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ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

神戸での新生活を応援する、学生限定の長期滞在プランを販売開始 

 

  
 

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸（神戸市中央区、総支配人：マーリック・ヴァン・ダイバンボーデ)は、

今春神戸で新生活をスタートする学生や、神戸でのインターンシップや就職活動を予定している学生

向けの長期滞在プランを販売開始いたしました。（宿泊期間 2021 年 3 月 1 日～2022 年 3 月 31 日） 

 

新型コロナウイルス感染症により収入に影響を受けた学生や、オンライン授業受講の増加で、長期

的な賃貸契約の必要がない学生等を支援したいとの思いから造成した本プラン。敷金・礼金、仲介手

数料なしで、 1 か月（30 泊）54,000 円よりご宿泊いただけるほか、電気・ガス・水道料金などの光熱

費が不要のため生活にかかる出費を予め把握できるなど、経済的にご利用いただけます。 

 

3 タイプよりお選びいただける客室には、ベッド、デスク、テレビ、冷蔵・冷凍庫など、生活に必要な家

具・家電が予め備え付けられているほか、電子レンジや加湿空気清浄機、アイロン、コーヒーメーカ

ーなど、無料の貸出備品もご用意。また、無料で利用可能な Wi-Fi をはじめ、週 1 回の室内の清掃や

タオル・シーツの交換、宅配便の受け取りなど、忙しい学生のみなさまの生活をホテルスタッフが 24

時間 365 日サポートいたします。 

 

宿泊やレストランの優待のほか、ビジネスマナーを身につける機会や社会人との交流イベントなど、

学生生活をより充実させるサービスもそろっています。 

 

不安なことも多いこの時期の新生活。安心・安全を叶える神戸のランドマークホテルが、学生のみ

なさまの希望に満ちた生活を応援いたします。 

 



 

「学生向け長期滞在プラン」概要 

【宿泊期間】 2021 年 3 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

【料金】 1 ヶ月（30 泊）  

※上記は、1 ヶ月分の室料・共益費（￥4,000）・サービス料・税金を含むおひとり様料金です。 

※各タイプご用意できる客室数には、数に限りがあります。 

※ご利用は、1 ヶ月より承ります。2 ヶ月目以降は、1 ヶ月（30 泊）に満たない時点でチェックアウトされた場

合、料金を日割り計算いたします。 

※チェックイン時に、保証金として、1 ヶ月分のご宿泊代金を頂戴いたします。 

（保証金は、チェックアウト時に返金させていただきますが、お部屋の状態によっては、原状復帰のため、

保証金を充当させていただく場合がございます。） 

※当プランご利用の際、事前に当ホテルの定める約款に合意の上、別途、覚書（合意書）を締結させてい

ただきます。 

※キャンセル料金は、ご宿泊日の 7 日前より 100％申し受けます。 

【客室備品】 
ベッド／デスク／テレビ／冷蔵庫・冷凍庫／湯沸かしポット／ドライヤー／金庫／Wi-Fi 

【無料貸出備品】 
電気スタンド／加湿空気清浄機／電子レンジ／コーヒーメーカー／アイロン 

【有料サービス】 
ランドリーサービス (通常料金より 20%OFF) 
※コインランドリーは、ホテル内に、2021 年 4 月設置予定。 

【プランご利用時の 10 のメリット】 
1. 敷金・礼金、仲介手数料なし 

2. 家具や家電、寝具などの生活必需品の準備不要 

3. 電気代・ガス代・水道代などの光熱費不要 

4. 客室の Wi-Fi を無料でご利用可能 

5. 週１回のお部屋の清掃サービス 

6. 宅配便の受け取りなど、ホテルスタッフによる 24 時間 365 日サポート 

7. 駅直結の好立地、三宮へは地下鉄で２分と便利 

8. ホテルの宿泊やレストランの優待サービス 

9．建物内にコンビニやスーパーマーケット、病院を完備 

10. 社会人との交流イベントをホテル内で定期的に開催 
ご予約･お問い合わせ ANA クラウンプラザホテル神戸 Tel： 078-291-1121(代) 
ホテルウェブサイトはこちら 
 
本件に関するお問い合わせ先： 
ANA クラウンプラザホテル神戸 
広報  阪本 / 栄喜 
Tel:  078 291 1155 Fax: 078 291 1153 
pr@anacrowneplaza-kobe.jp 

 

https://www.anacrowneplaza-kobe.jp/topics/longstay-plan/
mailto:pr@anacrowneplaza-kobe.jp


 

ANA クラウンプラザホテル神戸について 

ANA クラウンプラザホテル神戸は、新幹線の新神戸駅に隣接する 37 階の高層ホテルで、神戸のランドマークホテルと

して知られています。便利なロケーションのみならず、立食パーティーで最大 2,500 名を収容する宴会場など、宴会や

ウェディング等の施設も充実しています。 

また、宿泊においては、神戸市内でも最大規模の 592 室の客室を誇ります。さらに 4 フロア 76 室、ホテル最上階に位

置する専用ラウンジからなるクラブフロアでは、ワンランク上のサービスを提供。神戸市で最高層のホテルとして、神戸

の美しい夜景を堪能するスポットとしても知られています。 

2010 年 1 月 20 日、グローバルな高級ホテルブランドのクラウンプラザと ANA ホテルの共同ブランドホテルとして展開

する ANA クラウンプラザホテルのブランドに生まれ変わりました。 

URL：www.anacrowneplaza-kobe.jp 

 

 

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて：  

クラウンプラザホテルズ&リゾーツは、世界で最も拡大を続けているブランドの一つです。クラウンプラザ®では、ビジネ

スでの利用がより快適になるよう、コネクティビティやコワーキングスペース、イノベーションルームなど、ご出張やビジ

ネスでのご利用時に効率性やプロダクティビティをサポートします。また、設備の整った客室に、クラウンプラザの特徴

であるスリープアドバンテージ®プログラムを採用し、24 時間フィットネス、ヘルシーフードオプションなどをご用意し、快

適な宿泊体験をお届けしています。日本では、ANA クラウンプラザブランドとして、現在日本全国 19 都市（釧路、千歳、

札幌、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、宇部、福岡、長崎、熊本）で、

5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大していきます。  

www.crowneplaza.com,  

www.anacrowneplaza.com   

 

 

IHG® / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて  

IHG(インターコンチネンタルホテルズグループ) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、下記の幅広いホテルブランドのポート
フォリオを有する、インターナショナル企業です。 
シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾ
ーツ, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ, EVEN ホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウン
プラザ ホテルズ&リゾーツ, voco™, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ク
ラブバケーションズ, avid ホテルズ, ステイブリッジ スイーツ, Atwell スイーツ, キャンドルウッド スイーツ  
 
世界約 100 ヶ国に約 6,000 ホテル、890,000 室を展開するグローバルホテルオペレーターです。さらに、世界、約 1,900
軒のホテルが開発中となっています。また、IHG のロイヤリティプログラム、IHG リワーズは、世界最大級のロイヤリティ
プログラムで、現在、世界 1 億人を超える会員の皆様に様々な特典をお楽しみいただいております。 
  
InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社であり、英国に設立、英国およびウェールズに登録されて
います。現在世界中の IHG ホテル及びコーポレートオフィスには、400,000 人を超える IHG チームメンバーがおり、日々
世界中から集まるお客様をお迎えしています。  
  
日本国内では、2006 年 12 月に、IHG と ANA の業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグルー
プジャパンを設立。2020 年 12 月現在、5 ブランド（インターコンチネンタル、キンプトン、ANA クラウンプラザ、ホリデイ・
イン及びホリデイ・インリゾート、ホテルインディゴ）、37 ホテル、約 10,000 室を展開しています。 
今後もホテルインディゴ犬山有楽苑、ホテルインディゴ軽井沢、インターコンチネンタル沖縄美ら SUN リゾートの開業を
予定しており、日本においても IHG ホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいりま
す。 

 

  

IHG グローバルサイト: www.ihg.com   

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp  

IHG グループサイト: www.ihgplc.com   

http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/
http://www.crowneplaza.com/
http://www.anacrowneplaza.com/
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/rewardsclub/content/jp/ja/home
http://www.ihg.com/
http://www.anaihghotels.co.jp/
http://www.ihgplc.com/

