
黄色網掛けは新規追加施設

電話番号 メールアドレス URL （開始日） （終了日）

大阪府
全域

日本民泊協会 大阪府全域 1,500室 06-6311-6678
infos@minpaku.or.j
p

https://www.minpaku.
or.jp/covid-19-iryou/

1,500 20200501 ～ 20200831 2,500～
10％引きから80％
引きまで。

-

エアコン、テレビ、キッチン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機など、
全て整っております。全てのお部屋は、しっかりとした衛生管理
されております。広いお部屋も多く、ご自宅と同様に快適にお過
ごし頂けます。

エリア、お部屋の広さによって料金が異なります。
また、お部屋によって割引率も異なります。
申込み先URLの入力フォームにエリア、ご利用期間,など入力し
てください。広さ、料金などのご希望もお知らせください。
宿泊施設を紹介させていただきます。
お部屋により清掃料金がかかる場合があります

https://www.minpaku.or.jp/covid-19-iryou/

大阪府
全域

日本簡易宿所・民泊協会 大阪府全域 180室 050-5582-2981 info@kanmin.or.jp
https://kanmin.or.jp/n

ews/571/
180 20200501 ～ 20200831 2,500～

施設により20～
90％引でご協力頂
いております。

-

一般生活家電、キッチン、ドライヤー、TV、調理器具、WIFI、洗剤
など
生活に必要な物はほぼ全て揃っており、すぐに生活を始める事
が出来ます。
リラックス頂ける広い部屋もあります。

完全個室ですぐに生活を始めることができます。
ホテルとは違い、誰とも会わずにチェックインができる環境もご
ざいます。
申込み先URLの入力フォームにエリア、ご利用期間など入力し
てください。マンションタイプ・戸建タイプ、料金などのご希望もお
知らせください。
宿泊施設を紹介させていただきます。
お部屋により清掃料金がかかる場合があります

https://kanmin.or.jp/

大阪市
旭区

雅宿AO101 大阪市旭区大宮1丁目3番23号 090-2976-9980
shiro96shiro@iclou
d.com

- 1 20200430 ～ 20200930 5,000

通常料金 18000円
／1泊ー6000円／1
泊
73%ー17%引き
別途 清掃費9000
円

0

生活家電 調理家電 ドライヤー 充電器 シャンプー
リンス ボディーソープ 歯ブラシ 洗濯用洗剤リネン一式
ヘアブラシ 食器類一式 箸 調味料 鍋 フライパン
生活に必要な物はほぼ全て揃ってます

当施設は特区民泊の許可を頂いていおりますので、
最低2泊からの受付になります。日々の清掃やベットメイク
などは有りません。入室される時には清掃が出来ている
状態です。次回利用の人の為 何泊させても
一律／9000円 の清掃費が必要となります。

https://www.airbnb.jp/rooms/30188765

大阪市
旭区

GDayHostel Senbayashi 大阪市旭区千林2-13-9 090-2109-4577
b-kaneda@d-
estate.co.jp

- 1 20200508 ～ 20200831 4,000

通常料金の70%引き
１ヶ月単位でお使い
いただける場合一
泊3500円にいたし
ます。

0

【生活用品】冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、トースター、食器類一
式、ベッド、寝具、ソファー、掃除機、ネット環境

【その他】55インチテレビ、任天堂Switch、付随ゲームソフト、
PS2

固定経費費を賄えるのみの料金とさせていただきます。
ですので、なにか利用に関してご希望があれば何でもお申し付
けください。
キャパシティ12人の大型民泊施設の転用でごさいますので、
ゆっくりお休みいただけます。

https://abnb.me/E48vNdNB45

大阪市
生野区

かぐや姫ハウス 大阪市生野区小路3丁目18番4号 080-5419-0888 job888@icloud.com
https://abnb.me/5Via

adGt75
1 20200501 ～ 20200701 10,000 通常の半額 - 洗濯乾燥機 エアコン リビング完備 https://abnb.me/5ViaadGt75

大阪市
生野区

カンメイ 大阪市生野区新今里2丁目9-3 080-7427-2757
congyu.mao@aikah
ouse.com

https://zh.airbnb.com
/rooms/41385152?pr
eview_for_ml=true&sou
rce_impression_id=p3_1
589178752_W%2F3Ee

G

1 20200511 ～ 20200630 7,500
通常料金の50％引
き

2 部屋内の設備は全部利用可能です。

寝室が３室あります、最大7人泊れます。清掃料金は１宿泊につ
き8000円徴収させていただきます。
民泊施設のため、チェックイン手続きなどはすべてセルフサービ
スとなりますのでご了承ください。

https://zh.airbnb.com/rooms/41385152?preview_fo
r_ml=true&source_impression_id=p3_1589178752_W%
2F3EeG

大阪市
北区

ホテルウィングインターナショナ
ルセレクト大阪梅田

大阪市北区神山町8-4 06-7711-0550
ume@hotelwing.co.
jp

- 100 20200501 ～ 20201231 3,150
通常は、6，000円～
12，000円程度で販
売しております。

0

スリッパ、バスタオル、フェイスタオル、ボディーソープ、シャン
プー、コンディショナー、歯ブラシ、髭剃り、ドライヤー、電気ケト
ル、TV、空気清浄機、無料Wifiなど。詳しくは、HPをご参照くださ
い

今回の受け入れに関して、下記の内容をご承諾いただいてのご
利用をお願いいたします。
①C/I時に従事している医療施設を教えてもらう。
②勤務している施設内で院内感染（クラスター）が起こった際に
は正直に申し出てもらい、その後の対応についてはホテル側の
指示に従って頂く。
（保健所へ通報の同意→保健所からの指示に従う→フロントへ
毎日の検温報告など、有事の際にはホテル所有の緊急マニュ
アルに従って頂く）
③ご滞在中のお部屋の清掃は行いません。但し、シーツ、枕カ
バー、バスタオル、フェイスタオル等のリネン類や、客室アメニ
ティー（歯ブラシ、髭剃り）などは毎日、新しいものをご用意させ
て頂きます。
④6泊以上ご利用の際には、6泊目より新しいお部屋をご用意さ
せて頂きます。お部屋のご移動をお願いいたします。

https://www.hotelwing.co.jp/select/osaka-umeda/

大阪市
北区

アンピールホテル大阪 大阪市北区神山町11-12 06-6809-5833 - - 29 20200501 ～ 20200810 3,000

２泊以上の連泊の
方のみ、１泊あたり
通常料金の72％引
き。朝食付です。駐
車場１泊あたり
￥500

7

禁煙シングルルーム約11平米/ワイドシングルベッド・バス・洗浄
機能付きトイレ・23型テレビ・アメニティ(歯ブラシ、髭そり、シャン
プー類など)・タオル類・その他(ルームウェア、スリッパ、ヘヤドラ
イヤー)

・ご予約の際に『医療従事者パック』ご利用の旨、お伝え下さい。
・チェックイン時に医療従事者であることの証明書をご提示くださ
い。
・門限(1:00～5:00)がございます。
・ご利用から７泊目までは清掃なし。タオル類のみ毎日提供。
・ご利用が８泊以上の場合、客室清掃の代わりに８泊目に新し
いお部屋に移動して頂きます。
・1泊に変更される場合は通常料金(7,000～9,500円)との差額を
お支払いいただきます。
・発熱(37.5℃以上)などの症状がある場合は宿泊をお断りいたし
ます。

https://www.yamanishi-fk.jp/

大阪市
北区

曽根崎ラグゼホテル 大阪市北区曽根崎1-7-18 06-6949-9081
sonezaki@luxe-
hotel.jp

- 52 20200501 ～ 20210228 3,500
通常料金の70％割
引き

0 https://crystalhotel.jp/luxehotel/sonezaki/room/
今回、特別価格でのご提供ですので、チェックインしてアウトす
るまでの清掃はしたしませんので、ご了承ください。
お食事の提供はございません。

https://crystalhotel.jp/luxehotel/sonezaki/room/

大阪市
北区

東横イン梅田中津１ 大阪市北区豊崎3丁目20番4号 06-6376-1045
umeda_nakatsu@w
m.toyoko-inn.com

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail

/00034/
28 20200520 ～ 20200831 3,900

シングルルーム通
常価格7000円を特
別価格3900円でご
提供いたします。

5 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00034/service/

・1週間に一度の清掃とさせていただきます。
・長期滞在の場合1週間を目途にルームチェンジをしていただき
ます。
・無料朝食は安心してお召し上がりいただけるよう個装で提供し
ております。

大阪市
北区

東横イン梅田中津2 大阪市北区豊崎4-12-13 06-7660-1045 -
https://www.toyoko-
inn.com/search/detail

/00223/
33 20200525 ～ 20200731 3,900 通常料金の35%引き 2

Wi-Fi、有線LAN、セーフティボックス、コインランドリー、製氷機、
自動販売機、ウォーターサーバー、電気ケトル、お茶セット、朝
食無料サービス、新聞

滞在中、最初の７日間は清掃に入りません。
タオル類は毎日交換させていただきます。
一週間以上、長期滞在の場合は８日目より新しいお部屋にご移
動願います（ルームチェンジ）。
自慢の無料朝食は個包装対応で、日替わりでご用意しておりま
す。

https://www.toyoko-inn.com/

大阪市
北区

ゲストハウス大阪中崎 大阪市北区中崎1-1-25 090-5972-6943
matsuomasato23@
gmail.com

- 1 20200505 ～ 20200630 3,000 通常料金の75%引き 0

一軒屋貸（3DK) 最大7名宿泊可の施設。
設備：冷蔵庫、洗濯機、キッチン、電子レンジ、風呂/トイレ、ドラ
イヤー
日用品：タオル、シャンプー等アメニティ類

・特区民泊施設のため、2泊以上の宿泊になります。
・シーツ、タオルの替えは3セットほどお渡しします。
・滞在時の洗濯、掃除はセルフでお願い致します。
・ゴミは分別した状態で、外部のゴミBOXにご自身で入れて頂き
ます。
・対象は医療従事者ご本人またはその家族とさせて頂きます。

https://www.airbnb.jp/rooms/21959086?s=67&shar
er_id=143996228&unique_share_id=df8a9b1e-8f54-
4e1f-ba6

割引内容
駐車可能
台数

室内の設備、日用品等
その他留意事項

（今回の割引により行わないサービス）
ホームページのURL

一泊あたりの
宿泊料金
（税込み）
単位：円

エリア 宿泊施設の名称 宿泊施設の所在地
宿泊施設の申込み先 提供期間宿泊施設の

提供可能な
客室数
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電話番号 メールアドレス URL （開始日） （終了日）

割引内容
駐車可能
台数

室内の設備、日用品等
その他留意事項

（今回の割引により行わないサービス）
ホームページのURL

一泊あたりの
宿泊料金
（税込み）
単位：円

エリア 宿泊施設の名称 宿泊施設の所在地
宿泊施設の申込み先 提供期間宿泊施設の

提供可能な
客室数

大阪市
北区

東横イン大阪梅田東 大阪市北区西天満5－3－25 06-6313-1045
Osaka_umeda_higa
shi@wm.toyoko-
inn.com

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail

/00129/
50 20200520 ～ 20200731 3,900

通常料金38％引き
通常料金シングル
6，300円

80 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00129/
客室の清掃は行いません。
１週間以上ご宿泊の場合はルームチェンジをお願いしておりま
す。

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00129/

大阪市
城東区

雅宿JS204 大阪市城東区新喜多2丁目3番20号 090-2976-9980
shiro96shiro@iclou
d.com

- 1 20200430 ～ 20200930 5,000

通常料金
18000円／1泊ー
6000円／1泊
73%ー17%引き
別途 清掃費9000
円

0
生活家電 調理家電 シャンプー リンス ボディーソープ 歯ブ
ラシ 食器類一式 箸 調味料など、生活に必要とされるものは
ほぼ全て揃っています。

当施設は特区民泊の許可を頂いております。最低2泊からの受
付となり最大6人が寝泊り出来ます。駐車場は有りませんが近く
にコインパーキングが有ります。入室される時には清掃が出来
ていますが、日々の清掃やベットメイクは有りません。
また、宿泊費とは別途に、何泊されても次の利用者の為の清掃
費9000円が加算されます。

https://www.airbnb.jp/rooms/36362838

大阪市
住吉区

BONFIRE HOSTEL OSAKA 大阪市住吉区万代東1-3-14森脇ビル2F 080-3768-0038
info@bonfirehostel.
com

https://www.bonfireh
ostel.com/

2 20200501 ～ 20201231 2,000 50％引き 0
タオル、シャンプー、ボディソープ、リンス、ヘアードライヤー、洗
濯機、館内自炊可能

全館禁煙 https://www.bonfirehostel.com/

大阪市
大正区

BonVoyageTaisho 大阪市大正区三軒家西1-12-8 06-6563-3641
mi.fukui@ca-
staff.co.jp

https://www.spacema
rket.com/spaces/bon
voyage/rooms/McQQ
EB1IWKwUT6cZ/rese
rvations?from=room_r
eservation_button&ren

t_type=2

3 20200509 ～ 20200630 1,500
通常料金の約62%
引き

0
https://www.spacemarket.com/stay/spaces/bonvoyage/rooms
/McQQEB1IWKwUT6cZ

ご要望があれば相談に応じますので、何でも言って下さい。
https://www.spacemarket.com/stay/spaces/bonvo
yage/rooms/McQQEB1IWKwUT6cZ

大阪市
中央区

ドーミーイン大阪谷町 大阪市中央区内本町2-1-9 06-6945-5489 - - 50 20200511 ～ 20200630 4,000
通常料金の約80%
引き
朝食・駐車場無料

18 https://www.hotespa.net/hotels/osakatanimachi/room/

・ご予約時に医療従事者の旨を必ずお伝えください。
・チェックイン時に医療従事者とわかる証明書のご提示をお願い
いたします。
・ご精算はチェックイン時となります。
・一般のお客様同様、ご自由にご滞在いただけます。
・7泊以上の場合、週に1度清掃に入らせていただきます。
・タオルやアメニティなど追加でご入用の際はフロントにてお渡し
いたします。
・朝食、駐車場は無料でご案内させていただきます。

https://www.hotespa.net/hotels/osakatanimachi/

大阪市
中央区

東横イン天満橋大手前 大阪市中央区大手通1-4-15 06-6966-1045
chinagi.fujimoto@t
oyoko-inn.com

https://www.toyoko-
inn.com/index.php/se
arch/detail/00033.ht

ml

119 20200522 ～ 20200630 3,900

通常料金5900円の
34％引き
『ありがとう』の気持
ちを込めまして3900
円でご案内させて
頂きます。

2
https://www.toyoko-
inn.com/index.php/search/detail/00033.html
朝食も無料でお召し上がりいただけます。（現在、個包装対応）

滞在中、１週間は清掃なしの為、１週間ごとのルームチェンジを
お願いしております。
リネン類は毎日お届けいたします。
使用後のリネンやゴミは、廊下に出して置いていただきます。１
日数回、回収に伺います。

https://www.toyoko-
inn.com/index.php/search/detail/00033.html

大阪市
中央区

道頓堀クリスタルEXE 大阪市中央区瓦屋町3-6-15 06-6776-2115
doutonboriexe@cry
stalhotel.jp

- 150 20200501 ～ 20210228 2,800
通常料金の70％割
引き

0 https://crystalhotel.jp/doutonboriexe/
今回、特別価格でのご提供ですので、チェックインしてアウトす
るまでの清掃はしたしませんので、ご了承ください。
お食事の提供はございません。

https://crystalhotel.jp/doutonboriexe/

大阪市
中央区

くれたけイン大阪御堂筋本町 大阪市中央区北久宝寺町３丁目４番８号 06-6251-0311
midousuji@kuretak
e-inn.com

http://www.kuretake-
inn.com/midousuji/

140 20200501 ～ 20200731 3,000

・社員特別割引料
金と同額。
・通常料金より約
70％引き

0 http://www.kuretake-inn.com/midousuji/rooms/

【公式】ホームページ
http://www.kuretake-inn.com/midousuji/
からの御予約か電話又はFAXでの御予約にて、御予約時に医
療従事機関からの予約か、チェックイン時に医療従事者と分か
るものをご提示頂きましたら、予約料金に関わらず、1名あたり
3,000円に割引き致します。

http://www.kuretake-inn.com/midousuji/

大阪市
中央区

日本橋ラグゼホテル 大阪市中央区高津2-3-21 06-6227－8866
nihonbashi@luxe-
hotel.jp

- 88 20200501 ～ 20210228 2,800
通常料金の7０％割
引き

2 https://crystalhotel.jp/luxehotel/nihonbashi/

今回、特別価格でのご提供ですので、チェックインしてアウトす
るまでの清掃はしたしませんので、ご了承ください。
お食事の提供はございません。
駐車場は別途料金がかかります。

https://crystalhotel.jp/luxehotel/nihonbashi/

大阪市
中央区

VR HOTEL EXE 大阪市中央区高津3-15-9 06-7508-1293 - - 2 20200501 ～ 20200623 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/37956004

大阪市
中央区

ドーミーインPREMIUM大阪北浜 大阪市中央区高麗橋1-6-7 06-6201-5489 - - 30 20200511 ～ 20200630 4,000
通常料金の約80%
引き
朝食無料

0 https://www.hotespa.net/hotels/osakakitahama/room/

・ご予約時に医療従事者の旨を必ずお伝えください。
・チェックイン時に医療従事者とわかる証明書のご提示をお願い
いたします。
・ご精算はチェックイン時となります。
・一般のお客様同様、ご自由にご滞在いただけます。
・7泊以上の場合、週に1度清掃に入らせていただきます。
・タオルやアメニティなど追加でご入用の際はフロントにてお渡し
いたします。
・朝食は無料でご案内させていただきます。

https://www.hotespa.net/hotels/osakakitahama/

大阪市
中央区

SKhouse 心斎橋エレガントア
パート

大阪市中央区島之内1-21-29 090-9169-6751
chrimatupino0421
@icloud.com

- 1 20200503 ～ 20200730 3,500
通常料金の70%割
引き

0

ダブルベッド二台 最寄り駅より徒歩1分キッチン 調理器具 食
器 風呂 エアコン オートロック トイレ(セパレート) TV クロー
ゼット コインランドリー30秒 スーパー3分 コンビニ1分 郵便局1
分

なし

大阪市
中央区

Dotonbori River Stay 05 大阪市中央区島之内2-17-22 06-6777-9624 info@g-stay.asia
https://travel.rakuten.
co.jp/HOTEL/179918

/179918.html
2 20200505 ～ 20200731 3,200

通常料金の20％引
きレイトチェックアウ
ト（午後1時）、アー
リーチェックイン（午
後2時から）サービ
ス。

0

誰にも会わない無人受付を行っております。タオルやドライ
ヤー、シャンプー・ボディソープ、Wifiなどは完備。
キッチンに簡単な調理器具も用意。外出する必要を抑えられま
す。一階にコインランドリー併設。

大阪市
中央区

Dotonbori River Stay 03 大阪市中央区島之内2-17-22 06-6777-9624
manage.booking.gs
@gmail.com

https://travel.rakuten.
co.jp/HOTEL/179917

/
1 20200505 ～ 20200731 3,200

通常料金の20％引
きレイトチェックアウ
ト（午後1時）、アー
リーチェックイン（午
後2時から）サービ
ス。

0

誰にも会わない無人受付を行っております。タオルやドライ
ヤー、シャンプー・ボディソープ、Wifiなどは完備。
キッチンに簡単な調理器具も用意。外出する必要を抑えられま
す。一階にコインランドリー併設。

大阪市
中央区

民泊施設Pandatta 大阪市中央区十二軒町３－３２ 090-5467-1572
and15055@nifty.co
m

- 1 20200501 ～ 20200630 0 無償提供 0

一軒屋貸（3LDK)
エアコン、シャンプー等アメニティ類、レンジ、冷蔵庫、電気ケト
ル、調理器具、炊飯器、アイロン、
ドライヤー、洗濯機、キッチン、Wi-Fi、テレビ、ベット４台、布団３
組

退室時に清掃費用が9000円必要になります。
（清掃業者に支払う費用です）

大阪市
中央区

Dotombori Base 大阪市中央区千日前1-2-9 06-4708-6780
bookman_8@yahoo.
co.jp

https://www.dotombo
ri-base.com/

1 20200510 ～ 20200831 2,500 65%割引 0 トイレ・シャワー・コインランドリー(要実費） https://www.dotombori-base.com/

mailto:shi@wm.toyoko
https://www.toyoko
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00129/
https://www.toyoko
https://www.airbnb.jp/rooms/36362838
https://www.bonfireh
https://www.bonfirehostel.com/
https://www.spacema
https://www.spacemarket.com/stay/spaces/bonvoyage/rooms
https://www.spacemarket.com/stay/spaces/bonvo
https://www.hotespa.net/hotels/osakatanimachi/room/
https://www.hotespa.net/hotels/osakatanimachi/
https://www.toyoko
https://www.toyoko
https://www.toyoko
https://crystalhotel.jp/doutonboriexe/
https://crystalhotel.jp/doutonboriexe/
http://www.kuretake
http://www.kuretake-inn.com/midousuji/rooms/
http://www.kuretake-inn.com/midousuji/
http://www.kuretake-inn.com/midousuji/
https://crystalhotel.jp/luxehotel/nihonbashi/
https://crystalhotel.jp/luxehotel/nihonbashi/
http://www.airbnb.com/rooms/37956004
https://www.hotespa.net/hotels/osakakitahama/room/
https://www.hotespa.net/hotels/osakakitahama/
mailto:@icloud.com
mailto:info@g-stay.asia
https://travel.rakuten
mailto:@gmail.com
https://travel.rakuten
mailto:and15055@nifty.co
https://www.dotombo
https://www.dotombori-base.com/


電話番号 メールアドレス URL （開始日） （終了日）
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台数

室内の設備、日用品等
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（今回の割引により行わないサービス）
ホームページのURL

一泊あたりの
宿泊料金
（税込み）
単位：円

エリア 宿泊施設の名称 宿泊施設の所在地
宿泊施設の申込み先 提供期間宿泊施設の

提供可能な
客室数

大阪市
中央区

EARTHMANS OSAKA-JO 大阪市中央区釣鐘町2-3-9 06-6213-7178
contact@earthman
s.com

https://www.earthma
ns.com/osaka/stay/o

saka-jo
29 20200501 ～ 20200630 3,500

通常料金10，000円
より約65％引き

0
・WIFI・エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット・キッチン・調理
道具・食器・テレビ・ドライヤ・バスタオル・フェイスタオル・歯ブラ
シと歯磨き・シャンプ・コンディショナー・ボーディソップ

・セルフチェックイン/チェックアウト
・ホテル内全面禁煙
・天満橋駅から徒歩５分
・提供期間の延長可能

https://www.earthmans.com/osaka/stay/osaka-jo

大阪市
中央区

ラフォーレ谷町 大阪市中央区常盤町１丁目４-１３ 090-3726-0003 - - 10 20200501 ～ 20201231 1,500
通常料金の30％引
き

-
ベッド、テレビ、エアコン、照明、冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー、
シャンプー等

以前、民泊でホステルカイセイタニヨンという名前で営業しており
ました。
生活必需品はそろっております。
リネンは新品を設置いたしますが交換は行っておりません。

大阪市
中央区

VR HOTEL KW 大阪市中央区難波千日前７−２ 06-7508-1293 - - 7 20200501 ～ 20200923 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/30850898

大阪市
中央区

A&C STAY 心斎橋 大阪市中央区西心斎橋１丁目１０番32号 06-6202-2200
ac.guestrooms@gm
ail.com

https://www.booking.c
om/hotel/jp/a-c-

stay-xin-zhai-qiao-
broome-

shinsaibashi.ja.html

10 20200429 ～ 20200630 2,250
通常料金4500円の
50％引き

-

暖房／エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトル、IHコンロ、調
理器具、お皿、テレビ、洗濯機、ドライヤー、バスタオル、フェイス
タオル、歯ブラシ、ヘアブラシ、シャンプー、コンディショナー、ボ
ディーソープ

お部屋及びベランダは禁煙です。喫煙が発覚した場合は、ク
リーニングその他補修等の費用として 50,000 円を請求させてい
ただきます。
お湯のご利用について温水タンクの用量は100Lとなります。使
い切りますと追い炊きに大変時間かかりますので、温水の節約
にご協力いただきますようお願い申し上げます。
目安:シャワーを約30分使い続けると100Lになります。
夜間時間帯（23:00-07:00）にお湯を使うと、翌日の湯温が低く
なったり、お湯が足りなくなったりする場合があります。

大阪市
中央区

ニューオーサカホテル心斎橋 大阪市中央区西心斎橋1-10-36 06-6121-5555
front@shinsaibashi
-noh.jp

http://shinsaibashi-
noh.jp/contact/

119 20200501 ～ 20201031 5,000
通常価格の2,000円
引き

0

トイレ、バス、各室独立エアコン、加湿器（貸出）、空気清浄器
（貸出）
タオルやシャンプー等、一般的な宿泊には手ぶらでお越し頂い
ても問題ないように取り揃えてございます。
★朝食無料

一般宿泊と同じ。
但し、夜間のフロントサービス（受付）は一時停止している時間
帯がございます。

http://shinsaibashi-noh.jp/

大阪市
中央区

EARTHMANS Amemura 大阪市中央区西心斎橋１丁目１５番５号 06-6213-7178
contact@earthman
s.com

https://www.earthma
ns.com/osaka/stay/a

memura
20 20200501 ～ 20200630 3,500

通常料金10，000円
より約65％引き

0

・WIFI・エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット・食器・テレビ・ド
ライヤ・バスタオル・フェイスタオ
ル・歯ブラシと歯磨き・シャンプ・コンディショナー・ボーディソップ
（詳細は公式HPにて）

・セルフチェックイン/チェックアウト
・ホテル内全面禁煙
・心斎橋駅から徒歩3分
・提供期間の延長可能

https://www.earthmans.com/osaka/stay/amemura

大阪市
中央区

西鉄イン心斎橋 大阪市中央区西心斎橋1-15-12 06-6241-5454
shinsaibashi@inn.n
nr.co.jp

- 20 20200605 ～ 20200831 5,000
正規料金から約
60％引き

0
部屋内の設備はすべてご利用可能です。
詳細につきましてはリンク先ページにてご確認ください。
https://nnr-h.com/n-inn/shinsaibashi/rooms/

ご予約はお電話かメールにて承りますので下記をお申し出くださ
い。
・本プランの利用（ご提供宿泊料金は素泊まり料金）
・勤務している医療機関
・院内感染が発生した場合
その他ご宿泊に関してはホテルにお問い合わせください。

https://nnr-h.com/n-inn/shinsaibashi/

１LDK 8 3,000

２LDK 7 5,000

３DLK 8 10,000

大阪市
中央区

VR HOTEL WHITE 大阪市中央区日本橋1-8-15 06-7508-1293 - - 4 20200501 ～ 20200923 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/31842864

大阪市
中央区

VR HOTEL DJH 大阪市中央区日本橋1-8-15 06-7508-1293 - - 1 20200501 ～ 20200923 4,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費7,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/35499423

大阪市
中央区

BON Condo 難波日本橋 大阪市中央区日本橋１丁目８番１７号 03-3526-2443
info@reah-
tech.com

- 27 20200505 ～ 20200731 2,750

通常料金の82％引
き
※清掃・リネン・消
耗品費用として
6,600円（税込）を別
途頂戴します

-
電子レンジ、冷蔵庫、ドライヤー等の家電に加え、食器等のキッ
チン用品を完備しています。
通常のビジネスホテルと比べ、ゆったりとおくつろぎ頂けます。

滞在中のリネン交換・清掃はありません。シャンプー類・洗剤類・
ティッシュペーパー・トイレットペーパーについては、追加の補充
はありません。お客様ご自身でお買い求めください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000
041660.html

大阪市
中央区

VR HOTEL JDB 大阪市中央区日本橋１丁目２０−９ 06-7508-1293 - - 6 20200501 ～ 20200923 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/35551960

大阪市
中央区

VR HOTEL FL 大阪市中央区日本橋1丁目24−3 06-7508-1293 - - 4 20200501 ～ 20200923 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/39285758

大阪市
中央区

KKRホテル大阪 大阪市中央区馬場町2番24号 06-6941-1122
front_yoyaku@kkr-
osaka.com

https://www.kkr-
osaka.com/

15 20200511 ～ 20200630 3,500 8700円の66％引き 20
ナイトウェア、使い捨てスリッパ、フェイスタオル、バスタオル、ハ
ンドソープ、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、ドライ
ヤー

医療従事者用の素泊まり特別プランとなりますので、到着時に
医療従事者と分かるものをご提示ください。
清掃は致しませんが、毎月、2日、7日、12日、17日、22日、27
日、の約5日ごとにフロアを移動していただき、新しいお部屋をご
用意いたします。
客室は医療従事者専用のフロアをご用意し、約5日ごとにお部
屋の換気、清掃を行うこととしていますので、お部屋の移動につ
きましては、ご協力お願いいたします。
タオル類はご用意しておりますが、歯ブラシ、シャワーキャップ、
クシ、剃刀、綿棒等については各自ご用意ください。
ごみは分別して頂いております。
連泊中の駐車料金は車1台につき1000円となります。

https://www.kkr-osaka.com/

大阪市
中央区

ベストウェスタンホテルフィーノ
大阪心斎橋

大阪市中央区東心斎橋1-2-19 06-6243-4055
fino-
osakashinsaibashi
@bwhotels.jp

- 60 20200507 ～ 20200831 4,000
通常料金の半額以
下

- https://bwhotels.jp/osakashinsaibashi_stay/stay_oi
チェックイン時に医療従事者とわかる証明書のご提示をお願い
いたします。

https://bwhotels.jp/osakashinsaibashi

スタンダードダブル
https://www.hoteltheflag.jp/overview/rooms/r6_sd.html

スタンダードツイン
https://www.hoteltheflag.jp/overview/rooms/r3_st.html

大阪市
中央区

EARTHMANS Dotmbori 大阪市中央区東心斎橋２丁目３番３０号 06-6213-7178
contact@earthman
s.com

https://www.earthma
ns.com/osaka/stay/d

otombori
14 20200501 ～ 20200630 3,500

通常料金10，000よ
り約65％引き

0

・WIFI・エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット・食器・テレビ・ド
ライヤ・バスタオル・フェイスタオ
ル・歯ブラシと歯磨き・シャンプ・コンディショナー・ボーディソップ
（詳細は公式HPにて）

・セルフチェックイン/チェックアウト
・ホテル内全面禁煙
・心斎橋駅から徒歩3分
・提供期間の延長可能

https://www.earthmans.com/osaka/stay/dotombor
i

大阪市
中央区

心斎橋クリスタルホテル 大阪市中央区南船場2-7-28 06-6266-0808
shinsaibashi@cryst
alhotel.jp

- 48 20200501 ～ 20210228 3,500
通常料金の70％割
引き

0 https://crystalhotel.jp/minamisenba/
今回、特別価格でのご提供ですので、チェックインしてアウトす
るまでの清掃はいたしませんので、ご了承ください。
お食事の提供はございません。

https://crystalhotel.jp/minamisenba/

備品→歯ブラシ、シャンプー
電子レンジ、冷蔵庫、掃除機、洗濯機、

今回、特別価格でのご提供ですので、チェックインしてアウトす
るまでの清掃はご遠慮下さいませ。

https://www.youtube.com/watch?v=Taz9XeyE26c&
feature=share

日本橋クリスタルEXE 大阪市中央区日本橋1-4-12 20200501 20201231～
通常料金の70％割
引き

0
大阪市
中央区

06-6201-5000
egawa@resortlife.c
o.jp

0 無償提供
大阪市
中央区

ホテルザフラッグ心斎橋 大阪市中央区東心斎橋1-18-30 - - 40

食事提供：なし
 シーツ交換： 3日に1回（セルフ交換）
バスタオル・フェイスタオル：毎日使い捨て提供
ゴミ回収：毎日回収（各フロアの収集場所に各自ゴミ出し）

駐車場はコインパーキング
（24H平日1600円/土日祝1800円）

https://www.hoteltheflag.jp/topics/2158
https://www.hotelthef

lag.jp/topics/2158
100 20200513 20200612～

https://www.earthma
https://www.earthmans.com/osaka/stay/osaka-jo
http://www.airbnb.com/rooms/30850898
https://www.booking.c
http://shinsaibashi-noh.jp/
https://www.earthma
https://www.earthmans.com/osaka/stay/amemura
https://nnr-h.com/n-inn/shinsaibashi/rooms/
https://nnr-h.com/n-inn/shinsaibashi/
http://www.airbnb.com/rooms/31842864
http://www.airbnb.com/rooms/35499423
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000
http://www.airbnb.com/rooms/35551960
http://www.airbnb.com/rooms/39285758
https://www.kkr
https://www.kkr-osaka.com/
mailto:@bwhotels.jp
https://bwhotels.jp/osakashinsaibashi_stay/stay_oi
https://bwhotels.jp/osakashinsaibashi
https://www.hoteltheflag.jp/overview/rooms/r6_sd.html
https://www.hoteltheflag.jp/overview/rooms/r3_st.html
https://www.earthma
https://www.earthmans.com/osaka/stay/dotombor
https://crystalhotel.jp/minamisenba/
https://crystalhotel.jp/minamisenba/
https://www.youtube.com/watch?v=Taz9XeyE26c&
https://www.hoteltheflag.jp/topics/2158
https://www.hotelthef
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台数
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単位：円

エリア 宿泊施設の名称 宿泊施設の所在地
宿泊施設の申込み先 提供期間宿泊施設の

提供可能な
客室数

大阪市
中央区

IP CITY HOTEL Osaka 大阪市中央区南船場2丁目12番22号 06-6251-2111 info@iphotel.co.jp
https://www.iphotel.c

o.jp/
20 20200511 ～ 20200630 4,000 期間限定特別価格 -

セミダブルルームのみご提供
https://www.iphotel.co.jp/rooms/

食事提供 なし（コンビニ徒歩2分圏内に3店舗）
ゴミ回収 毎日
シーツ交換 1週間に1回
タオル類・アメニティ 通常サービス
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいま
せ。

https://www.iphotel.co.jp/

大阪市
天王寺区

Color鶴橋 大阪市天王寺区味原町14-23 06-6882-2112
minpak.kanri@gmail
.com

- 20 20200501 ～ 20201231 3,800
通常料金の40％引
き

0
トイレ・お風呂・独立洗面台・洗濯機・ドライヤー・冷蔵庫・電子レ
ンジ・ケトル・掃除機・テレビ・ダブルベッド・ソファベッド・無料イン
ターネット（wifi)・エアコン

一度のご利用につき清掃代として別途5,500円が必要になりま
す。

大阪市
天王寺区

HOTEL 3O’CLOCK TENNOJI 大阪市天王寺区茶臼山町4-14 06-6779-8350
hotel3oclock@gmai
l.com

- 20 20200513 ～ 20200612 0 無償提供 0
全室トイレセパレート独立浴室
電子レンジ・トースター・洗濯乾燥機利用可

最小限の管理作業体制とさせていただきますので、原則、ご利
用期間中のスタッフによる清掃、リネン交換などは行いません。
食事提供 なし
バスタオル・フェイスタオル 毎日セルフ交換
シーツ・掛け布団カバー・枕カバー・足ふきマットについては、3
～７日に１回セルフ交換
ゴミ回収 毎日

https://hotel-3oclock.com/

大阪市
天王寺区

Osaka Guesthouse NEST 大阪市天王寺区寺田町２丁目４番１４号 06-6775-0220
info@osaka-
guesthouse-
nest.com

https://osaka-
nest.rwiths.net/r-
withs/tfi0010a.do

80 20200512 ～ 20200630 1,000

通常料金の50～
80％引き
お一人様一泊につ
きマスク一枚進呈

-

高速無線インターネット、ポット、冷蔵庫、電子レンジ、電気スタ
ンド、ドライヤー、アイロン、ボディーソープ、リンスインシャン
プー、コンディショナー、パソコン、タオル、歯ブラシ、スリッパ、コ
インランドリー

無料の朝食サービスは現在行っておりません。

また、駐車場はもっておりませんが、近隣に有料の駐車場は多
数ございます。

https://osaka-guesthouse-nest.com/

大阪市
浪速区

MONTANA FLAT YEBISU 大阪市浪速区恵美須西2-3-2 06-7181-5967
montanaflatyebisu
@outlook.jp

https://www.montanaf
latyebisu.com/

20 20200501 ～ 20200630 2,500
清掃費のみの宿泊
料金

0
マンション型民泊、マンスリーマンションの為、生活に必要なもの
は全て揃っています。

宿泊中に部屋に入り清掃、ベッドメイキングは致しません。 https://www.montanaflatyebisu.com/

大阪市
浪速区

智子屋 大阪市浪速区戎本町1丁目9-11 080-7427-2757
congyu.mao@aikah
ouse.com

https://zh.airbnb.com
/rooms/29103537?pr
eview_for_ml=true&sou
rce_impression_id=p3_1
589175378_q7Lh2gmj

1 20200511 ～ 20200630 9,500
通常料金の50％引
き

- 部屋内の設備は全部利用可能です。

寝室が６室あります、最大12人泊れます。清掃料金は１宿泊に
つき12000円徴収させていただきます。
民泊施設のため、チェックイン手続きなどはセルフサービスとな
りますのでご了承ください。

https://zh.airbnb.com/rooms/29103537?preview_fo
r_ml=true&source_impression_id=p3_1589175378_q7
Lh2gmj

大阪市
浪速区

VR HOTEL EL 大阪市浪速区塩草３丁目１０−２２ 06-7508-1293 - - 4 20200501 ～ 20200623 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/40496034

大阪市
浪速区

合木家 大阪市浪速区敷津西1丁目9-30 080-7427-2757
congyu.mao@aikah
ouse.com

https://zh.airbnb.com
/rooms/38472055?pr
eview_for_ml=true&sou
rce_impression_id=p3_1
589177420_DegwDqM

4

1 20200511 ～ 20200630 9,000
通常料金の50％引
き

- 部屋内の設備は全部利用可能です。

寝室が５室あります、最大10人泊れます。清掃料金は１宿泊に
つき12000円徴収させていただきます。
民泊施設のため、チェックイン手続きなどはセルフサービスとな
りますのでご了承ください。

https://zh.airbnb.com/rooms/38472055?preview_fo
r_ml=true&source_impression_id=p3_1589177420_De
gwDqM4

大阪市
浪速区

VR HOTEL YB 大阪市浪速区大国2-10-8 06-7508-1293 - - 3 20200501 ～ 20200623 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/37269752

大阪市
浪速区

東横イン大阪なんば日本橋 大阪市浪速区日本橋4-11-4 06-7668-1045
sayaka.naito@toyo
ko-inn.com

- 20 20200515 ～ 20200630 3,900
医療従事者様向け
特別価格

-

ロビー階：電子レンジ コインランドリー
客室：電気ポット・ドライヤー・バスタオル・タオル・シャンプー・リ
ンス・ボディソープ・歯ブラシ
シングル140cm幅ベット・TV・Wi-Fi 有線LAN

ご予約は電話・メールにて直接店舗へお願いします。
医療従事者専用フロアー用意いたします。
フロント24時間体制
特別価格のため朝食なし。（近隣コンビニ有）
１週間をめどにルームチェンジ
滞在中は清掃に入りません。
タオル類をドアノブにかけ交換します。
詳細は支配人までお願いいたします。

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00254

大阪市
浪速区

VR HOTEL KM 大阪市浪速区日本橋5-21-9 06-7508-1293 - - 10 20200501 ～ 20200724 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/28318455

大阪市
浪速区

WELLSTAY難波 大阪市浪速区元町2丁目８－１０ 06-6659-7071
maki@supercourt.c
o.jp

https://well-
stay.com/namba/

50 20200501 ～ 20200801 2,000
通常料金の66パ
セーントオフ。

0 https://well-stay.com/namba/

・食事の支給はございません。
・毎日の清掃はございません。（タオルセット、歯ブラシの交換は
セルフサービス）
・ゴミ捨ては各階ゴミ捨て場にセルフにて。
・シーツを週１回セルフ交換にてお渡しが可能です。

https://well-stay.com/namba/

大阪市
浪速区

VR HOTEL HYM 大阪市浪速区元町２丁目１３−３ 06-7508-1293 - - 6 20200501 ～ 20200623 1,900 通常時の50％引き 0
キッチン、風呂、トイレ、家電類、洗剤類、タオル類、食器類など
一式あり。

別途清掃費4,500円がかかります。（1滞在あたり） http://www.airbnb.com/rooms/38220822

大阪市
西区

HOTEL THE ROCK 大阪市西区立売堀1-9-35 06-6539-1169
goto.anchor@gmail.
com

http://www.hotel-
the-rock.com/

54 20200429 ～ 20201231 2,000 通常料金２５％引き 0

・アメニティ（歯ブラシ、髭剃り、シャンプー類など）
・バスタオル類、館内着、スリッパ
・漫画、ヘアアイロン、加湿器、充電器など
・販売品（ドリンク・酒類、アイマスク、耳栓、生理用品など）

・医療従事者の方の為、他の宿泊客のフロアとは別で、【医療従
事者専用のフロア】をご用意致します。
・コンビニ徒歩1分
・徒歩1分圏内にコインパーキング複数個所有
・テレビ付き半個室タイプの客室も3，000円（税込み）にて提供
可能です。（3室）

http://www.hotel-the-rock.com/

大阪市
西区

阿波座ハウス 大阪市西区立売堀6丁目2-21 06-6567-9568 info@j-tk.com
https://awazahouse.w

ixsite.com/info
3 20200518 ～ 20201130 1,800 通常の80%引き -

生活家電、調理家電、ドライヤー、充電器、シャンプー、
コンディショナー、ボディソープ、歯ブラシ、洗濯用洗剤リネン一
式、バスタオル、食器類一式、箸、調味料、鍋、フライパン、
生活に必要な物は、ほぼ全て揃っております。

https://awazahouse.wixsite.com/info

大阪市
西区

SJ大阪セントラル 大阪市西区靱本町2丁目4番6号 03-3526-2443
info@reah-
tech.com

- 44 20200505 ～ 20200620 2,750

通常料金の75％引
き
※清掃・リネン・消
耗品費用として
6,600円（税込）を別
途頂戴します

-
電子レンジ、冷蔵庫、ドライヤー等の家電に加え、食器等のキッ
チン用品を完備しています。
通常のビジネスホテルと比べ、ゆったりとおくつろぎ頂けます。

滞在中のリネン交換・清掃はありません。シャンプー類・洗剤類・
ティッシュペーパー・トイレットペーパーについては、追加の補充
はありません。お客様ご自身でお買い求めください。

https://sj-osaka-central.stayjapan.com/ja-jp

大阪市
西区

東横イン大阪心斎橋西 大阪市西区北堀江1-9-22 06-6536-1045 - - 15 20200520 ～ 20200630 4,900
医療従事者の方の
特別料金（通常料
金より2,000円引き）

2

室内設備：冷蔵庫、ドライヤー、LANケーブル、wifi、電気ケトル、
お茶、シャンプー等、洗濯ロープ、スリッパ
日用品：歯ブラシ、髭剃り、客室用ガウン
無料貸出品：アイロン、充電器、加湿器

ご滞在中の清掃は1週間に1度。
1週間以上ご宿泊の場合は7日目でルームチェンジをお願いして
おります。（タオル類は毎日交換）

大阪市
西区

ホテル ユルリト 大阪市西区西本町1丁目8-19 06-6585-7222
m_okamoto@hotel-
and-a.com

https://www.hotel-
yururito.jp

21 20200520 ～ 20200630 0 無料 0
ミニキッチンや2ドア冷蔵庫、洗い場のついたバスユニット。
ご家庭の環境が整っております。

連泊でご利用であっても、部屋の清掃、ベッドメイキングは行い
ません。
チェックイン時に身分証など証明書類を提示いただきます。
また、事情があってのご家族のご利用にも対応いたします。

https://www.hotel-yururito.jp

大阪市
西区

A&C STAY 九条 大阪市西区本田1丁目10番12号 06-6202-2200
ac.guestrooms@gm
ail.com

https://www.booking.c
om/hotel/jp/aki-
soleil-honden-

sk31.ja.html

11 20200429 ～ 20200630 2,250
通常料金4500円の
50％引き

-

WIFI、エアコン、冷蔵庫，電子レンジ，電気ポット、IH，調理道具，
食器、テレビ，洗濯機、ドライヤ，バスタオル，フェイスタオル，歯
ブラシと歯磨き，ヘアブラシ、シャンプ，コンディショナー，ボー
ディソップ

当マンションは全館禁煙となっております。喫煙を確認もしくはそ
の痕跡を発見しましたら、清掃費と原状回復にかかる費用、そ
の他賠償金として計5万円を徴収させて頂きます。

mailto:info@iphotel.co.jp
https://www.iphotel.c
https://www.iphotel.co.jp/rooms/
https://www.iphotel.co.jp/
https://hotel-3oclock.com/
https://osaka-guesthouse-nest.com/
mailto:@outlook.jp
https://www.montanaf
https://www.montanaflatyebisu.com/
https://zh.airbnb.com
https://zh.airbnb.com/rooms/29103537?preview_fo
http://www.airbnb.com/rooms/40496034
https://zh.airbnb.com
https://zh.airbnb.com/rooms/38472055?preview_fo
http://www.airbnb.com/rooms/37269752
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00254
http://www.airbnb.com/rooms/28318455
https://well-stay.com/namba/
https://well-stay.com/namba/
http://www.airbnb.com/rooms/38220822
http://www.hotel
http://www.hotel-the-rock.com/
mailto:info@j-tk.com
https://awazahouse.w
https://awazahouse.wixsite.com/info
https://sj-osaka-central.stayjapan.com/ja-jp
https://www.hotel
https://www.hotel-yururito.jp
https://www.booking.c


電話番号 メールアドレス URL （開始日） （終了日）

割引内容
駐車可能
台数

室内の設備、日用品等
その他留意事項

（今回の割引により行わないサービス）
ホームページのURL

一泊あたりの
宿泊料金
（税込み）
単位：円

エリア 宿泊施設の名称 宿泊施設の所在地
宿泊施設の申込み先 提供期間宿泊施設の

提供可能な
客室数

大阪市
西成区

花園の宿 大阪市西成区旭1ー3ー17 070-5669-6775
lixuexue0322@iclo
ud.com

https://abnb.me/pDZ
a81U6o6

4 20200509 ～ 20210530 3,000
通常料金の42％引
き。また値段の相談
可能です。

-

キッチン、お風呂、トイレ、リビング、エアコン、wifi、電子レンジ、
冷蔵庫、洗濯機、ホット、料理器具鍋、皿等。ドライヤー、タオ
ル、バスタオル、歯ブラシ、シャンプー、リンス、ボディソップ、洗
顔、洗剤等。

退室まで部屋の掃除行われません。 https://abnb.me/3lzCTxb7o6

大阪市
西成区

ホテル中央クラウン 大阪市西成区太子１－１－１９ 06-6632-0870
crown@chuohotels
.jp

https://chuohotels.jp
/crown/

50 20200430 ～ 20200630 2,700
医療従事者特別価
格

0

wifi,エアコン、バス、洗浄トイレ、冷蔵庫、ドライヤー、
バスタオル、フェイスタオル、歯ブラシ、ヘアブラシ、
シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ
館内設備で、ランドリー

食事提供：なし 清掃：週１回（タオル交換はセルフで毎日可）
ゴミ回収：毎日回収（指定の場所に各自ゴミ出し）
医療従事者の特別価格になりますので、申し込みの際に
必ず医療従事者という事をご連絡下さい。
当館は全室禁煙になりますので、喫煙は必ず指定の
喫煙スペースでお願い致します。

https://chuohotels.jp/crown/

大阪市
西成区

Keimei Guest House 大阪市西成区天下茶屋北1-2-17 - -
https://keimei-guest-
house.business.site/

5 20200501 ～ 20200930 3,500
月45,000円で1部屋
(人数不問)

10

ユニットバス付きの部屋です。
キッチンだけ共有します、
シャンプー、ボディソープ、トイレペーパー、ティシュ、タオルあ
り。
冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機は共有部にあり。

日頃の掃除、シーツとタオル交換を行いません。 自分で掃除と
洗濯を行なってください。
ゴミ出しは指定の場所に破棄、回収いたします。
自転車とバイクならゲストハウスの外に停められます。無料
エレベーターがない宿泊施設です。
近く格安駐車場があり、24時間500ー600円です。10台分があり
ます。

月45,000円で1部屋(人数不問) 病院名義もしくグループで賃貸
して、不特定なゲストの宿泊が歓迎します。
定員4人の部屋: 3室 (1階と3階) 2段ベッド x 2
定員3人の部屋: 2室 (2階) ダブルベッド x1; シングルベッド x1
合計5部屋

https://keimei-guest-house.business.site/

大阪市
西淀川区

雅宿NF203 大阪市西淀川区福町2丁目3番22号 090-2976-9980
shiro96shiro@iclou
d.com

- 1 20200430 ～ 20200930 5,000

通常料金
18000円／1泊ー
6000円／1泊
73%ー17%引き

0 https://www.airbnb.jp/rooms/32147836

当施設は特区民泊の許可を頂いております。最低2泊からの受
付となります。最大6人まで宿泊可能です。入室される時には清
掃が出来ている状態ですが日々の清掃やベットメイクは有りま
せん。また、次の利用の人のために清掃費／9000円が宿泊費
とは別途必要となります。 駐車場は有りませんが、近くにコイン
パーキングをご利用下さい。

大阪市
東淀川区

東横イン新大阪駅東口 大阪市東淀川区西淡路2-8-5 06-6160-1045
ai.sugita@toyoko-
inn.com

- 30 20200520 ～ 20200730 3,900

通常料金6，500円
から40％引き（あり
がとうの意味も込め
て3900円とさせて頂
いております）

30

医療従事者専用フロアを決めてお部屋割りを行います。
1週間は清掃に入らず、毎日リネンセットをドアノブにかけ、1週
間毎部屋替。
その他消耗品は、必要分を各自補充スタイル。
朝食は、個包装対応です。

通常の清掃は1週間入りません。
その代わり、毎日新しいリネン類をドアノブにかけさせていただ
きます。
また1週間ごとにお部屋替えをお願い致します。
その他のご要望がございましたら出来る限りご要望に沿えるよう
に善処致します。

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00240

大阪市
福島区

アパホテル<大阪梅田> 大阪市福島区福島5丁目4番25号 06-6485-8690 ahoum@apa.co.jp - 40 20200501 ～ 20200630 3,300
医療従事者向け特
別一律料金

0

各種アメニティあり。客室個別WIFI、ミラーリング機能搭載50イン
チTV完備。
空気清浄機・加湿器の貸し出しあり。
館内共用にて、電子レンジや製氷機、コインランドリーをご利用
いただけます。

ご連泊のお客様にはエコ清掃にご協力をいただいております。
4日に1度、シーツ類の取り換えを含めた全ての清掃をさせてい
ただきます。
ただ今の期間、朝食レストランを休業させていただいておりま
す。
ご了承ください。

大阪市
淀川区

東横イン大阪阪急十三駅西口１ 大阪市淀川区十三本町１－１３－４ 06-6302-1045
154@wm.toyoko-
inn.com

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail

/00154/
50 20200520 ～ 20200731 3,900

通常料金３８％引き
通常料金シングル
６，３００円

30 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00154/
客室の清掃は行いません。
１週間以上ご宿泊の場合はルームチェンジをお願いしておりま
す。

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00154/

大阪市
淀川区

民泊 abc-OSAKA 大阪市淀川区塚本２丁目２６番１０号 090-2284-8189
abc23osaka@gmail.
com

- 1 20200516 ～ 20200704 2,000
通常価格の75%割
引

0

日常の生活に必要な物は大体揃っているかと思います。何か足
りない物があれば用意したいと思います。
詳しくはBookin.com（ブッキングドットコム）の「abc-OSAKA」で検
索をお願いします。

廊下の左右にひと部屋ずつありますので、お２人で泊まってもい
ただけます。その場合はお２人で３０００円/１日。お一人の場合
は２０００円/１日。
JR大阪駅からひと駅。駅より徒歩１分。JR塚本。
週に１度お掃除に入りますのでご了承いただける方のみで。
コインパーキングは近くに何カ所かあります。
車やバイクでだと十三市民病院まで近いです。（１０分ちょっと）
ホームページでは部屋の中の様子などが良くわからないと思い
ます。Booking.comのサイトで見ていただければと思います。

http://abc-osaka.main.jp/

大阪市
淀川区

東横イン新大阪中央口本館 大阪市淀川区西中島5-2-9 06-6305-1045 - - 20 20200525 ～ 20200731 3,900
通常料金6，700円
の41.7％引き

3 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00016/

ご予約はお電話にて、医療機関より承ります。
客室は医療従事者専用のフロアをご用意し、1週間を目途にお
部屋のご移動をお願いいたします。
ご滞在中のお部屋の清掃はいたしません。
タオル・バスタオル・バスマットは、ドアノブにかけさせていただき
ます。
その他の消耗品は、廊下に設置する机の上に準備させていた
だきます。
使用済みリネン・ゴミは、ごみ袋に入れていただき廊下へ出して
いただきますようお願いいたします。
朝食は、個包装にて、廊下に設置する机の上に準備いたします
ので、ご自由にお取りいただけます。（ご提供時間：朝7：00～9：
30まで）
その他詳細は、ご予約時お電話にてご説明させていただきま
す。

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00016/

大阪市
淀川区

ニューオーサカホテル 大阪市淀川区西中島５丁目１４番１０号 06-6305-2345
front@newosakaho
tel.com

http://www.newosaka
hotel.com/

60 20200501 ～ 20200731 3,500
通常料金の50％引
き

0
http://www.newosakahotel.com/stay/
上記URL参照

http://www.newosakahotel.com/

和泉市
ケイエスビー弥生の里温泉ホテ
ル

和泉市池上町１丁目６９６番地１ 0725-46-1111
ksb-
yayoi@sa7.gyao.ne.
jp

http://yayoi-
asuka.com

10 20200507 ～ 20200630 4,000
通常料金の40％割
引

20
テレビ/wifi/湯沸かしポット/お茶セット/ドライヤー/ユニットバス
/トイレ

出来るだけ、お電話にてお申込みお願い致します。 http://yayoi-asuka.com

https://abnb.me/pDZ
https://abnb.me/3lzCTxb7o6
https://chuohotels.jp
https://chuohotels.jp/crown/
https://keimei-guest-house.business.site/
https://www.airbnb.jp/rooms/32147836
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00240
mailto:ahoum@apa.co.jp
mailto:154@wm.toyoko
https://www.toyoko
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00154/
https://www.toyoko
http://abc-osaka.main.jp/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00016/
https://www.toyoko
http://www.newosaka
http://www.newosakahotel.com/stay/
http://www.newosakahotel.com/
mailto:yayoi@sa7.gyao.ne
http://yayoi-asuka.com


電話番号 メールアドレス URL （開始日） （終了日）

割引内容
駐車可能
台数

室内の設備、日用品等
その他留意事項

（今回の割引により行わないサービス）
ホームページのURL

一泊あたりの
宿泊料金
（税込み）
単位：円

エリア 宿泊施設の名称 宿泊施設の所在地
宿泊施設の申込み先 提供期間宿泊施設の

提供可能な
客室数

泉大津市 Ｓａｎｏ－ｓａｎ－ｃｈｉ 松 泉大津市条南町1-14 03-4405-4631

sanosanchi@reival
ue.co.jp

hiroki.horiguchi@rei
value.co.jp

https://airbnb.com/h/
osaka-longstay-

sanosanchi-matsu
2 20200506 ～ 20200630 4,950

通常料金の３０％～
７０％

0
リビングルーム、冷蔵庫、エアコン（各部屋）、バスルーム、トイ
レ、洗濯機、Wi-fi（光回線）、簡易キッチン（コンロ無し、レンタル
は可能）

ご予約：割引適用のため、Airbnbからのご予約時に医療従事者
である旨をお申し出ください。ホスト宛メッセージ機能でご予約前
にメッセージをお送りいただければ、医療従事者さま向けスペ
シャルオファーにて割引適用させて頂きます。
お電話でご予約される際は10～17時の間でお願いします。
清掃：通常は１週間に１回程度の清掃対応をさせて頂いており
ますが、清掃はご利用者さまにてお願いいたします。なお、ゴミ
処理は弊社にて対応致しますので、080-3415-6145までご連絡
ください。近隣のゴミ捨て場には廃棄しないようお願いいたしま
す。
備品：タオル・リネンはご利用者さまにてご用意をお願いいたし
ます。施設にてご用意、交換が必要な場合は有料にて承りま
す。
近隣にコインパーキングあり
人 数 最大６名さままでご利用可能です。基本料金で２名さま
までご宿泊頂けます。３名さまからお一人追加料金2,000円（税
込）を申し受けます。

https://sanosanchi.reivalue.co.jp/

泉佐野市 Ｓａｎｏ－ｓａｎ－ｃｈｉ 泉佐野市大宮町３－４０ 03-4405-4631

sanosanchi@reival
ue.co.jp

hiroki.horiguchi@rei
value.co.jp

https://airbnb.com/h/
osaka-longstay-

sanosanchi
4 20200506 ～ 20200630 4,950

通常料金の３０％～
７０％

1
リビングルーム、冷蔵庫、エアコン（各部屋）、バスルーム、トイ
レ、洗濯機、Wi-fi（光回線）、キッチン調理可（ガスコンロあり）

ご予約：割引適用のため、Airbnbからのご予約時に医療従事者
である旨をお申し出ください。ホスト宛メッセージ機能でご予約前
にメッセージをお送りいただければ、医療従事者さま向けスペ
シャルオファーにて割引適用させて頂きます。
お電話でご予約される際は10～17時の間でお願いします。
清掃：通常は１週間に１回程度の清掃対応をさせて頂いており
ますが、清掃はご利用者さまにてお願いいたします。なお、ゴミ
処理は弊社にて対応致しますので、080-3415-6145までご連絡
ください。近隣のゴミ捨て場には廃棄しないようお願いいたしま
す。
備品：タオル・リネンはご利用者さまにてご用意をお願いいたし
ます。施設にてご用意、交換が必要な場合は有料にて承りま
す。
人 数 最大１１名さままでご利用可能です。基本料金で２名さ
ままでご宿泊頂けます。３名さまからお一人追加料金2,000円
（税込）を申し受けます。

https://sanosanchi.reivalue.co.jp/

泉佐野市 Ｓａｎｏ－ｓａｎ－ｃｈｉ 鶴 泉佐野市鶴原1835-8 03-4405-4631

sanosanchi@reival
ue.co.jp

hiroki.horiguchi@rei
value.co.jp

https://airbnb.com/h/
osaka-longstay-
sanosanchi-tsuru

2 20200506 ～ 20200630 4,950
通常料金の３０％～
７０％

0
リビングルーム、冷蔵庫、エアコン（各部屋）、バスルーム、トイ
レ、洗濯機、Wi-fi（光回線）、簡易キッチン（コンロ無し、レンタル
は可能）

ご予約：割引適用のため、Airbnbからのご予約時に医療従事者
である旨をお申し出ください。ホスト宛メッセージ機能でご予約前
にメッセージをお送りいただければ、医療従事者さま向けスペ
シャルオファーにて割引適用させて頂きます。
お電話でご予約される際は10～17時の間でお願いします。
清掃：通常は１週間に１回程度の清掃対応をさせて頂いており
ますが、清掃はご利用者さまにてお願いいたします。なお、ゴミ
処理は弊社にて対応致しますので、080-3415-6145までご連絡
ください。
近隣のゴミ捨て場には廃棄しないようお願いいたします。
備品：タオル・リネンはご利用者さまにてご用意をお願いいたし
ます。施設にてご用意、交換が必要な場合は有料にて承りま
す。
人数：最大８名さままでご利用可能です。基本料金で２名さまま
でご宿泊頂けます。３名さまからお一人追加料金2,500円（税込）
を申し受けます。

https://sanosanchi.reivalue.co.jp/

泉佐野市 Ｓａｎｏ－ｓａｎ－ｃｈｉ 蔵 泉佐野市鶴原4丁目2-7 03-4405-4631

sanosanchi@reival
ue.co.jp

hiroki.horiguchi@rei
value.co.jp

https://airbnb.com/h/
osaka-longstay-
sanosanchi-kura

5 20200506 ～ 20200630 4,950
通常料金の３０％～
７０％

1
軽のみ可

リビングルーム、冷蔵庫、エアコン（各部屋）、バスルーム、トイ
レ、洗濯機、Wi-fi（光回線）、簡易キッチン（コンロ無し、レンタル
は可能）

ご予約：割引適用のため、Airbnbからのご予約時に医療従事者
である旨をお申し出ください。ホスト宛メッセージ機能でご予約前
にメッセージをお送りいただければ、医療従事者さま向けスペ
シャルオファーにて割引適用させて頂きます。
お電話でご予約される際は10～17時の間でお願いします。
清掃：通常は１週間に１回程度の清掃対応をさせて頂いており
ますが、清掃はご利用者さまにてお願いいたします。なお、ゴミ
処理は弊社にて対応致しますので、080-3415-6145までご連絡
ください。近隣のゴミ捨て場には廃棄しないようお願いいたしま
す。
備品：タオル・リネンはご利用者さまにてご用意をお願いいたし
ます。施設にてご用意、交換が必要な場合は有料にて承りま
す。
人 数 最大８名さままでご利用可能です。基本料金で２名さま
までご宿泊頂けます。３名さまからお一人追加料金2,500円（税
込）を申し受けます。

https://sanosanchi.reivalue.co.jp/

泉佐野市 Ｓａｎｏ－ｓａｎ－ｃｈｉ 和楽 泉佐野市日根野3261-1 03-4405-4631

sanosanchi@reival
ue.co.jp

hiroki.horiguchi@rei
value.co.jp

https://airbnb.com/h/
osaka-longstay-

sanosanchi-waraku
4 20200506 ～ 20200630 4,950

通常料金の３０％～
７０％

2
リビングルーム、冷蔵庫、エアコン（各部屋）、バスルーム、トイ
レ、洗濯機、Wi-fi（光回線）、キッチン調理可（IHコンロあり）

ご予約：割引適用のため、Airbnbからのご予約時に医療従事者
である旨をお申し出ください。ホスト宛メッセージ機能でご予約前
にメッセージをお送りいただければ、医療従事者さま向けスペ
シャルオファーにて割引適用させて頂きます。
お電話でご予約される際は10～17時の間でお願いします。
清掃：通常は１週間に１回程度の清掃対応をさせて頂いており
ますが、清掃はご利用者さまにてお願いいたします。なお、ゴミ
処理は弊社にて対応致しますので、080-3415-6145までご連絡
ください。
近隣のゴミ捨て場には廃棄しないようお願いいたします。
備品：タオル・リネンはご利用者さまにてご用意をお願いいたし
ます。施設にてご用意、交換が必要な場合は有料にて承りま
す。
人数：最大１３名さままでご利用可能です。基本料金で２名さま
までご宿泊頂けます。３名さまからお一人追加料金2,500円（税
込）を申し受けます。

https://sanosanchi.reivalue.co.jp/

https://airbnb.com/h/
https://sanosanchi.reivalue.co.jp/
https://airbnb.com/h/
https://sanosanchi.reivalue.co.jp/
https://airbnb.com/h/
https://sanosanchi.reivalue.co.jp/
https://airbnb.com/h/
https://sanosanchi.reivalue.co.jp/
https://airbnb.com/h/
https://sanosanchi.reivalue.co.jp/


電話番号 メールアドレス URL （開始日） （終了日）

割引内容
駐車可能
台数

室内の設備、日用品等
その他留意事項

（今回の割引により行わないサービス）
ホームページのURL

一泊あたりの
宿泊料金
（税込み）
単位：円

エリア 宿泊施設の名称 宿泊施設の所在地
宿泊施設の申込み先 提供期間宿泊施設の

提供可能な
客室数

堺市 ゲストハウス堺東ニコニコ
堺市堺区翁橋町１－９－５ 翁橋ひまわり
ビル2階

090-2862-0873 - - 1 20200512 ～ 20200731 3,000 約60％引き 0

簡易キッチン（火元は無し）電子レンジ・冷蔵庫・簡易な食器類・
電気ポット
全自動洗濯乾燥機
タオル・バスタオル・シャンプーの類
WiFi
基本的に「生活」できるアイテムは、用意しています。

ご利用いただく人数によって料金が変わりますので複数人の場
合など必ずお電話をお願いします。
当ゲストハウスは、22坪のワンフロアに6台のベッドがあります。
同じグループ（同僚の方）で最大6名までご利用いただけます。
シーツなどリネンの交換は、基本的にありませんがご相談のうえ
で対応します。（洗濯機あり）
ご予約・詳細については、お電話にてお打合せをお願いします。
社員証など「医療従事者」とわかる身分証をご用意ください。
南海高野線「堺東駅」徒歩7分。

堺市 くれたけイン南海堺駅前 堺市堺区栄橋町１丁３番１２号 072-229-4111
sakai@kuretake-
inn.com

http://www.kuretake-
inn.com/sakai/

120 20200501 ～ 20200731 3,000

・社員特別割引料
金と同額
・通常料金の60％
引き

0 http://www.kuretake-inn.com/sakai/rooms/

【公式】ホームページ
http://www.kuretake-inn.com/sakai/
からの御予約か電話又はFAXでの御予約にて、御予約時に医
療従事機関からの予約か、チェックイン時に医療従事者と分か
るものをご提示頂きましたら、予約料金に関わらず、1名あたり
3,000円に割引き致します。

http://www.kuretake-inn.com/sakai/

堺市
国際障害者交流センター ビッ
グ・アイ

堺市南区茶山台1－8－1 072-290-0900 front@big-i.jp - 15 20200507 ～ 20200630 1,500
リネン、アメニティー
等の実費のみをい
ただきます。

65 http://www.big-i.jp/hotel/room/#04

できるだけ、入室は控えさせていただきます。
そのため、シーツはご自身で交換をお願いします。（交換が必要
な場合、フロントへ連絡）
バスタオル、タオルやアメニティーは毎日、客室入口に設置させ
ていただきます。
一般のお客様とフロアを分けて対応させていただきます。
可能な限り、一般のお客様と動線を分けるようにしておりますの
で、ご理解、ご協力をお願いします。
受け入れ期間は、状況を考慮し延長する場合があります。

http://www.big-i.jp/

島本町 BOND 島本町水無瀬1-15-22 0759-62-1515
taiki.hsmiley@gmail.
com

- 2 20200507 ～ 20200630 1,500 通常料金の50%引き 0 https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/166967/gallery.html 特に無し

吹田市 南千里クリスタルホテル 吹田市津雲台1-2-D9 06-6872-1911
minamisenri@cryst
alhotel.jp

- 130 20200501 ～ 20201231 3,500
通常料金の70％割
引き

10 https://crystalhotel.jp/minamisenri/
今回、特別価格でのご提供ですので、チェックインしてアウトす
るまでの清掃はいたしませんので、ご了承ください。
駐車場は別途料金がかかります。

https://crystalhotel.jp/minamisenri/

大東市 寺川ハウス ミリカ 大東市寺川２－１－９ 080-7696-9058
reiko.ohtoh@gmail.
com

https://stayjapan.com
/area/osaka/daito/pr

/11845
3 20200516 ～ 20200831 2,500

通常料金の３５％引
き

0 https://stayjapan.com/rooms/11845
大阪府の特区民泊ですので2泊以上が使用条件になっていま
す。

https://stayjapan.com/rooms/11845

豊中市 リコホテル三国 豊中市三国2丁目2番-62号 06-6151-2757 - - 5 20200501 ～ 20200630 3,000
通常価格の５０％Ｏ
ＦＦ

10

タオル類、館内着、シャンプー、リンス、ボディソープ、歯ブラシ
セット 、ひげそり、綿棒、煎茶ティーバック、ペン、便箋テレビ、冷
蔵庫、電話（内線）、エアコン、ヘアードライヤー、電気ポット、目
覚まし時計

緊急時応援プランです。
常時この価格での宿泊は不可です。
連泊で宿泊の場合、シーツのみの交換となります。
駐車場は一泊５００円となります。

https://www.recohotel-mikuni.com/

枚方市 ひらかたサンプラザホテル 枚方市岡東町11-11 072-846-5511
front@sunplazahot
el.co.jp

- 7 20200501 ～ 20200630 5,000
通常料金7，900円+
宿泊税100円
37.5％引き

3 http://www.sunplazahotel.co.jp/rooms.php

予約サイト等でご予約を取られた場合、価格の対応を致しかね
ますのでメールもしくはお電話でお問い合わせください。
朝食はしばらくの間、提供を控えさせて頂いております。
1F レストラン TSUKIHI・2F カフェラウンジSolaは現在休業中
です。
土曜・日曜日の深夜0時～早朝5時30分まで全館施錠しておりま
す。
大変申し訳御座いませんが、その間の帰館・外出はお控え頂く
様、何卒宜しくお願い致します。
（平日は施錠しておりませんので対応可能です）
その他、ご不明な点が御座いましたらメールまたはお電話でお
問い合わせ願います。

http://www.sunplazahotel.co.jp

枚方市 枚方クリスタルホテル 枚方市岡本町2-10 072-846-8001
hirakata@crystalho
tel.jp

- 30 20200501 ～ 20201231 3,500
通常料金の70％割
引き

0 https://crystalhotel.jp/hirakata/
今回、特別価格でのご提供ですので、チェックインしてアウトす
るまでの清掃はいたしませんので、ご了承ください。
お食事の提供はございません。

https://crystalhotel.jp/hirakata/
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