the b́ ochanomizu

ザ・ビー お茶の水

■ Location 所在地

■ Hotel Description ホテル概要

1-7-5, Kanda Awaji-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0063 Japan

the b ochanomizu is in an area of quiet and calm, just off the main street.
It is ideally located close to the ‘electric-city’ of Akihabara, Kanda and
Ochanomizu, making it ideal for business or leisure. The ‘b’ concept
provides good breakfast, comfortable bed, balance in your life and an ideal
location for your business requirements.

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-7-5
Tel: 03-3254-2888 Fax: 03-3254-2887
E-mail: ochanomizu@theb-hotels.com
http://ochanomizu.theb-hotels.com
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■ Directions 交通
From Awajicho Station (Marunouchi Line): 1minute walk
From Ogawacho Station (Toei Shinjuku Line): 1minute walk
Take the A5 exit and you will see a Tully’s coffee shop on your left. Walk
down the alley to the right of Tully’s and take a left on the first intersecting
street. After walking straight for about 30 seconds, you should see the hotel
on your right.
From Shin-Ochanomizu Station (Chiyoda Line): 3 minute walk
From JR Ochanomizu Station: 7mintue walk
Take the Hijiribashi Exit and Hongo street will be on your left. Take a right
on Hongo street and walk straight for about 5 minutes until you see the
Nittsu Pelican Post building on your left. Take a left at the building and after
walking for 1 minute, you will see the hotel on your left.
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都内屈指の文教地区、お茶の水に位置し、秋葉原、神田へのアクセスも良いホテルです。
大通りから1本入った静かで落ち着いたエリアにございます。地下鉄で東京ドームや
日本武道館へも簡単に移動できます。ビジネス、レジャー問わず幅広くご利用いただ
けます。女性お1人様でも安心して宿泊いただけるデザイナーズホテルとして、ご好評
いただいております。

東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅より徒歩1分
都営新宿線小川町駅より徒歩1分
A5出口から地上に出られますと、すぐ左手にタリーズコーヒーがございますので、
タリーズコーヒーの右手側の路地を直進し、1つ目の交差する道を左手にお進み下さい。
30秒程直進していただきますと、通り沿い右手に当ホテルがございます。
千代田線新御茶ノ水駅より徒歩3分
JR御茶ノ水駅より徒歩7分
聖橋口を出られますと、左手側に本郷通りがございます。本郷通りを右手にお進み
下さい。5分程直進していただきますと、左手側に日通のペリカン便のビルがござい
ます。そちらを左手にお進み下さい。1分程直進していただきますと、通り沿い左手に
当ホテルがございます。
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