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＜ユジノサハリンスク＞

住所 ホテル周辺

ユジノサハリンスク4★ホテル YUZHNO-SAKHALINSK 4STAR HOTELS
メガパレス　★★★★
MEGA PALACE

4, Detskaya Str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693000 ガガーリン記念文化公園、サハリン通り、サハリン州立郷土博
物館

15:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

写真：メガパレスホテル公式HP(http://www.megapalacehotel.ru/)より

2006年開業全148室。ガガーリン記念文化公園に面している。日本食レストラン『バンブー』がある。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター、会議場、フィットネスセンター、サウナ、インターネット(Wi-Fi/1階)
エアコン、テレビ、電話、インターネット接続、ミニバー、セーフティーボックス

スタンダード、スーペリア、デラックス、スイート

ユジノサハリンスク空港から11km、ユジノサハリンスク鉄道駅から2.2km
no data

住所 ホテル周辺

d

パシフィックプラザ　★★★★
PACIFIC PLAZA

172, Mira Avenue, Yuzhno-Sakhalinsk, 693000. ショッピングセンター、サハリン州立郷土博物館、ガガーリン
記念文化公園

2006年開業8階建て全149室の新しいホテル。近くにはショッピングセンターもあり、立地が良い。

チ クイン チ クアウト  d tno data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

サンタ・リゾート　★★★★
SANTA　RESORT

レストラン、バー、ビジネスセンター、インターネット接続(ワイヤレス)、ギフトショップ

エアコン、テレビ、電話、ミニバー、インターネット接続、ドライヤー、セーフティーボックス、スリッパ

スタンダード、エグゼクティブ

ユジノサハリンスク空港から8.5km、ユジノサハリンスク鉄道駅から2km
no data

チェックイン チェックアウト no data

住所 ホテル周辺

14:00
館内設備

室内設備 エアコン、電話、テレビ、冷蔵庫、スリッパ、ドライヤー、セーフティーボックス、インターネット接続

3, Venskaya Str., Yuzhno-Sakhalinsk ガガーリン記念文化公園

1993年開業、2009年改装4階建て全89室。市の中心部までは約3kmと少し離れている。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、インターネット接続(Wi-Fi)、ビジネスセンター、ギフトショップ、会議場、スパ、ジム

ルームタイプ

アクセス

カード VISA, MasterCasrd,  American Express, Dinner Club, JCB

スタンダード、スタジオ、ダブルスイート、コネクティングルーム

ユジノサハリンスク空港から12km、ユジノサハリンスク鉄道駅から3.5km
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＜ユジノサハリンスク＞

住所 ホテル周辺

ユジノサハリンスク3★ホテル YUZHNO-SAKHALINSK 3STAR HOTELS
ベールカ　★★★
BELKA

29b Khabarovskaya Str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693010 チェーホフ記念ドラマ劇場、サハリン州立郷土博物館、ガガー
リン記念文化公園

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

2008年開業4階建て全45室。木のぬくもりが感じられるホテル。1階にはロシア料理のレストラン『カリンカ』がある。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、サウナ、スパ

エアコン、ミニバー、電話、、セーフティーボックス、インターネット接続

スタンダード、スイート、デラックス

ユジノサハリンスク空港から10km、ユジノサハリンスク鉄道駅から1km
VISA, MasterCard, Maestro, American Express, JCB

★★★

住所 ホテル周辺

12:00チェックイン チェックアウト 12:00

2000年開業全28室。ユジノサハリンスク鉄道駅のすぐそばに建っている。

ユーラシア　★★★
EURASIA

54, Vokzalnaya Str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693000 ユジノサハリンスク鉄道駅、レーニン像、鉄道歴史博物館

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード no data
ユジノサハリンスク空港から10km、ユジノサハリンスク鉄道駅から0.1km

チェックイン チェックアウト 12:00
エレベーター、レストラン、ビジネスセンター、会議場、セーフティボックス(レセプション)

テレビ、電話、冷蔵庫

スタンダード、スイート

no data

ガガーリン　★★★
GAGARIN

住所 ホテル周辺

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ スタンダード スイート

133 Komsomolskaya Str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693010 ガガーリン記念文化公園、サハリン州立郷土博物館

2000年開業、2009年改装9階建て全64室。ガガーリン記念文化公園の端に位置している。ホテル内には日本料理のレストラン
『ワサビ』がある。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、会議場、サウナ、インターネット接続、ファックス、ランドリーサービス

電話、テレビ、ミニバー、ドライヤー、スリッパ

ルームタイプ

アクセス

カード

住所 ホテル周辺

サハリン・サッポロ　★★★
SAKHALIN SAPPORO

181 Lenin Str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693000 レーニン像、ユジノサハリンスク駅、鉄道歴史博物館

スタンダード、スイート

ユジノサハリンスク空港から11km、ユジノサハリンスク鉄道駅から2km
VISA, EuroCard, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

ユジノサハリンスク空港から9.5km、ユジノサハリンスク鉄道駅から0.5km
VISA, EuroCard, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB

1970年開業、2002年改装5階建て全80室。ユジノサハリンスク鉄道駅から近い。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター、セーフティーボックス(レセプション)

エアコン、テレビ、電話、インターネット接続(Wi-Fi)、ドライヤー、ミニバー

スタンダード、スタジオ、スイート
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＜ユジノサハリンスク＞

住所 ホテル周辺

ユジノサハリンスク2★ホテル YUZHNO-SAKHALINSK 2STAR HOTELS
ラーダ　★★
LADA

154, Komsomolskaya Str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693010 ガガーリン記念文化公園、ガガーリンホテル、サハリン州立郷
土博物館

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

ユジノサハリンスク空港から11km、ユジノサハリンスク鉄道駅から2km
no data

7階建て全67室。ガガーリン記念文化公園のすぐそばに立地。

パ ★★

no data
チェックイン チェックアウト 12:00

エレベーター、レストラン、バー、ビジネスセンター、会議場、インターネット接続

テレビ、ミニバー、電話、インターネット接続

シングル、ツイン

住所 ホテル周辺

no dataチェックイン チェックアウト 12:00

2007年開業、8階建て全58室。宿泊部分は4階から8階。1階はバー、サロン、サウナ、2階はプールと映画館、3階はビジネスセ
ンターとジムがある。中心部からは少し離れている。

パノラマ　★★
PANORAMA

231, Mira Str., Yuzhno-Sakhalinsk, 693000 勝利大通り、食料品店、パシフィックプラザホテル

no data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

写真：パノラマホテル公式HPhttp://panorama-hotel.ru/より

VisaElectron, EuroCard, MasterCard, Maestro

チェックイン チェックアウト 12:00
カフェ、バー、ビジネスセンター、インターネット接続、会議場

テレビ、電話、冷蔵庫、インターネット接続、ドライヤー

スタンダード、スイート

ユジノサハリンスク空港から7km、ユジノサハリンスク鉄道駅から3.4km

ネ ★

ユジノサハリンスク1★ホテル YUZHNO-SAKHALINSK 1STAR HOTEL

住所 ホテル周辺

10:00

モネロン　★
MONERON

86, Kommunistichesky Avenue, Yzhno-Sakhalinsk,
693000

ユジノサハリンスク鉄道駅、鉄道歴史博物館、ユーラシアホテ
ル

3階建て全56室。ユジノサハリンスク駅のすぐそばにあるホテル。トイレ(2・3階)・シャワー(1階)は共同。エレベーターなし。

チェックイン チェックアウト 10:0010:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

コルサコフ　4★ホテル KORSAKOV 4STAR HOTEL
アルファ ★★★★

no data
チェックイン チェックアウト 10:00

レストラン、美容院、セーフティーボックス(レセプション)

テレビ、アメニティーグッズ(スイートのみ)、電話(スイートのみ)

スタンダード、スイート

ユジノサハリンスク空港から10km、ユジノサハリンスク鉄道駅から0.2km
no data

住所 ホテル周辺

12:00

アルファ　★★★★
ALFA

31, Krasnoflotskaya Str., Korsakov, 694020 歴史・郷土博物館

4階建て全23室。コルサコフで唯一のホテル。エレベーター、エアコンなし。

チェックイン チェックアウト 12:0012:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

サウナ、マッサージ、両替所

電話、テレビ、冷蔵庫、アメニティーグッズ

シングル、ツイン、スイート、アパートメント

コルサコフ駅から3km
利用不可

no data
チェックイン チェックアウト 12:00

 2011/10/28作成※内容は予告なく変更されることがあります。 4



＜ユジノサハリンスク＞

住所 ホテル周辺4, Pobedy Str., Kholmsk, 694620 ホルムスク入替駅(南駅)、ホルムスク市立博物館

ホルムスク　2★ホテル KHOLMSK 2STAR HOTELS
チャイカ　★★
CHAIKA

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

チェックイン チェックアウト

4階建て全35室。エレベーターなし。客船ターミナルやホルムスク入替駅(南駅)に近い。

no data

ホ ム ク ★★

12:00
ランドリーサービス

電話、テレビ、冷蔵庫

1stカテゴリー、2ndカテゴリー、アパートメント

ホルムスク北駅から2.5km
利用不可

住所 ホテル周辺

12:00

3階建て全56室。エレベーターなし。旅客ターミナルから近い。

チェックイン チェックアウト 12:00

60, Sovetskaya Str., 694620 客船ターミナル

ホルムスク　★★
KHOLMSK

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

no data
チェックイン チェックアウト 12:00

no data

ノグリキ ★★

電話、テレビ、冷蔵庫、ドライヤー、アメニティーグッズ、インターネット接続

スタンダード、スイート

ホルムスク北駅から2.3km

ノグリキ　2★ホテル NOGLIKI 2STAR HOTEL

レストラン、バー、ランドリーサービス、セーフティーボックス(レセプション)、美容院

住所 ホテル周辺

12:00

ノグリキ　★★
NOGLIKI

6, Sovetskaya Str., Nogliki 勝利公園

3階建て全34室。エレベーターなし。勝利公園のすぐそば。ノグリキ市立郷土博物館までは約1.5km。

チェックイン チェックアウト 12:0012:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

no data
チェックイン チェックアウト 12:00

カフェ、ランドリーサービス

電話、テレビ、アメニティーグッズ

スタンダード、改装済み

ノグリキ駅から2km
no data
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