉 1-2-23 

（地下鉄空港線天神駅から徒歩 13 分） 

WEB：http://www.hotel-tenjinplace.com 

TEL：092-733-1234 

 

 
 

 
都会の喧騒の中にありながら、静かな環境でごゆっくりお寛ぎください。 

 

■コロナウイルス対策 

当館では新型コロナウイルス等感染症拡大防止策を実施いたしております。 

対策詳細 URL：http://www.hotel-tenjinplace.com/news/80 
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：宿泊代金（現地払い、予約経路不問）   ：宿泊付帯サービス（ランドリーやマッサージなど） 

：館内飲食代               ：宴会利用費     

：レストラン以外の館内施設利用代      ：該当宿泊施設のコメントをご確認ください 

福岡が大好きなあなたの応援が、いま必要です！ 
フク泊応援チケット対象アイコンについて  

4. 西鉄グランドホテル  

福岡市中央区大名 2-6-60 

（地下鉄天神駅２番出口から徒歩約１分） 

WEB：https://nnr-h.com/grandhotel/ 

TEL：092-771-7171 

 

 
 

 
福岡の迎賓館として、50 年の重ね続けた歴史と伝統、最上級の品質を提供す

るフルサービスのホテルです。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様の健康と安全のために様々な対応に取り組んでます。 ・マスクの着

用 ・アルコール消毒 ・手洗い消毒の徹底 ・体温確認 ・館内共用部の消毒

の強化 ・定期的なロビー等の館内換気 ・飛沫防止ボード等の設置 など etc 

（一社）日本ホテル協会のガイドラインに基づく衛生管理を実施中 

対策詳細 URL：https://nnr-h.com/grandhotel/news/ 

 

5. ホテルモントレ ラ・スール福岡  

福岡市中央区大名 2 丁目 8-27 

（地下鉄天神駅 1番出口から徒歩 2 分） 

WEB：https://www.hotelmonterey.co.jp/lasoeur_fukuoka/ 

TEL：092-726-7111 

 

 
 

 
きめ細やかで上質のホスピタリティをご堪能ください。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様ならびに従業員の健康と安全を第一に取り組み、客室にもアルコール

消毒液を設置 

対策詳細 URL：準備中 

 

6. 西鉄イン福岡  

福岡市中央区天神 1-16-1 

（地下鉄空港線・箱崎線「中洲川端駅」から 

徒歩で約 3 分） 

WEB：https://nnr-h.com/n-inn/fukuoka/ 

TEL：092-712-5858 

 

 
 

 
西鉄福岡（天神）駅近く、夜の街、中州にも徒歩圏内、ビジネスにも観光に

も便利でつかいやすいホテルです。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様の健康と安全のために様々な対応に取り組んでます。 ・マスクの着

用 ・アルコール消毒 ・手洗い消毒の徹底 ・体温確認 ・館内共用部の消毒

の強化 ・定期的なロビー等の館内換気 ・飛沫防止ボード等の設置 など etc 

（一社）日本ホテル協会のガイドラインに基づく衛生管理を実施中 

対策詳細 URL：https://nnr-h.com/n-inn/fukuoka/news/ 
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福岡が大好きなあなたの応援が、いま必要です！ 
フク泊応援チケット対象アイコンについて  

7. ソラリア西鉄ホテル福岡  

福岡市中央区天神 2-2-43 

（地下鉄天神駅 5番出口から徒歩約 5分） 

WEB：https://nnr-h.com/solaria/fukuoka/ 

TEL：092-752-5555 

 

 
 

 
2018 年 10 月に全面リニューアル、全室シモンズベッドを採用しモダンな客

室へ、お客様満足度が高く福岡の中心の街、天神にある便利なホテルです。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様の健康と安全のために様々な対応に取り組んでます。 ・マスクの着

用 ・アルコール消毒 ・手洗い消毒の徹底 ・体温確認 ・館内共用部の消毒

の強化 ・定期的なロビー等の館内換気 ・飛沫防止ボード等の設置 など etc 

（一社）日本ホテル協会のガイドラインに基づく衛生管理を実施中 

対策詳細 URL：https://nnr-h.com/solaria/fukuoka/news/ 

 

8. ホテルニューオータニ博多   

福岡市中央区渡辺通 1-1-2 

（地下鉄七隈線・渡辺通駅から徒歩約 1 分） 

WEB：https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/ 

TEL：092-715-2000 

 

 
 

 
きめこまやかなサービスと心を込めたおもてなしで、快適なご滞在をお届けしま

す。博多と天神の中間に位置し、ビジネスや観光の拠点として最適です。 

また、福岡の旬の素材を活かした会席料理から創作洋食レストラン、本格中華ま

で様々なシーンでご利用いただけます。 

 

■コロナウイルス対策 

衛生管理と 3 密対策を徹底し、館内には多言語ピクトグラムを設置しておりま

す。 

対策詳細 URL：https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/news/139/ 

 

9. タカクラホテル 福岡   

福岡市中央区渡辺通 2-7-21 

（西鉄・地下鉄薬院駅から徒歩約２分） 

WEB：https://www.takakura-hotel.co.jp/ 

TEL：092-731-1661 

 

 
 

 
市内初のシティホテルとして開業 52 年を迎える老舗。味のタカクラと称さ

れる料理も自慢。 

 

■コロナウイルス対策 

館内の消毒作業、従業員の健康管理を徹底しております。 

対策詳細 URL： 

https://www.takakura-hotel.co.jp/overview/news/news_20200215.htm 
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フク泊応援チケット対象アイコンについて  

10. プラザ芙蓉ホテル  

福岡市中央区渡辺通 2丁目 3番 28 号 

（地下鉄薬院駅／地下鉄渡辺通駅から徒歩 4 分） 

WEB：http://www.plaza-fuyo.net/ 

TEL：092-761-9633 

 

 
 

 
全室システムキッチン＆独立型システムバス＆トイレ完備！！ 

1 泊から長期滞在まで、広々としたお部屋でご自宅のようにおくつろぎいた

だけます！！ 

冷蔵庫、電子レンジ、食器、調理器具（一部貸出）有り。 
 

■コロナウイルス対策 

館内の除菌清掃・換気等を強化、フロントにアルコール消毒液を設置しお客

様に手指消毒のご協力をお願いしております。 

 

11. 西鉄イン天神  

福岡市中央区渡辺通 4-7-1 

（福岡空港から地下鉄で、最寄駅「天神駅」まで 

12 分、「天神駅」から徒歩で約 12 分） 

WEB：https://nnr-h.com/n-inn/tenjin/ 

TEL：092-713-5454 

 

 
 

 
福岡空港から 20 分、博多駅から地下鉄で 15 分と、福岡の中心の立地はビジ

ネス出張やショッピングにも最適なホテルです。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様の健康と安全のために様々な対応に取り組んでます。 ・マスクの着

用 ・アルコール消毒 ・手洗い消毒の徹底 ・体温確認 ・館内共用部の消毒

の強化 ・定期的なロビー等の館内換気 ・飛沫防止ボード等の設置 など etc 

（一社）日本ホテル協会のガイドラインに基づく衛生管理を実施中 

対策詳細 URL：https://nnr-h.com/n-inn/tenjin/news/139/ 

 

12. ホテルエクレール博多   

福岡市博多区須崎町 1-1 

（地下鉄「中洲川端駅」６番出口から徒歩約２分） 

WEB：https://www.hotel-eclair.co.jp/ 

TEL：092-283-2000 

 

 
 

 
楽天トラベルお客様評価 4.5 以上！スタッフの笑顔が心地いい、女性に人気

のプチホテル。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様にいつでも安心してお過ごし頂けるよう除菌清掃、マスク着用などの

衛生強化を続けて参ります。 

対策詳細 URL：https://www.hotel-eclair.co.jp/news/97/ 
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：宿泊代金（現地払い、予約経路不問）   ：宿泊付帯サービス（ランドリーやマッサージなど） 
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福岡が大好きなあなたの応援が、いま必要です！ 
フク泊応援チケット対象アイコンについて  

13. ホテル博多プレイス  

福岡市博多区築港本町 3-16 

（地下鉄中洲川端駅から徒歩約 15 分） 

WEB：https://hotel-hakataplace.com/ 

TEL：092-404-7770 

 

 
 

 
・全室 25 ㎡の広々ワンルーム     ・お風呂とトイレが別室 

・ミニキッチンと電子レンジ完備   ・ベッドは全室シモンズ製。 

・天神・博多へのアクセス良 

 

■コロナウイルス対策 

・出入口に消毒液を設置    ・施設の重点消毒清掃 

・館内の換気強化       ・カウンターに防護用具設置 

対策詳細 URL：https://hotel-hakataplace.com/news/95/ 

 

14. THE LIVELY FUKUOKA    

福岡市博多区中洲 5-2-18 

（地下鉄中洲川端駅より徒歩 1 分） 

WEB：https://www.the-lively.com/fukuoka 

TEL：092-262-2009 

 

 
 

 
中洲川端駅から徒歩 1 分。博多にも天神にももちろん中洲にもアクセス抜群

の立地とおしゃれなデザイン。今年 7 月で 1 周年の新しいホテルです。 

 

■コロナウイルス対策 

館内換気強化 スタッフ手指消毒 健康管理 

館内重点消毒 3 密を避ける取り組み等の徹底 

 

15. WeBase 博多  

福岡市博多区店屋町 5-9 

（地下鉄中洲川端駅から徒歩 3 分） 

WEB：http://we-base.jp/hakata/ 

TEL：092-292-2322 

 

 
 

 
2 泊目無料宿泊プレゼント（土曜日・祝前日を除く）。ごゆっくりお過ごしく

ださい。 

チケットはデイユース、ラウンジ利用、イベント参加、土産品購入、自転車

レンタルでもご利用になれます。 

 

■コロナウイルス対策 

24 時間体制で除菌・換気を実施。「家にいるように安心して過ごせる宿」で

す。 

対策詳細 URL：http://we-base.jp/hakata/?p=3163 
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福岡が大好きなあなたの応援が、いま必要です！ 
フク泊応援チケット対象アイコンについて  

16. ホテルグレートモーニング  

福岡市博多区店屋町 6-3 

（中洲川端駅・呉服町駅から徒歩 5 分） 

WEB：https://hotelgreatmorning.com/ 

TEL：092-272-1414 

 

 
 

 

風を出さないエアコン「F-CON」が身体に優しい空間をお届けします。タオルは

池内オーガニックの、寝具は京都 IWATA を採用し備品やアメニティにまでこだ

わっています。「人と星に優しい」新しいホテルカルチャーを提案をする都市型

リフレッシュホテルです。✓ご宿泊の際にはオリジナルのオーガニックのハンカ

チをプレゼントさせていただきます。 
 

■コロナウイルス対策 

風のない冷暖システム F-CON を採用、内装には抗菌力も高い漆喰と珪藻土を使

っているので安心で快適にお過ごしいただけます 

対策詳細 URL：https://hotelgreatmorning.com/journal/2020/05/15/487/ 

 

17. 西鉄ホテルクルーム博多  

福岡市博多区博多駅前 1-17-6 

（福岡空港から地下鉄で最寄駅「博多駅」まで 5 分、 

「博多駅」から徒歩で約 4 分） 

WEB：https://nnr-h.com/croom/hakata/ 

TEL：092-413-5454 

 

 
 

 
博多駅すぐそばに隣接、天然温泉大浴場を完備したホテルです。【旅先の家】

となる寛ぎの空間でお客様をお迎えいたします。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様の健康と安全のために様々な対応に取り組んでます。 ・マスクの着

用 ・アルコール消毒 ・手洗い消毒の徹底 ・体温確認 ・館内共用部の消毒

の強化 ・定期的なロビー等の館内換気 ・飛沫防止ボード等の設置 など etc 

（一社）日本ホテル協会のガイドラインに基づく衛生管理を実施中 

対策詳細 URL：https://nnr-h.com/croom/hakata/news/detail.php?id=83 

 

18. エスペリアホテル博多  

福岡市博多区博多駅前 2丁目 11-4 

（ＪＲ博多駅より徒歩約 5 分） 

WEB：https://www.s-peria.com/hakata/ 

TEL：092-412-7272 

 

 
 

 
全室バス・トイレ・洗面台が独立した造り、エレベーターはＩＣカードシス

テムを採用、安全面にも配慮しております。 

ＪＲ博多駅より徒歩約 5 分 ビジネス・観光に便利なホテルです。 

 

■コロナウイルス対策 

従業員を対象に、健康管理として就業前の検温記録を徹底しており、また発

熱や体調が優れない従業員には出社を控えるようしております。 

対策詳細 URL：https://www.s-peria.com/hakata/ 
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19. ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅前 

福岡市博多区博多駅前 3-22-19 

（JR 博多駅博多口から徒歩 4分） 

WEB：https://www.hotelwing.co.jp/select/hakata/ 

TEL：092-476-9111 

 

 
 

 
『Heart Dance～旅するホテル～』世界を旅するワクワク感を！博多・NY・

パリ・ロンドン・イスタンブール etc。女性が一度は訪れてみたい都市を厳選

し、客室フロアは全て異なる世界都市をイメージした、こだわりのデザイン

になっております。旅の楽しさが増すよう『選ぶ楽しさ』をご提供します。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様に安心してご滞在いただくため、感染症対策を徹底して実施しており

ます。 

対策詳細 URL：https://www.hotelwing.co.jp/anzen_taisaku/ 

 

20. マースガーデンホテル博多   

福岡市博多区博多駅中央街 4-10 

（博多駅から徒歩約 1分） 

WEB：https://www.mars-gardenhotel.jp/ 

TEL：092-434-1311 

 

 
 

 
チケットは宿泊以外にも、飲食で利用可能！レストラン 3 店舗、寿司銀明翠

（ホテル日航福岡２階）、松月亭本店（ホテル 2 階）、松月亭中洲店（キャナ

ルシティ隣接）でもご利用頂けます。寿司と本格和食をご堪能下さい。アイ

ドルとコラボしメディアで大活躍！超有名料理人が板長に就任しました。ホ

テルは、博多駅徒歩 1 分！スタイリッシュ＆機能的な客室が自慢です。 

 

■コロナウイルス対策 

感染拡大防止策は万全です。 

対策詳細 URL： 

https://www.mars-gardenhotel.jp/detail.php?dp=20200302144121 

 

21. 東洋ホテル  

福岡市博多区博多駅東 1丁目 9-36 

（ＪＲ博多駅筑紫口より徒歩約 2 分） 

WEB：https://www.toyohotel-fuk.co.jp/ 

TEL：092-474-1121 

 

 
 

 
創業 38 年目に入りましたが館内リニューアルを行い充実した設備とスタッ

フの笑顔皆様をお迎えいたします。自社公式ホームページからご予約で更に

5％割引。 

 

■コロナウイルス対策 

①従業員の体調管理 ②接客時のマスク着用・フロント飛沫対策 ③食品、

食器取扱い衛生管理 ④館内アルコール消毒液設置 ⑤お客様用マスクの

準備 ⑥館内衛生対策 ⑦消毒液貸出準備 

 

https://camp-fire.jp/projects/view/295301
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：宿泊代金（現地払い、予約経路不問）   ：宿泊付帯サービス（ランドリーやマッサージなど） 

：館内飲食代               ：宴会利用費     

：レストラン以外の館内施設利用代      ：該当宿泊施設のコメントをご確認ください 

福岡が大好きなあなたの応援が、いま必要です！ 
フク泊応援チケット対象アイコンについて  

22. 都ホテル 博多  

福岡市博多区博多駅東 2-1-1 

（地下鉄博多駅東出口直結） 

WEB：https://www.miyakohotels.ne.jp/hakata/ 

TEL：092-441-3112 

 

 
 

 
癒しと愉しみを体感するスマートラグジュアリーホテル 

 

■コロナウイルス対策 

お客様に安全で快適にご利用いただくために、新たな衛生・消毒基準として、

Miyako Clean Guarantee「都クリーンギャランティ」を、順次導入いたしま

す。 

対策詳細 URL： 

https://www.miyakohotels.ne.jp/hakata/information/160155/index.html 

 

23. JR 九州ホテル ブラッサム福岡  

福岡市博多区博多駅東 2-2-4 

（地下鉄博多駅東出口 7番すぐ、 

JR 博多駅より徒歩 3分） 

WEB：https://www.jrk-hotels.co.jp/Fukuoka/ 

TEL：092-413-8787 

 

 
 

 
快適なご滞在となるようスタッフ一同心を込めてお手伝い致します。 

 

■コロナウイルス対策 

お客さまとスタッフの安心安全のため日々衛生管理に努めてます。 

対策詳細 URL： 

https://www.jrk-hotels.co.jp/Fukuoka/news/detail.php?id=106 

 

24. 山本旅館   

福岡市博多区冷泉町 3-6 

（地下鉄祇園駅 2番出口から徒歩 1 分） 

WEB：https://www.yamamoto-ryokan.com/ 

TEL：092-291-1176 

 

 
 

 
出来る範囲のことを対応したいと思いますので、忌憚なくお申し出くださ

い。 

 

■コロナウイルス対策 

マスク着用・脱３密（集・閉・接）ソーシャルディスタンスアルコール消毒

液設置手洗い励行・フェイスシールドの着用等、出来る限り対応します、よ

ろしくお願いいたします。 

対策詳細 URL：https://www.yamamoto-ryokan.com/ 
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：宿泊代金（現地払い、予約経路不問）   ：宿泊付帯サービス（ランドリーやマッサージなど） 

：館内飲食代               ：宴会利用費     

：レストラン以外の館内施設利用代      ：該当宿泊施設のコメントをご確認ください 

福岡が大好きなあなたの応援が、いま必要です！ 
フク泊応援チケット対象アイコンについて  

25. 椎原温泉割烹旅館みはる荘    

福岡市早良区椎原 1203 

（西鉄バス一ツ田バス停徒歩 1 分） 

WEB：http://www.miharusou.co.jp 

TEL：092-804-2640 

 

 
 

 
福岡市では珍しい天然温泉の小さな温泉旅館です。 

 

■コロナウイルス対策 

温泉は家族風呂のみです。 

 

 

26. 大丸別荘  

筑紫野市湯町 1-20-1 

（ＪＲ二日市駅からタクシーで 5 分） 

WEB：http://daimarubesso.com 

TEL：092-924-3939 

 

 
 

 
奈良時代より湧き続ける「温泉」、創業慶応元年(1865 年)より受け継がれた

「伝統」と「おもてなし」、現代の急速な時代の流れに合わせた「革新」 

それらすべてが 6500 坪の広大な敷地に存在し、非日常の癒しへと導きます。 

チケットは、敷地外のレストラン銀の壺でもご利用いただけます。 

和風レストラン銀の壺：http://www.daimarubesso.com/ginnotsubo/ 
 

■コロナウイルス対策 

当荘は 6500 坪の敷地の中にあり、3 密の心配はありません。 

お食事は夕食朝食ともに完全個室での提供となります。 

対策詳細 URL：http://daimarubesso.com 

 

27. 泰泉閣    

朝倉市杷木志波２０番地 

（杷木バス停より車で 5分、 

または JR 久大本線筑後吉井駅から車で 10分） 

WEB：https://www.taisenkaku.co.jp 

TEL：0946-62-1140 

 

 
 

 
原鶴自慢の W 美肌湯と筑後の恵みたっぷりのお料理で癒しのときをお過ご

しくださいませ。 

 

■コロナウイルス対策 

各所消毒剤を使った清掃や換気等の予防対策を行っております。 

 

 

 

https://camp-fire.jp/projects/view/295301
http://www.daimarubesso.com/ginnotsubo/
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：宿泊代金（現地払い、予約経路不問）   ：宿泊付帯サービス（ランドリーやマッサージなど） 

：館内飲食代               ：宴会利用費     

：レストラン以外の館内施設利用代      ：該当宿泊施設のコメントをご確認ください 

福岡が大好きなあなたの応援が、いま必要です！ 
フク泊応援チケット対象アイコンについて  

28. プレジデントホテル博多   

福岡市博多区博多駅前 1-23-5 

（博多駅から徒歩 7 分） 

WEB：http://www.presidenthotel-hakata.co.jp/ 

TEL：092-441-8811 

 

 
 

 
チケットは当ホテルのご宿泊以外に、レストラン「和創作呑処 緩音」、(予約状況等によっては)姉妹ホ

テル「HOTEL LA FOREST」のご宿泊にもご利用頂けます。 

明日のプレジデントに最高の休息を―。 

ホテル朝食 福岡県第 1位(楽天トラベル 朝ごはんフェスティバル 2019) 

JALパックアワード 2年連続 金賞 

ベネフィットワン カンファレンス 3 年連続 金賞 
 

■コロナウイルス対策 

○玄関・ロビーにアルコール消毒液の設置 ○フロントカウンターに飛沫感染防止のアクリルパネル

設置 ○フロントカウンターに非接触体温計(お客様任意)の用意 ○レストランでは間隔を保ったお

席への案内 ○従業員の体調チェック(出勤前後の体温測定等)およびマスク着用 ○お客様への体調

チェックシート(任意) 
 

29. ANA クラウンプラザホテル福岡  

福岡市博多区博多駅前 3-3-3 

（博多駅から徒歩 5 分） 

WEB：https://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/ 

TEL：092-471-7111 

 

 
 

 
博多駅から徒歩 5 分、福岡空港からのアクセスも抜群で、ビジネスや観光の

拠点として最適です。 
 

■コロナウイルス対策 

世界の新たな旅行のあり方と期待に応えていく中、私たちは清潔・衛生について再定

義し、ご滞在中の安全や健康をサポートすることで、お客様へ快適な体験を提供した

いと考えています。私たちは、以下の通り、清潔・衛生面へのさらなる取り組みを広

げていきます。 

対策詳細 URL： 

https://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/announcement/preventionmeasures.html 

 

30. オリエンタルホテル福岡 博多ステーション  

福岡市博多区博多中央街 4-23 

（JR 博多駅筑紫口から徒歩 1分 

地下鉄博多駅筑紫口東 4番出口直結） 

WEB：https://www.oriental-hotels.com/fukuoka-hakatastation/ 

TEL：092-461-0170 

 

 
 

 
JR 博多駅筑紫口から徒歩 1 分、福岡空港から地下鉄で 5 分、博多の玄関口に位置、

最高の利便性。九州の旅のはじまり、そして、人との出会い…「旅先の色」と「訪れ

るゲスト」を、自然と結びつけ繋げるホテル。それが、オリエンタルホテル福岡 博

多ステーションです。 

 

■コロナウイルス対策 

お客様ならびに従業員の健康と安全を第一に考え、またお客様に安心してご利用いた

だくために、換気の徹底、接触感染の予防、飛沫感染の予防、従業員感染の予防の４

つの方針に基づいて予防対策を講じております。 

対策詳細 URL：https://www.oriental-hotels.com/fukuoka-hakatastation/news/62/ 
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