
karaksa hotel 
A new style of minimalist hotel

The karaksa hotel concept is completely original.
In the pursuit of comfort and convenience for our guests, 

our hotels have been designed specifically for tourists.
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FREE

FEATURES
特徴

Location Japanese Modern Style

Auto Check-in/-out Machines

Internet Connection User-friendly Design

Diverse Personnel Versatile Facilities

karaksa hotels are specially 
designed for tourists. Our prime 
locations are selected for easy 
access to popular tourist spots, 
major terminal stations, and airports.

karaksa hotel は観光客のための
ホテル。人気の観光地や空港、ター
ミナル駅にもアクセス抜群のロ
ケーションです。

The karakusa motif represents 
growth, prosperity and intangible 
bonds. The motif adds elegant flair 
to our simple and modern 
Japanese ambiance.

Contactless check-in/check-out and 
payment machines are available, 
including five different languages for 
international guests. (Excluding 
Tokyo Ginza and Kyoto I)

非対面チェックイン／アウト、非接触決済
をご利用いただけます。海外からのお客様
にも便利な 5言語対応。（東京銀座・京都Ⅰ
を除く）

Connecting Rooms
Connecting rooms are great options for 
families and groups. These adjacent 
rooms are connected by inner doors, 
allowing guests to move freely back 
and forth—with the added convenience 
of two bath rooms.

ファミリーやグループに最適なコネクティ
ングルーム。隣り合う部屋を内扉でつなぐ
ことで 2部屋を自由に行き来でき、バスルー
ムも 2か所使えて便利です。

We offer a pleasant and fully 
equipped internet environment. There 
is free Wi-Fi provided throughout the 
hotel, with multi-outlet plugs and 
USB ports in guest rooms.
全館無料 Wi-Fi はもちろん、アダプター
持参不要のマルチコンセントプラグや
USB ポートを客室にご用意しています。

Independent bathroom, wash area 
and toilet access is a welcome 
feature for guests traveling in 
groups (not available at Kyoto I or 
in some rooms).
バスルーム、洗面台、トイレはセパレート
型なので、複数人数で宿泊しても快適。（京
都Ⅰ・一部客室を除く）

Our diverse staff of Japanese and 
foreign nationals can assist guests in 
multiple languages. We have also 
introduced a system for video calls to 
professional interpreters.
多様な外国人スタッフがおり、多言語での
対応が可能です。さらに、テレビ電話でプ
ロ通訳のサービスも利用でき、コミュニケー
ションの心配がいりません。

Laundry corners are available for 
long-staying guests (excluding 
Tokyo Ginza and Kyoto I ). At our 
Sapporo and Shin-Osaka hotels, 
unwind in our large hot baths.

長期滞在に便利なランドリーコーナーを
備えているほか（東京銀座・京都Ⅰを除
く）、札幌と新大阪には心身ともに癒され
る大浴場がございます。

「成長」「繁栄」そして「絆」の象徴として
愛されてきた“唐草文様”をモチーフにした、
シンプル＆スタイリッシュ、和モダンの空
間が広がります。



karaksa hotels are located across Japan.
全国に展開するからくさホテル。 Hokkaido

karaksa hotel Sapporo
（177 rooms ）

 Osaka
karaksa hotel grande Shin-Osaka Tower
（396 rooms）

karaksa hotel Osaka Namba
（112 rooms）

Kyoto
karaksa hotel Kyoto I
（36 rooms）

Tokyo
karaksa hotel premier Tokyo Ginza 
（57 rooms）

karaksa hotel TOKYO STATION
（151 rooms）

HOTEL LIST
ホテル一覧

Opening in spring 2023
（95 rooms）



PREMIER  プレミア
● Exclusive free lounge
● Spacious guest rooms between 26 m2 and 43 m2 with large 

windows overlooking the Ginza district

karaksa hotel premier Tokyo Ginza is an upper class of karaksa
hotel, designed for “guests and their loved ones to share precious 
moments.” A heightened level of comfort invites you to unwind and 
fondly recall your day of sightseeing, shopping or dining together.

・宿泊者専用の無料ラウンジ
・銀座の街を望む大きな窓が特徴の客室は 26m2～ 43m2の広さ

COMFORT  快適さの追求
● A luxurious night’s sleep through specially selected mattresses, 

mattress pads and duvets
● Rain showers and LED mirrors in rooms

・質の良い眠りにこだわったマットレス、ベッドパッド、デュベの
トータルコーディネート
・レインシャワー、LEDミラーを導入

PERSONALIZED  おもてなし
● Check-in on comfortable chairs
● In-room breakfast to savor Japanese umami flavors
    made possible through soup stock (dashi)

・旅の疲れを癒すシーティングチェックイン
・さまざまな出汁を使い、UMAMIを感じる朝食を
インルームブレックファストで

ワンランク上のからくさホテルプレミア東京銀座のコンセプトは「大切な
パートナーと余韻を愉しむ」。観光やショッピング、お食事を満喫したお
ふたりがホテルに戻ってほっと一息くつろぎながら、今日一日の楽しい出
来事や思い出をふりかえる時間を演出します。

からくさホテルプレミア東京銀座
karaksa hotel premier Tokyo Ginza

■ Address
  
■ Telephone
■ Website
■ Opened

1-6-6 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan
東京都港区新橋 1-6-6 〒105-0004
+ 81 (0)3 3573 6602
karaksahotels.com/ginza
May 1, 2019  

Access

Guest Rooms (57)
Double 22 / Twin 35
* 14 connecting rooms
ダブル 22室 / ツイン 35室
※ コネクティングルーム 14室

All rooms are non-smoking   Check-in time 15:00 / Check-out time 11:00
全室禁煙　チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

Other Facilities
Exclusive lounge for hotel guests / Smoking room
宿泊者専用ラウンジ / 喫煙室

・68 minutes from Narita Airport on the Keisei Electric Railway Narita 
Sky Access Line via Oshiage, get off at Shimbashi Station. Approx. 
eight minutes on foot

・27 minutes from Haneda Airport International Terminal by the Keikyu 
Airport Line to Shimbashi Station. Approx. eight minutes on foot 

・成田空港から京成電鉄成田スカイアクセス線で押上経由、新橋駅下車（68
分）、徒歩約8分

・羽田空港 国際線ターミナルから京急空港線で新橋駅まで27分、新橋駅から
徒歩約8分



からくさホテル札幌
karaksa hotel Sapporo

■ Address
  

■ Telephone
■ Website
■ Opened

5-24 Minami 3-jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 
060-0063, Japan
北海道札幌市中央区南三条西 5-24 〒060-0063
+ 81 (0)11 204 6602
karaksahotels.com/sapporo
January 22, 2018  

Access

Guest Rooms (177)
Double 33 / Twin 11 / Twin with Extra Bed 110 / Triple 11 / 
Japanese 11 / Accessible 1   * 110 connecting rooms
ダブル 33室 / ツイン 11室 / ツイン with Extra Bed 110室 / トリプル 11室 / 
和室 11室 / アクセシブル 1室   ※ コネクティングルーム 110室

All rooms are non-smoking    Check-in time 15:00 / Check-out time 11:00
全室禁煙　チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

Other Facilities
Northern Buffet Restaurant Hana 華 / karaksa hot baths / Room® / 
Laundry corner / Smoking rooms 
Northern Buffet Restaurant Hana 華 / からくさの湯 / Room® / 
ランドリーコーナー / 喫煙室

・From New Chitose Airport, approx. 40 minutes on the JR Rapid Airport 
train to Sapporo Station, where transfer to the municipal subway 
Namboku Line and ride three minutes to Susukino Station. From there, 
the hotel is approx. five minutes on foot

・新千歳空港より札幌駅までJR快速エアポート乗車約40分、市営地下鉄南北線
に乗り換え乗車3分、すすきの駅下車、徒歩約5分

からくさホテル TOKYO STATION
karaksa hotel TOKYO STATION

■ Address

■ Telephone
■ Website
■ Opened

1-5-3 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 103-0028, Japan
東京都中央区八重洲 1-5-3 〒103-0028
+ 81 (0)3 3243 6602
karaksahotels.com/tokyostation
July 8, 2019  

Access

Guest Rooms (151)
Double 16 / Twin 49 / Twin with Sofa Bed 72 / Triple with Sofa Bed 10 / 
Japanese 3 / Accessible 1  * 84 connecting rooms
ダブル 16室 / ツイン 49室 / ツイン with Sofa Bed 72室 / トリプル with 
Sofa Bed 10室 / 和室 3室 / アクセシブル 1室  ※コネクティングルーム 84室

All rooms are non-smoking   Check-in time 15:00 / Check-out time 11:00
全室禁煙　チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

Other Facilities
Café / Nursing room / Vending machines / Laundry corner / 
Smoking rooms 
カフェ / 授乳室 / 自販機コーナー / ランドリーコーナー / 喫煙室

・Approx. 60 minutes from Narita Airport on the JR Narita Express to Tokyo 
Station. Approx. five minutes on foot from the Yaesu North Exit of Tokyo Station

・18 minutes from Haneda Airport International Terminal on the Tokyo 
Monorail. Travel to Hamamatsucho Station and transfer to the JR 
Yamanote Line (seven minutes to Tokyo Station). Approx. five minutes on 
foot from the Yaesu North Exit of Tokyo Station

・成田空港からJR成田エクスプレスで東京駅まで約60分、東京駅八重洲北口
から徒歩約5分

・羽田空港 国際線ターミナルから東京モノレールで浜松町駅まで18分、JR山
手線に乗り換えて東京駅まで7分、東京駅八重洲北口から徒歩約5分



からくさホテル京都 I
karaksa hotel Kyoto I

■ Address
  

■ Telephone
■ Website
■ Opened

12-13 Mibubojocho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 
604-8804, Japan
京都府京都市中京区壬生坊城町 12-13 〒604-8804
+ 81 (0)75 823 6602
karaksahotels.com/kyoto
March 18, 2016  

Access

Guest Rooms (36)
Double 2 / Twin 34
* 24 connecting rooms
ダブル 2室 / ツイン 34室
※ コネクティングルーム 24室

All rooms are non-smoking   Check-in time 15:00 / Check-out time 11:00
全室禁煙　チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

Other Facilities
Leisure Space & restaurant / Vending machines / Smoking room 
レジャースペース・レストラン / 自販機コーナー / 喫煙室

・80-100 minutes by airport limousine bus from Kansai International 
Airport to Kyoto Station. Approx. 10 minutes by car from Kyoto 
Station

・Three minute walk from Omiya Station on Hankyu Kyoto Main Line

・関西国際空港より空港リムジンバスで京都駅八条口まで80-100分。京都駅か
らタクシーで約10分
・阪急京都本線  大宮駅より徒歩3分

からくさホテルグランデ新大阪タワー
karaksa hotel grande Shin-Osaka Tower

■ Address
  

■ Telephone
■ Website
■ Opened

3-3-24 Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 
532-0003, Japan
大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-24 〒532-0003
+ 81 (0)6 6391 6602
karaksahotels.com/shin_osaka
November 27, 2019  

Access

Guest Rooms (396)
Double 88 / Twin 103 / Twin with Extra Bed 144 / 
Twin with Sofa Bed 40 / Grande 20 / Accessible 1  * 160 connecting rooms
ダブル 88室 / ツイン 103室  / ツイン with Extra Bed 144室 / 
ツイン with Sofa Bed 40室 / グランデ 20室 / アクセシブル 1室  
※ コネクティングルーム 160室

All rooms are non-smoking   Check-in time 15:00 / Check-out time 11:00
全室禁煙　チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

Other Facilities
Restaurant / Large hot baths & saunas /  Convenience store / 
Vending machines / Laundry corner / Smoking rooms
レストラン / 大浴場・サウナ / コンビニエンスストア / 自販機コーナー / 
ランドリーコーナー / 喫煙室

・Approx. 50 minutes by JR Kansai Airport Express “Haruka” from Kansai 
International Airport (KIX) to Shin-Osaka Station, approx. five-minute walk 
from Shin-Osaka Station exit 4

・Approx. 25 minutes by limousine bus from Osaka International Airport (Itami) 
to Shin-Osaka Station bus terminal, approx. ten-minute walk to the hotel

・関西国際空港からJR関空特急はるかで新大阪駅まで約50分、新大阪駅4番出口から徒歩約5分
・大阪国際空港（伊丹空港）からリムジンバスで新大阪駅まで約25分、バス停から徒歩約10分



からくさホテル大阪なんば
karaksa hotel Osaka Namba

■ Address
  

■ Telephone
■ Website
■ Opened

2-9-13 Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 
542-0086, Japan
大阪府大阪市中央区西心斎橋 2-9-13 〒542-0086
+ 81 (0)6 6212 6602
karaksahotels.com/namba
November 1, 2017
  

Access

Guest Rooms (112)
Double 57 / Twin 19 / Twin with Extra Bed 36 
 * 64 connecting rooms
ダブル 57室 / ツイン 19室 / ツイン with Extra Bed 36室
※ コネクティングルーム 64室

All rooms are non-smoking   Check-in time 15:00 / Check-out time 11:00
全室禁煙　チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

Other Facilities
Restaurant / Vending machines / Laundry corner / Smoking rooms 
レストラン / 自販機コーナー / ランドリーコーナー / 喫煙室

・From Kansai International Airport, 40 minutes on the Nankai Electric 
Railway Airport Line 'Rapi:t' train to Nankai Namba Station, then 
approx. 14 minutes on foot

・Approx. seven minutes on foot from Namba Station on the Osaka 
Metro Midosuji Line

・関西国際空港から南海電鉄空港線ラピート乗車40分、南海なんば駅下車、徒
歩約14分
・大阪メトロ御堂筋線 なんば駅より徒歩約7分

At karaksa hotels, we have implemented initiatives under the "new 
normal" to protect the health and safety of our guests. Through the 
expertise and functionality of our group across our janitorial, linen supply 
and facility management services, we aim to provide our guests the most 
secure and comfortable stay possible.

We have installed plastic partitions at all our 
front desks. We also require social distancing 
in all public areas and our hotels are 
thoroughly ventilated.

からくさホテルズは、お客様の健康と安全を守るために、New Normalに向
けた取り組みを行っております。清掃、リネン、施設管理にいたるまで、グルー
プの豊富なノウハウと各機能を活かし、一貫したサービスをご提供することで安
心・快適なご滞在をお届けいたします。

フロントカウンターにアクリル製パーテーションを設
置。パブリックエリアではソーシャルディスタンスを
確保しているほか、全館常時換気を実施。

New Normalに向けた取り組み
Initiatives Under the "New Normal"

Social Distancing and 24-hour Ventilation  「3密」回避対策

We thoroughly sanitize and wipe down surfaces like 
handrails, doorknobs and tables. Hand sanitizer is 
also available for guest use throughout the hotel.

手すり、ドアノブ、テーブルなどの清掃の徹底と拭き
取り消毒を行い、手指用消毒剤を各所に配備。

■ Public Areas  パブリックエリア

Sanitation Management Measures   衛生管理対策

Over 40 individual high-contact items and 
surfaces are thoroughly disinfected with alcohol 
or chlorine dioxide during regular cleaning.

清掃時、約40か所の高頻度接触面を通常より念入り
にアルコール・二酸化塩素で消毒。

■ Guest Rooms  客室

For more details, please visit our website.
詳しくは、公式ウェブサイトをご覧ください。



Four stay plans with special family offers are available 
only through karaksa hotel's website.

お得なファミリー特典付きプランは公式サイトだけ。

公式サイトだけ！ファミリー特典付きプラン ▶
子連れ旅を応援！
Enjoy travel with kids!

Family offers through our website only!  ▶

FAMILY OFFERS  ファミリー特典付きプラン

Children under 12 stay free plan
12歳未満添い寝無料プラン

Toy gift of choice plan
選べるおもちゃプレゼントプラン

Travel light with baby items plan
ベビーグッズ付きの身軽旅プラン

Parking included plan
駐車場付きプラン

We offer a range of rooms suitable for families, 
including adjoining rooms with connecting doors.

コネクティングルームなど、ご家族向けの客室を多数ご用意。

ROOMS  客室

Connecting rooms
コネクティングルーム

Family triple
ファミリートリプル

King double
キングダブル

Rooms with tatami
畳のあるお部屋

We offer a range of services for guests traveling with 
kids, including free welcome beverages.

ウェルカムドリンクなど、お子様連れに嬉しいサービス。

FOOD & DRINKS  お食事

Welcome beverages
ウェルカムドリンク

In-room breakfast in select hotels
朝食をお部屋で気がねなく（一部ホテル）

Child-friendly restaurants
お子様用備品が充実のレストラン

Menus with allergen information
メニューのアレルギー表示等

Take advantage of convenient rental goods and 
amenities to make your travel even easier!

貸し出し備品サービスを活用して旅行をもっと気軽に！

SERVICES  サービス

Luggage storage service
お荷物預かりサービス

We offer a full range of rental 
goods and amenities alongside 
special services for babies (0–3) 
and kids (3–6).

「ホテルにあったら嬉しい！」
ベビー向け（0～ 3歳）、キッズ
向け（3～ 6歳）の貸し出し備品
とサービス。




