the b́ suidobashi

ザ・ビー 水道橋

■ Location 所在地

■ Hotel Description ホテル概要

1-25-27 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan

the b suidobashi is a 7-minute walk from JR Suidobashi station and a 3-minute
walk from Tokyo Dome City. There are also ﬁve train
lines/stations within 10-minutes walking distance from the hotel that guests can
use to conveniently explore the city. This is the ﬁrst "the b" hotel with all
non-smoking rooms, and staying guests can enjoy our public bath and sauna
located within the hotel. the b suidobashi oﬀers a balanced stay with a good
breakfast, a comfortable bed and an ideal location for your business needs.

〒113-0033 東京都文京区本郷1-25-27
Tel: 03-5840-8077 Fax: 03-5840-8084
E-mail: suidobashi@theb-hotels.com

https://www.ishinhotels.com/theb/suidobashi/
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ホテル ザ・ビー 水道橋は、
「JR 水道橋駅」から徒歩7分、東京ドームシティへも徒歩
3分です。徒歩10分圏内に利用できる最寄り駅が合計5路線5駅あり、秋葉原、東京、
池袋など東京の主要駅へのアクセスも便利でビジネスからレジャーにも最適なホテル
です。ホテル ザ・ビーで初めての全室禁煙で、また温もりのある木造りの大浴場やサ
ウナはご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。女性お1人様でも安心してご宿
泊できるデザイナーズホテルです。

■ Directions 交通
From Tokyo Metro Marunouchi/Namboku Line Korakuen Sta. Exit 3: 7-mintue walk
Take Exit 3, go straight across the street and continue walking along the main
road. After crossing at the traﬃc signal (Ikizakashita), continue straight for about 2
more minutes until you see large mosaic on Toyo Gakuen University.
Take a sharp left towards a narrow street (green color). Follow this street and you
will ﬁnd the hotel on your left.
Toei Subway Mita Line Suidobashi Station Exit A6: 3-minute walk JR Sobu Line
Suidobashi Station East Exit: 7-mintue walk Tokyo Metro Marunouchi Line
Hongo-sanchome Station Exit 1: 7-mintue walk
Toei Subway Oedo Line Hongo-sanchome Station Exit 3: 7-mintue walk
東京メトロ丸ノ内線・南北線 後楽園駅 3番出口より徒歩7分
3番出口を出て目の前の横断歩道を渡り、東京ドームを右手にして直進して下さい。暫く
すると壱岐坂下交差点がありますので、そちらを渡り壱岐坂を2分ほど登ると、前方に
「東洋学園大学」の壁画が見えるので、その手前を鋭角に左折します。通り沿い左手に当
ホテルがあります。
都営地下鉄三田線 水道橋駅 A6出口より徒歩3分
JR総武線 水道橋駅 東口より徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 1番出口より徒歩7分
都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅 3番出口より徒歩7分
as of July 2018

