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横浜駅はすべての新幹線が発着する新横浜駅や品川駅、
東京駅へ直通で行ける唯一のターミナル駅です。
【横浜駅乗り入れ路線のご紹介】
成田エキスプレス

地下鉄ブルーライン

湘南新宿ライン

東横線／MM線

京急本線

京浜東北／横浜線

横須賀線

東海道線

ホテル横浜キャメロットジャパン
〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-3

TEL. 045-312-2111（代表）
FAX.045-312-2143

ホテル横浜キャメロットジャパン

www.camelotjapan.com
e-mail：frontdesk@camelotjapan.com

新宿

キャメロットジャパンの由来
「Camelot」
とは、
ヨーロッパの伝説的英雄アーサー王の

新横浜

11 分

30 分

東京

30 分

宮殿があったとされる都の名前です。
そこから転じて、
アメリカ合衆国第35代大統領
ジョン・F・ケネディ政権下の黄金時代、
もしくは理想郷を指します。

横浜駅

「CAMELOT JAPAN」は日本における
CAMELOTを目指すために名付けました。

Origin of CAMELOT JAPAN

30 分

成田空港

首都圏の中心地横浜、駅前の好立地に恵まれた
ホテルキャメロットジャパンを是非ご利用下さいませ。

羽田空港

元町・中華街

8分

88 分

“Camelot” is a name of the capital assumed for the palace of a legend
hero arturian of Europe to have existed.
It changes there, and it is the president the 35th generation in the United States.
The golden age under the John F. Kenedy political power or the
utopia is indicated.
To aim at CAMELOT in Japan, “CAMELOT JAPAN” was named.
To us who tries to step forward one new step,
Please it sincerely asks for further support.

主要都市の中心横浜
観光・ビジネスに最適

すべてはお客 様のために。

G UE ST RO O M

私たちが 大 切にするおもてなしの 心は

シングル

訪 れるたびに新 鮮なくつろぎを感じていただけるような

Single Room

きめ 細 やかなサービスです 。

ビジネスでのご 宿 泊に最
適な、
シンプルで機能的に
設 計された1 3 . 5㎡のお部
屋です。

キャメロットジャパンでは、お客 様ひとりひとりを大 切に
上 質な空 間をご 提 供 致します 。
どうぞ 最 高 のひとときを心ゆくまでご 堪 能ください 。

和室

ラージツイン

自然な風合いの畳で伝統を
重んじた39.2㎡の日本間で
す。
ご家族でのご利用やご年
配のお客様にお薦めです。

広めのツインルームにベット
にも変わる大 型ソファーを
備えました。
３名様までのご
宿 泊 が 可 能な2 2 . 0㎡のお
部屋です。

Large Twin Room

Japanese Style Room

セミダブル

ツイン

Semi Double Room

Twin Room

２名 様 でご 利 用され ても
ゆったりな1 2 0 c mのベッド
幅です。
１名様での長期ご
滞在にもお勧めな16.9㎡の
お部屋です。

スタンダードは機能と広さ備
えた18.3㎡のお部屋です。
ビジネスや観 光の拠 点とし
て、お寛ぎください。

トリプル

ダブル

Double Room

Triple Room

海外からのお客様にも十分
な160cm幅のベットです。
ご 夫 婦でのご 利 用にお勧
めです。

正 規ベットが３台 並んだ明
るい33.1㎡のお部屋です。
ご家族や友人と楽しい時間
を提供します。

アクセシブル
Accessible Room

ユニバーサルデザインにこだ
わり、段差がなくドアも広めに
設計しました。すべてのお客
様に安 心してお寛ぎ頂ける
39.2㎡のツインルームです。

焼きたてのパンと和 食
ブッフェスタイルの 多 彩な朝 食を
ご 利 用 頂けます 。
宿泊に関するお問い合わせは

０４５-３１２-３４００

www.camelotjapan.com

FLO O R GU I D E

14F
13F

RE STA URA NT & B A NQUE T

ダイニング「グレードAダイニング」
バー「グレードAバー」
宴会場「グレードＡアネックス」

14F

ダイニング＆バー

045-324-8310
客室（215室）

6F

全室 インターネット完備
全室 個室空調
各階 自動販売機

7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
B1
B2

045-312-2213

2F
日本料理「桂川」
茶室・日本庭園・チャペル 神殿
宴会場「ジュビリーⅠ,Ⅱ,Ⅲ」
宴会場「ジョイス」

045-312-3490

宴会場「フェアウィンドⅠ,Ⅱ,Ⅲ」
宴会場「フロンティア」
ブライダルサロン・衣装室・写真室・
美容室・宴会場「キングアーサー」
・
「キングダム」
・
「ナイト」
・
「プレジデント」
・ご宴会受付

2F

地中海料理

地中海料理「スタビアーナ」
中国料理「桃花苑」

フロントロビー・お土産コーナー
カフェ＆バー「エルコラーノ」
宴会場「ジャクリーン」
お着替え室・コインランドリー
駐車場（100台）
※高さ制限2.1m

専用の喫煙ルームまたは喫煙可能スペースがございます。館内は神奈川県条例により禁煙となっております。

045-312-3537

1F

カフェ＆バー

045-312-2144

バー

ダイニング

