ＪＡＩＳＴ関係者優待の宿泊施設案内
2021 年 10 月現在
宿泊施設名
（所在地）
石川ハイテク交流センター
（能美市旭台 2-1）

料

金（1 名あたり）

減免シングル：4,100 円
減免ツイン：（1 名）5,060 円

申

方

法

事前に電話予約した後，宿泊する者が教員の場合は共通事務管
理課，学生の場合は学生・留学生支援課学生生活係，その他の
場合は総務課総務係に申請書を提出し，証明印をもらい，事前
かチェックイン時にハイテク交流センターに提出する。
申請書のダウンロードについては，下記 URL を参照。
http://www.jaist.ac.jp/private/gakunai/hightech.html

（2 名）7,620 円

いずれの場合も朝食付 550 円追加（祝日無）
，夕食無
サービス料なし・消費税込

まつさき旅館
（能美市辰口町 3-1）

込

会食プラン
本館「瑞雲」
：7,700 円※・8,800 円
新館「鳳凰」
：13,200 円※・16,500 円
※平日のみ
宿泊プラン（1 泊朝食付き）
本館「瑞雲」
：1 名 11,000 円・2 名 9,900 円・3 名以上 8,800 円
新館「鳳凰」
：1 名 38,500 円（2 名以上で利用する場合は要相談）
宿泊ビジネスプラン（1 泊 2 食付き）
本館「瑞雲」
：13,200 円（夕食：定食）
16,500 円・19,800 円（夕食：会席料理）

直接（JAIST 関係者である旨を告げる）
HP:http://www.matsusaki.jp/

総務課総務係

電話番号
（ＦＡＸ番号）
0761-51-0106
（0761-51-0161）

0761-51-3111
（0761-51-3114）

会議での使用は下記URLを参照。
http://www2.jaist.ac.jp/gakunai/m_kaigi.pdf

消費税込・別途入湯税 150 円を加算
休前日の宿泊は 5,500 円追加、朝食無しの場合は 1,100 円引
たがわ龍泉閣
（能美市辰口町 20）

シングル：6,000 円（食事無）7,500 円（朝食付）10,000 円（2 食付） 直接（JAIST 関係者である旨を告げ，
「ビジネスパック」と指定） 0761-51-2111
和室（10 畳）
：シングル各料金に 3,500 円追加
HP:http://www.ryusenkaku.com/
（0761-51-3107）
サービス料・消費税込、休前日は 1,000 円追加

ホテル日航金沢
（金沢市本町 2－15－1）

直接（JAIST 関係者である旨告げる）
コンフォート ダブル（22 ㎡）
：10,500 円（食事無）
スタイリッシュ/コンフォートクイーン（26 ㎡）
：15,000 円（食事無） HP: http://www.hnkanazawa.jp/
スタイリッシュ/コンフォート ツイン（31 ㎡）
：15,000 円（食事無）
リュクス ダブル（22 ㎡） ：16,500 円（食事無）
リュクス クイーン（26 ㎡）
：20,800 円（食事無）
リュクス ツイン（31 ㎡） ：20,800 円（食事無）
全て 1 名で利用の場合 ※2 名で利用の場合の追加料金なし
サービス料・消費税込
平日・休日は上記料金、休前日 3,000 円追加 朝食は 2,000 円追加
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076-234-8801
（076-234-8802）

ＪＡＩＳＴ関係者優待の宿泊施設案内
宿泊施設名
（所在地）

料

金（1 名あたり）

申

込

方 法

金沢国際ホテル
（金沢市大額町ル８番地）

1 名 5,300 円・2 名 4,500 円・3 名 4,200 円（食事無）

ＫＫＲホテル金沢
（金沢市大手町２－３２）

シングル：6,800 円（食事無）
，8,100 円（朝食付）
ツイン（1 名）
：6,300 円（食事無）
，7,600 円（朝食付）
和室（2 名）
：1 名 9,000 円（食事無）
，10,300 円（朝食付）
和室（3 名）
：1 名 7,500 円（食事無）
，8,800 円（朝食付）
和室（4 名）
：1 名 6,500 円（食事無）
，7,800 円（朝食付）
サービス料・消費税込、休前日 1,000 円追加
高速 LAN 接続無料
朝食 和・洋食バイキング AM7:00～AM9:30

直接（JAIST 関係者である旨を告げる）
HP:http://kkrhotelkanazawa.gr.jp/

金沢東急ホテル
（金沢市香林坊 2－1－1）

シングル A（16.2 ㎡）
: 9,500 円（食事無）
シングル C（21.8 ㎡）
: 10,500 円（食事無）
ツイン A（21.8 ㎡）
: 10,500 円（食事無）
ツイン B（26.9 ㎡）
: 16,000 円（食事無）
ダブル（22.4 ㎡）
: 12,000 円（食事無）
ﾃﾞﾗｯｸｽﾂｲﾝ（32.4 ㎡）
: 20,000 円（食事無）
＜ラグジュアリーフロア＞
シングル C（21.8 ㎡）
: 13,500 円（食事無）
ツイン B（26.9 ㎡）
: 19,000 円（食事無）
ﾃﾞﾗｯｸｽﾂｲﾝ（32.4 ㎡）
: 26,000 円（食事無）
全て 1 名で利用の場合
ツイン・ダブルルームを 2 名で利用する場合，5,000 円追加
サービス料・消費税込 全室ブロードバンド導入
休前日・特別日は 3,000 円追加 朝食付 1,500 円増
シングル（22 ㎡）
：7,500 円（食事無）
ツイン又はダブル（１名で利用）
：11,000 円（食事無）

直接（JAIST 関係者である旨を告げる）
但し，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約の方が安くなる場合もあり。
HP:http://www.kanazawa-h.tokyuhotels.co.jp/ja/index.htm
l

076-231-2411
（076-263-0154）

直接（JAIST 関係者である旨を告げる）
HP: http://www.hotelkanazawa.co.jp/

076-223-1111
（076-223-1110）

直接（JAIST 関係者である旨を告げる）
HP: http://www.grandhotel-hakusan.jp/

076-274-0001
（076-274-7412）

ホテル金沢
（金沢市堀川新町 1－1）
グランドホテル白山
（白山市西新町 152 番地７
号）

直接（JAIST 関係者である旨を告げる）
HP:http://www.kanazawakokusaihotel.co.jp/

電話番号
（ＦＡＸ番号）

サービス料込・消費税別
休前日 500 円追加（1 名で利用の場合）
、朝食は 1,200 円追加
除外日：GW5/3～5/5 夏季 8/9～8/16 年末年始 12/31～1/2

朝食付 1,000 円追加
本館シングルルーム
: 6,480 円
別館シングルルーム
: 5,180 円
ツインルーム（2 名で利用）: 11,880 円
トリプルルーム（3 名で利用）: 14,580 円
サービス料・消費税込
平日以外は上記料金の対象外
朝食付 1,100 円追加
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宿泊予約：
076-296-0123
ホテル代表：
076-296-0111
（076-298-1139）
優待者専用：
076-264-3850
代表：
076-264-3261
（076-224-3608）

