
旅の疲れを癒す宿泊施設のご案内
　 宿泊施設名　 部屋数 住所電話番号 MAP

アイホテル京急蒲田 100 03-5713-2277 大田区蒲田 3-15-12 D2
アパホテル＜京急蒲田駅前＞ 144 03-5480-5151 大田区蒲田 3-19-1 C2
アイホテル京急蒲田駅前 218 03-6715-7227 大田区蒲田 4-18-24 C3
東急ステイ蒲田 141 03-5714-1090 大田区蒲田 4-23-1 C3
チサンイン蒲田 70 03-6715-7311 大田区蒲田 4-23-13 C3
ビジネスホテルオークイン 3 84 03-3733-0093 大田区蒲田 5-6-14 C2
ビジネスイン和 57 03-5710-1111 大田区蒲田 5-9-13 C2
グランパークホテルパネックス東京 126 03-5703-1111 大田区蒲田 5-9-19 C2
東横イン 蒲田東口 90 03-3736-1045 大田区蒲田 5-18-4 C2
相鉄フレッサイン東京蒲田 221 03-5714-0303 大田区蒲田 5-19-12 C2
R&B ホテル蒲田東口 181 03-5480-1515 大田区蒲田 5-23-1 C2
京急EXイン蒲田 155 03-3736-3910 大田区蒲田 5-28-18 C2
アパホテル＜蒲田駅東＞ 220 03-3733-8833 大田区蒲田 5-31-5 C3
ホテルマイステイズ蒲田 116 03-6855-3939 大田区蒲田 5-46-5 B3
ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲田 158 03-3733-5511 大田区南蒲田 1-3-15 D3
リリーフプレミアム羽田 120 03-3733-0551 大田区南蒲田 1-25-13 D4
スーパーホテル東京・JR 蒲田西口 114 03-5713-9100 大田区西蒲田 5-19-17 B1
シティホテル弘城 69 03-3730-6181 大田区西蒲田 7-3-7 B2
ホテルアマネク蒲田駅前 179 03-6424-7892 大田区西蒲田 7-4-11 B2
SPA&HOTEL和（なごみ） 16 03-5710-2222 大田区西蒲田 7-4-12 B2
ホテルトムス 46 03-5703-0811 大田区西蒲田 7-21-5 A2
レッドルーフイン蒲田 / 羽田 東京 91 03-6428-7490 大田区西蒲田 7-24-7 B2
アーバイン東京・羽田蒲田 98 03-3732-5123 大田区西蒲田 7-25-10 B2
ホテルアジール東京蒲田 48 03-6822-4546 大田区西蒲田 7-30-5 B2
西鉄イン蒲田 130 03-3732-5454 大田区西蒲田 7-49-5 B2
東横イン 蒲田Ⅰ 52 03-3734-1045 大田区西蒲田 8-7-7 A3
東横イン 羽田空港１ 250 03-5737-1045 大田区羽田 1-2-1 地図外
東横イン 羽田空港２ 311 03-5735-1045 大田区羽田 1-1-7 地図外
京急EXイン羽田・穴守稲荷駅前 160 03-3744-3910  大田区羽田 4-14-4 地図外
ホテルマイステイズ羽田 174 03-6863-5539 大田区羽田 5-1-13 地図外
京急EXイン羽田 313 03-3742-3910 大田区羽田 5-5-14 地図外
エアポートイン 30 03-3741-7221 大田区羽田 5-22-5 地図外
ホテルJALシティ羽田 東京 308 03-5735-2525 大田区羽田旭町 4-11 地図外
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエストウイング 103 03-5735-2525 大田区羽田旭町 4-16 地図外
京急EXイン羽田イノベーションシティ 259 03-3451-3910 大田区羽田空港 1-1-4 地図外
羽田エクセルホテル東急 386 03-5756-6000 大田区羽田空港 3-4-2 地図外
ホテルバーグランティオス別邸 36 03-3768-7071 大田区大森北 1-1-7 地図外
アパホテル＜大森駅前＞ 347 03-5767-1311 大田区大森北 1-1-4 地図外
東横イン 大森 155 03-5767-1045 大田区大森北 1-23-8 地図外
T マークシティホテル東京大森 288 03-5764-1810 大田区大森本町 1-2-10 地図外
東京イン 153 03-3778-3511 大田区北馬込 2-31-6 地図外
変なホテル東京 羽田 200 050-5894-3783 大田区東糀谷 2-11-18 地図外
ザ・カナーンホテル 26 03-5711-2681 大田区東六郷 2-14-14 地図外
京急EXイン大森海岸駅前 105 03-5764-3910 品川区南大井 3-32-1 地図外
ホテルサンルートパティオ大森 86 03-3763-0211 品川区南大井 3-33-3 地図外
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蒲田には日本の魅力が
凝縮されています。

行きたい街に快適アクセス！空港近くの便利タウン。
安心して蒲田を楽しんでいただくために、
各店舗・施設では感染対策を徹底してお待ちしております。
羽田空港から電車でわずか10分足らず。蒲田は空港からいちばん近い街です。リーズナブルなレストランや
バー、様々な店舗が入った商店街が駅の近くにあり、アクセスの良さは抜群。飛行機の出発前、乗り継ぎの待
ち時間などを利用して、銭湯やレストラン、バーを訪ねてリフレッシュ。
短い時間でおおいにリラックスできる街。それが蒲田です。

江戸時代の主要街道として栄えた東海道に近く、何本もの鉄道が集結した蒲田。この立地を活かし先端技術
を備えた工場も集結し、蒲田の街は大きく発展しました。そんな蒲田の街の雰囲気は今も昔と何も変わらず
庶民的。ここに集う飲食店やショップがどれもリーズナブルなのは、旅行者にとっては嬉しい限りです。安く
て美味しいレストランや、気軽に利用できるバー、様々なショップがずらりと並んでいるこの街には、日本の魅
力が凝縮されています。銭湯に立ち寄って、ゆっくりとバスタイムを楽しんで体を癒してください。

羽田空港
標準8分

京急空港線利用

東京
約24分
京急本線・JR 利用

横浜
約10分

京急本線・快特利用

羽田空港

蒲田
品川

大森

横浜

東京

浅草

限られた時間で買い物を楽しむなら、蒲田の街
を歩くことをお薦めします。大型店舗から個性
的なショップまで、あらゆるお店が軒を連ねて
います。

蒲田には多くの宿泊施設が用意されています。
その多くがビジネスホテルで、清潔で機能的、
リーズナブルな価格設定で身軽な旅行に最適
です。

広い湯船にゆったり浸かることができ、時には
社交の場にもなる“銭湯”。ホテルのお風呂とは
一味違った銭湯体験で身も心もゆっくり休めて
みてはいかがでしょう。黒湯温泉の銭湯もあり
ます。

安くて美味しい食べ物、お酒が何でも揃ってい
るのは、庶民の街として発展を続けた蒲田なら
では。路地裏の小さなお店にも、素敵な発見
があります。蒲 田

羽田に着いたら
「まずは蒲田   」です。
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浅草
約32分

京急本線・地下鉄利用

品川
約8分

京急本線・快特利用



食事や買い物、
蒲田だったら
短い時間で楽しめます。

銭湯ホテル

ホテル 羽田空港大型店舗

蒲田での時間を楽しみたい！

出発前のわずかな時間も有効活用！

荷物を預けて
さぁ、蒲田散策に

出発！

短く濃密な時間を
楽しんで

ホテルへ到着一風呂浴びて癒される。
黒湯温泉もあります。

所要時間約30分
詳しくはp7～10へ

居酒屋 /立ち飲み ホテル

湯上がりに一杯！
居酒屋で楽しむ。

所要時間約30分
詳しくはp11 ～へ

所要時間約30分
詳しくはp14へ

餃子店など

HOTEL

HOTEL

ホテル

HOTEL HOTEL

HOTEL

商店街

ホテル

京急蒲田駅
所要時間約40分／詳しくはp17

様々なお店があります。
いろいろ見てまわるのも

楽しい！

羽田空港直通です。

荷物を受け取ります。荷物を預けてお買い物。

所要時間30分
詳しくはp17へ

【ドン・キホーテ】
24 時間営業で
掘り出し物も
 たくさん！

【ユザワヤ】
手芸用品はここで

揃う。

徒歩
約10分

徒歩
約10分

徒歩
約10分

徒歩約　15分

徒歩約　5分 徒歩約10分

京急空港線 約8分

徒歩約　10分

バスまたは
タクシー
約15分

モデルコース
蒲田

1～2時間

1～2時間

私達が
  案内します！

空港に近いから
楽ちん！

思い出と
おみやげを持って

空港へ！

どこに行くか
迷う！

いざ出発！ いい湯だな～
飲んだ後に

ラーメンや餃子も
いいです。 蒲田名物

羽根つき餃子は
いかが？

徒歩
約10分
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はねぴょんTwi�er

大田区公式PRキャラクター



東急ステイ蒲田

Trattoria M’s

YILDIZ Turkish
Restaurant&Bar

大田区観光情報センター

観光・産業情報コーナー

チサンイン蒲田

ビジネスイン和

ホテルトムス

ライフ西蒲田店

Hidamariカフェ

アイホテル京急蒲田駅前

アパホテル
＜蒲田駅東＞

東急ステイ蒲田

東横イン
蒲田東口

R&Bホテル
蒲田東口

ホテルマイステイズ蒲田

スーパーホテル東京・JR蒲田西口

アーバイン東京・羽田蒲田

ホテルアマネク
蒲田駅前

日
本
工
学
院
専
門
学
校

羽田バル

the transit tokyo
warung bali

the 肉丼の店
蒲田店

健康レストラン
かろり500

寿々㐂蒲焼店
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你好
你好 別館
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宿泊施設

飲食店

ネパール･インド
レストラン エベレスト

レッドルーフイン蒲田/羽田 東京

22

相鉄フレッサイン東京蒲田

アイホテル京急蒲田

リリーフプレミアム羽田

ホテルオリエンタル
エクスプレス東京蒲田

大田観光協会

ビジネスホテルオークイン3
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アパホテル
＜京急蒲田駅前＞

ホテルアジール
東京蒲田
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はじめての方も
ホスピタリティがあるので

心配ありません。

銭湯は日本が生んだ独自の文化です。その発
祥は古く、中世に遡ると言われ、江戸時代に
は、広い浴室に大きな浴槽を設ける今のスタ
イルが確立しました。以後、銭湯は庶民の社交
の場として発展していきます。体を洗うだけ
でなく、大きな浴槽で体を伸ばして心と体を
リフレッシュ。この機会にまず銭湯に入って
みてはいかがでしょう。黒湯温泉の銭湯もあ
ります。

空港から蒲田に着いたら
広くてリラックスできる
“銭湯” で旅の疲れを
吹き飛ばそう !



　たくさんの工場が集まった庶民派の街、蒲田にはたくさんの銭湯
があります。インテリアデザインに趣向を凝らし、中には黒湯温泉
のある銭湯もあり、楽しみ方も様々。ここではそんな蒲田の銭湯の
中から、個性派 8 軒を紹介しましょう。

空港から至近の蒲田には
こんなにたくさんの
銭湯があります。

この黒いお風呂は何？
蒲田周辺には、「黒湯」と呼ばれる天然温泉が楽し
める銭湯が数多くあります。この「黒湯」は、国
内でも珍しい黒褐色の温泉（冷鉱泉）で、太古の
昔に埋もれた草や木の葉の成分が、地下水に溶け込
んでできたも
のです。湯上
り後はお肌が
つるつる・す
べすべになる
のが特 徴で
す。

2016年4月に新装オープンしました。大浴槽と露天風の岩風
呂があり、湯上りには広いロビーで生ビールや店主手作りの
本格派ピザ（土日祝17時～）を楽しめます。

【営業時間】14:00～24:30・木曜定休（祭日は営業）【tel】03-3732-1245

2017年12月に「大正ロマン」をコンセプトにリニューアルしま
した。淡い緑褐色をしたお湯は、源泉100％。肌がすべすべに
なる「美肌の湯」として親しまれています。

※営業時間や定休日は変更になる場合があります。各施設･店舗へ事前にお問い合わせの上ご利用ください。



蒲田グルメで
エナジーチャージ

！

居酒屋の魅力は誰もが気軽に楽しめること。
堅苦しい流儀は不要です。美味しいお酒、料理、そして笑顔。
世界共通の楽しさが居酒屋で待っています。

レッツ居酒屋チャレンジ

居酒屋の多くは、最初に「お通し」と呼ばれる軽いつ
まみが出されます。これは注文した料理ができ上が
るまでの間にお酒を楽しむためのものです。お通し
の料金は、他の料理やお酒と一緒に支払いますが、
価格はとても安いのでご心配なく。「お通し」を出さ
ないお店、出すか出さないか尋ねてくるお店もあり
ますので、その時は店員さんに希望を伝えましょう。

メニューを見て、各自で好きなお酒、好きな食べ物を
注文するのが居酒屋でのスタイルです。最近はタッ
チスクリーンパネルを使用して注文できるお店が増
えています。タッチスクリーンパネルがないお店で
は、メニューに載っている写真を参考にすると良い
でしょう。

居酒屋はもっとも気楽に楽しむことができるレストラ
ンであり、パブです。堅苦しい礼儀はなしに、食事を
楽しみましょう。それでも最低限守らなければならな
いルールはあります。それはまわりの人に迷惑をかけ
ないこと。大声を出して騒いだりするのは厳禁です。
お店の外で購入した食材やお酒を店の中に持ち込む
ことも、ルール違反となります。

居酒屋の会計は、お店を出る際に支払います。ほとん
どのお店でクレジットカードが使用できますが、小さ
な店ではクレジットカードが使えないこともあります
ので、事前に確認するか、現金を用意しておくと良いで
しょう。あなたの席に置かれた伝票を持ってレジに行
き、店員さんに伝票を渡します。店員さんが伝票を
チェックして、支払金額を教えてくれます。

居酒屋には、ビール、日本酒、ウィスキーなどのア
ルコール、肉や魚、野菜などの料理が、どれも数百
円からというリーズナブルな値段で揃っていま
す。お店によっては看板料理があり、お薦めの一
品を店員さんが教えてくれます。居酒屋のいちば
んの魅力は、リラックスできるフレンドリーな雰
囲気が備わっていること。「居酒屋」の名の由来
になっている「居心地」を存分に楽しんでください。

居酒屋のメニューの魅力は、お酒も料理もバ
ラエティー豊かなところです。そして料金もと
てもリーズナブル。だからこそ誰でも楽しめま
す。もちろんソフトドリンクも用意されていま
す。ひとつひとつの料理は小さなお皿に乗っ
て、量は少なめに出てきます。たくさんの種類
の料理を頼んで、にぎやかに楽しみましょう。

02
お通し

05

会計

03

注文

04
マナー
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日本人は
このときのために

働いて
いるんだって。

01

メニュー

各店舗では、
東京都の感染
拡大防止ガイ
ドラインに基づ
き対策を徹底
しております。

安全
ぴょん！



「バーボンロード」（マップB2）。東急蒲田駅に面した裏路地
の飲食街は、そんな呼び名で親しまれています。ワイルドで、
けれどもどこか庶民的なバーボンのテイストが、この通りの雰
囲気とマッチしたので、その名がついたのかもしれません。こ
の通りに集うお店はどれも個性的。そしてバーボンを思わせる、
飾ることのない姿で、旅人を
迎え入れてくれます。１杯のア
ルコールを楽しみながら蒲田
のディープな魅力を知りたい
なら、まず「バーボンロード」を
歩いてみることをお薦めします。

餃子はもともと中国から伝えられた料理ですが、日本人の味覚に合わせて独自の発展を遂げまし
た。「羽根つき餃子」は餃子の皮のまわりに、パリパリの薄い皮がつくよう工夫された蒲田の名物
料理です。軽やかで香ばしい皮と、熱々でジューシーな具の組み合わせは絶妙。ビールと組み合
わせれば、いくらでも食が進むこと請け合いです。

羽根つき餃子。それは蒲田が生んだ
日本流中華料理の傑作です。

冷やした豆腐に薬味と醤
油を添えて。喉越しの爽
やかさは絶品です。

冷奴
鶏肉の様々な部位を焼き
上げます。タレと塩の2種
類の味付けで。

焼き鳥
新鮮な生の魚に、醤油や
ワサビを付けて季節の味
を楽しみましょう。

刺身

新鮮な生野菜をどうぞ。
手軽に食べることができ
るのがうれしいポイント。

サラダ焼き魚・煮付け
居酒屋で食べるのは家と
は別腹。いくらでも食が
進み、食べ応えも充分。

鶏のから揚げ
言わずと知れた、つまみ
の王様。ビールとの相性
は抜群です。

枝豆
食卓に欠かせない魚料理
です。魚本来の美味しさ
が楽しめます。

蒲田流

酒の肴を味わいませんか？

古き良き時代の面影を残す飲食街

居酒屋
メニュー

裏路地のたのしみ

裏路地のたのしみ。１本の路地で
旅の夜の大きなたのしみが待っています。

中国料理  歓迎1
大田区蒲田5-13-26 【MAP】B3

【営業時間】11:30～13:30（L.O.）/
17:00～22:30（L.O.）　年末年始休業

【tel】03-3730-7811

中国家庭料理 你好
4

大田区蒲田4-24-14
【MAP】C3
【営業時間】
11:30～22:00
不定休

【tel】03-3735-6799

香港料理 リップスティック
5

大田区西蒲田7-43-6
カレントビル1階2階

【MAP】B2
【営業時間】

月～土 11:30～14:30（L.O.）/17:00～22:30（L.O.）
日祝 11:30～22：00（L.O.） 年末年始休業

【tel】03-3730-9991

中国大連料理  金春本館2
大田区蒲田4-5-6  
プロスペリアルビル1階2階 【MAP】C2

【営業時間】11:30 ～22:30（L.O.）・年中無休
【tel】03-3737-5841

 你好別館（Nihao Annex）3
大田区蒲田4-25-7 ハネサムビル21 B1F

【MAP】C3
【営業時間】11:30 ～ 14:00/17:00 ～ 24:00
年末年始休業 【tel】03-3734-2180

和風ラーメン 和鉄6
大田区蒲田5-19-1
第25東京ビル1階

【MAP】C2
【営業時間】11:00 ～25:30
年中無休

【tel】03-5703-5021

麺場voyage7

大田区蒲田4-37-7
【MAP】C3
【営業時間】11:30 ～23:00 
 年中無休

【tel】03-6424-5596

日本で食べる本格中華

日本で独自の進化を遂げたラーメンを味わう

ホアンヨン ニイハオコンパル

ニイハオ

（メンバ ヴォヤージュ）

13 14※営業時間や定休日は変更になる場合があります。各施設･店舗へ事前にお問い合わせの上ご利用ください。



肉料理

the 肉丼の店 蒲田店
大田区西蒲田7-5-5 第6菊地ビル1F 【MAP】B2

【営業時間】11:00～15:30（L.O.）/
 17:00～22:30（L.O.）・年中無休

【tel】03-6424-7077

12

創作料理

健康レストラン かろり500
大田区蒲田4-29-1 楓葵ビル3F 【MAP】C3

【営業時間】11:30～13:30（L.O.）/
17:00～19:00（L.O.）・日曜定休

【tel】03-5713-0550

13

バル

羽田バル
大田区西蒲田7-41-8 2F【MAP】A2

【営業時間】日～木11:30～22:30（L.O.）/
金･土11:30～23:30（L.O.）・不定休

【tel】03-6424-7716

15

ど
の
お
店
も

お
い
し
い
ぴ
ょ
ん
♪

1

日曜、祝日定休
18:00～22:00（L.O.）

1

【営業時間】17:00～24:30（L.O.）・年中無休

2

【営業時間】11:30～20:30（L.O.）
火曜定休

【tel】03-3731-5239

寿々㐂蒲焼店4

【MAP】A2【営業時間】17:00～22:10（L.O.）

5

【営業時間】11:30～21:30（L.O.）・火曜定休

6

7
大田区西蒲田7-3-7 【MAP】B2

【営業時間】11:00～26:00/
日・祝11:00～23:00

【tel】03-3735-6007

9 the transit tokyo warung bali
大田区西蒲田7-64-5 長井ビル1F【MAP】B2

【営業時間】14:00 ～ 24:00（フードL.O.23:00、
ドリンクL.O.23:30）・日曜定休、ほか不定休あり

【tel】03-6715-9789

インドネシア料理

19

ネパール･インドレストラン エベレスト
大田区蒲田5-18-3 太陽ビル1F【MAP】C2

【営業時間】11:00～ 15:00/
17:00～ 22:00（L.O.）・年中無休

【tel】03-5703-1168

ネパール･インド料理

18

Hidamari カフェ
大田区蒲田4-31-1 【MAP】C3

【営業時間】11:30～14:00/17:00～20:30（L.O.）
食材なくなり次第終了・月曜、日曜、祝日定休

【tel】03-6715-7711

   自然食カフェ

14

Trattoria

料理

大田区蒲田5-28-18 京急ＥＸインB1F
【MAP】C2【営業時間】月～金11:30～13:30（L.O.）/
17:00～23:00（L.O.）/土・日・祝11:30～15:00（L.O.）/
17:00～22:15（L.O.）・日曜定休【tel】03-3735-8405

16

10 11

8

※営業時間や定休日は変更になる場合があります。各施設･店舗へ事前にお問い合わせの上ご利用ください。

YILDIZ Turkish Restaurant＆Bar
大田区蒲田5-18-3 太陽ビル2F【MAP】C2

【営業時間】11:00～14:30（L.O.）/
17:00～22:30（L.O.）・火曜定休

【tel】03-6424-9797

トルコ

17
（ユルディズトルコレストラン）

料理

（ザ･トランジット トーキョー ワルンバリ）

3

15

【営業時間】17:00～23:00（L.O.）/
土･日･祝15:00～23:00（L.O.）



買い物を楽しむなら、ぜひ一度、商店街に足を運んで
ください。通りに沿って生鮮食料品や雑貨を扱う店、
衣料品店、家具店、レストラン、ドラッグストアなどが
並ぶ姿は壮観。気取らない生活スタイルの中での人と
の触れあいを楽しみながら買い物を楽しめるのが商
店街です。

日本の台所を支える巨大市場

大田区観光情報センター

手芸用品、ホビー用品などを扱う「ユザワヤ」、化粧品、家電品などを扱う24時間営業の「ドン・キホーテ」な
どの大型店は、品揃えの多さ、価格の安さが魅力です。時間がない時に、１つの店で様々なジャンルの商品を
購入できることも魅力的。ただし、あまり目移りばかりしていると、すぐに時間が経ってしまいますから要注意。

大田区に来たら是非立
ち寄ってほしいのが観光
情報センター。地元で愛
されているスイーツやごは
んのお供、町工場で制作
した工芸品など多数取り
揃えています。色々あるか
ら迷ってしまうかも？ご家
族やお友達へのお土産
としてもおすすめです。
（アクセス・営業時間は
裏表紙をご覧ください。）

デザイン、材質、サイズで細かく選べるボタンのコーナーや日本の色鮮や
かなファブリックは、エキゾチックな魅力。

大田区西蒲田8-23-5

大田区西蒲田7-3-3
ファッション雑貨からブランド品ま
でにぎやかに品揃え。日本の家
電品もズラリ。しかも、店内すべて
ディスカウント価格。

青果・水産・花きを取り扱う総合市場。特に青果と
花きの取扱い規模は日本一です。38 万㎡という圧倒
的な広さを誇ります。2 階には見学コースや展示室
（5時～ 15 時）が設けられています。

日本の神社・仏閣には、小さな所であっても必ず木
が植えられており、自然が活かされています。これは、
自然への畏敬が大きな役割を占めているからです。
長い時間の中で祈りと自然はこの聖なる場所で一
体となり、訪れる人に静かな安らぎを与えます。古都
奈良の大仏造営にも力を尽くした高僧行基が 702
年に建立したとされる薭田神社、境内に円墳があっ
たと伝えられ、古代からの聖地だった蒲田八幡神社
など、蒲田やその周辺には古い神社•仏閣が少なくあ
りません。賑やかな繁華街のすぐ近くにあっても敷地
内に足を踏み入れれば、神秘的な静けさに体が包ま
れます。静かな憩いのひとときを味わいにちょっと出
かけてみませんか？

お土産を買うならここ

工芸品

食品



旅の疲れを癒す宿泊施設のご案内
　 宿泊施設名　 部屋数 住所電話番号 MAP

アイホテル京急蒲田 100 03-5713-2277 大田区蒲田 3-15-12 D2
アパホテル＜京急蒲田駅前＞ 144 03-5480-5151 大田区蒲田 3-19-1 C2
アイホテル京急蒲田駅前 218 03-6715-7227 大田区蒲田 4-18-24 C3
東急ステイ蒲田 141 03-5714-1090 大田区蒲田 4-23-1 C3
チサンイン蒲田 70 03-6715-7311 大田区蒲田 4-23-13 C3
ビジネスホテルオークイン 3 84 03-3733-0093 大田区蒲田 5-6-14 C2
ビジネスイン和 57 03-5710-1111 大田区蒲田 5-9-13 C2
グランパークホテルパネックス東京 126 03-5703-1111 大田区蒲田 5-9-19 C2
東横イン 蒲田東口 90 03-3736-1045 大田区蒲田 5-18-4 C2
相鉄フレッサイン東京蒲田 221 03-5714-0303 大田区蒲田 5-19-12 C2
R&B ホテル蒲田東口 181 03-5480-1515 大田区蒲田 5-23-1 C2
京急EXイン蒲田 155 03-3736-3910 大田区蒲田 5-28-18 C2
アパホテル＜蒲田駅東＞ 220 03-3733-8833 大田区蒲田 5-31-5 C3
ホテルマイステイズ蒲田 116 03-6855-3939 大田区蒲田 5-46-5 B3
ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲田 158 03-3733-5511 大田区南蒲田 1-3-15 D3
リリーフプレミアム羽田 120 03-3733-0551 大田区南蒲田 1-25-13 D4
スーパーホテル東京・JR 蒲田西口 114 03-5713-9100 大田区西蒲田 5-19-17 B1
シティホテル弘城 69 03-3730-6181 大田区西蒲田 7-3-7 B2
ホテルアマネク蒲田駅前 179 03-6424-7892 大田区西蒲田 7-4-11 B2
SPA&HOTEL和（なごみ） 16 03-5710-2222 大田区西蒲田 7-4-12 B2
ホテルトムス 46 03-5703-0811 大田区西蒲田 7-21-5 A2
レッドルーフイン蒲田 / 羽田 東京 91 03-6428-7490 大田区西蒲田 7-24-7 B2
アーバイン東京・羽田蒲田 98 03-3732-5123 大田区西蒲田 7-25-10 B2
ホテルアジール東京蒲田 48 03-6822-4546 大田区西蒲田 7-30-5 B2
西鉄イン蒲田 130 03-3732-5454 大田区西蒲田 7-49-5 B2
東横イン 蒲田Ⅰ 52 03-3734-1045 大田区西蒲田 8-7-7 A3
東横イン 羽田空港１ 250 03-5737-1045 大田区羽田 1-2-1 地図外
東横イン 羽田空港２ 311 03-5735-1045 大田区羽田 1-1-7 地図外
京急EXイン羽田・穴守稲荷駅前 160 03-3744-3910  大田区羽田 4-14-4 地図外
ホテルマイステイズ羽田 174 03-6863-5539 大田区羽田 5-1-13 地図外
京急EXイン羽田 313 03-3742-3910 大田区羽田 5-5-14 地図外
エアポートイン 30 03-3741-7221 大田区羽田 5-22-5 地図外
ホテルJALシティ羽田 東京 308 03-5735-2525 大田区羽田旭町 4-11 地図外
ホテルJALシティ羽田 東京 ウエストウイング 103 03-5735-2525 大田区羽田旭町 4-16 地図外
京急EXイン羽田イノベーションシティ 259 03-3451-3910 大田区羽田空港 1-1-4 地図外
羽田エクセルホテル東急 386 03-5756-6000 大田区羽田空港 3-4-2 地図外
ホテルバーグランティオス別邸 36 03-3768-7071 大田区大森北 1-1-7 地図外
アパホテル＜大森駅前＞ 347 03-5767-1311 大田区大森北 1-1-4 地図外
東横イン 大森 155 03-5767-1045 大田区大森北 1-23-8 地図外
T マークシティホテル東京大森 288 03-5764-1810 大田区大森本町 1-2-10 地図外
東京イン 153 03-3778-3511 大田区北馬込 2-31-6 地図外
変なホテル東京 羽田 200 050-5894-3783 大田区東糀谷 2-11-18 地図外
ザ・カナーンホテル 26 03-5711-2681 大田区東六郷 2-14-14 地図外
京急EXイン大森海岸駅前 105 03-5764-3910 品川区南大井 3-32-1 地図外
ホテルサンルートパティオ大森 86 03-3763-0211 品川区南大井 3-33-3 地図外
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大田区観光のお問合せは

大田区観光情報センター
多言語対応の観光案内・パンフレット配布・
日本文化の体験・大田の名産品等の販売
大田区蒲田4-50-11 ウィングキッチン京急蒲田Ｍ2階
京急蒲田駅改札口出てすぐ
TEL:03-6424-7288　9:00～21:00 / 年中無休
URL:https://tokyoactivity.com/ja

大田区公式観光サイト

もっと知りたい！

最新ニュース

宿泊施設

イベント

おすすめルート

食事処

緊急時の情報

https://ota-tokyo.com/ja


