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全室無料Wi-Fi
完備

Free Wi-Fi available
in all rooms

全室禁煙
All rooms are non-smoking

加湿空気清浄機
設置

An air purifier and
humidifier in each room

朝食
Breakfast

素敵な一日の始まりをホテルの
朝食からスタート。
Start your day with our breakfast.

ランドリールーム
Laundromat

喫煙コーナー
Smoking area

快適なホテルライフを演出する
多彩なサービス

We offer a wide range of services to ensure
your stay at our hotel is comfortable.

ボディメンテナンスサロン アンピール
Anpiel Body Maintenance Salon

癒しの空間で心とカラダの疲れを解きほぐすボディメンテナンスや、
オイルを使ったアロマトリートメントで、明日の仕事へのパワー
チャージをしていただけます。個室スタイルの施術ルームを3室完備。
True relaxation involving resting of both the body and the mind - we 
offer body maintenance and aromatherapy oil treatments in order to help 
you recharge for work tomorrow. Three individual treatment rooms are 
available for your enjoyment.

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 3－8－1
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電車でお越しの方　By  T r a i n

お車でお越しの方　By  C a r

東京駅
Tokyo Station

相模大野駅
Sagami-Ono Station

JR中央快速（約14分）
JR Chuo Line Rapid Service(14min)

小田急線（急行）（約39分）
Odakyu Line (Express) (39min)

新宿駅
Shinjuku Station

空港からお越しの方　By  A i r p o r t  B u s

相模大野駅北口
Sagami-Ono Station North Exit

羽田空港から
From Haneda Airport

空港連絡バス「町田バスセンター」 行き（約90分）
Take the airport limousine bus to “Machida Bus Center”(90min)

相模大野駅北口
Sagami-Ono Station North Exit

成田空港から
From Narita Airport

空港連絡バス「町田バスセンター」 行き（約150分）
Take the airport limousine bus to “Machida Bus Center”(150min)

羽田空港
Haneda Airport

京急蒲田駅
Keikyu Kamata

Station
大和駅

Yamato Station
相模大野駅
Sagami-Ono

Station

京浜急行線（約11分）
Keikyu Line

(11min)

京浜急行線～相鉄線（約34分）
Keikyu Line~Sotetsu Line

(34min)

小田急江ノ島線（約10分）
Odakyu Enoshima Line

(10min)

相模大野
ステーションスクエア（A館）
Sagami-Ono “Station SQUARE” (Building A)
中央改札口
Central Ticket Gate 

相模大野
ステーションスクエア（A館）
Sagami-Ono
“Station SQUARE” (Building A)

相模大野
ステーションスクエア（B館）
Sagami-Ono “Station SQUARE”
(Building B)

北口
North
Exit

南口
South
Exit

至 小田原
For Odawara

至 新宿
For Shinjuku

一
般
車
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ステーションスクエア
駅南口駐車場

ホテルまでの交通　所要時間
【車】東名横浜・町田インターより約5km
　　通常約25分

ステーションスクエア駅北口駐車場
Parking lot for station building

入口

一般車レーン

バスレーン Bus lane

バスレーン Bus lane

タクシーレーン Taxi lane

北口ロータリー

北口
North Exit

一
方
通
行

 One-way

ご宿泊者専用駐車場入口
Parking lot for hotel guests onlyインターホンで係員をお呼出しください

Please ring the intercom

ホテル1F入口
Hotel entrance (1F)

相模大野モアーズ
Sagami-Ono MORE’S

小田急
ホテルセンチュリー相模大野
Odakyu Hotel Century Sagami-Ono

小田急
ホテルセンチュリー相模大野
Odakyu Hotel Century Sagami-Ono

　 タクシー乗り場
● Taxi stop
　 タクシー乗り場
● Taxi stop

こちらのエレベーターで
お越しください
Please use these elevators

ホテル3F入口
Hotel entrance (3F)

アクセス
Access

日常から解き放たれる
駅上のリゾートステイ

ODAKYU HOTEL CENTURY SAGAMI-ONO

相模大野駅
Sagami-Ono Station
相模大野駅

Sagami-Ono Station

21.8.19-1500/N



You’ll feel relaxed from the moment you set foot in our hotel.
Our well-appointed guest rooms are inspired by the colors of nature, 

and we promise you’ll feel truly relaxed and comfortable.

Our hotel offers a ladies floor, with a security door to ensure only women can enter.
The interiors and amenities are all designed to ensure that our female guests

feel comfortable and relaxed, even if they are traveling alone.

Our upscale rooms are designed with your every comfort in mind.
We welcome all of our guests warmly, and treat every one of our guests as a VIP,

offering a class of hotel that is a rank above the rest.

レディースフロアスタンダードルーム
Standard Room Ladies Room

ひとたび足を踏み入れると、ここにはくつろぎの空間が広がっています。
自然をイメージしたやさしい色調でやすらぎに満ちた客室が、

深い癒しと心からのリラックスをお約束します。

ビジネスからレジャーまで、
心からのやすらぎでおもてなし

ハイクラスルーム
High-Class Room

こだわりの上質な空間で、
よりくつろげるハイクラスルーム

より快適性にこだわった、ハイクラスの客室です。
あらゆるお客様をVIP として迎えるにふさわしい、
ワンランク上のホテルステイをご提供します。

女性ひとりでも安心してやすらげる
心配りに溢れたレディースフロア

セキュリティドアにより女性だけしか入れない女性専用フロアです。
インテリアやアメニティなど細部まで女性への心配りを尽くすことで、

女性がひとりでも安心して宿泊できるように配慮しました。

プレミアムツインルーム
Premium Twin Room

ツインルーム
Twin Room

レディースシングルルーム
Ladies Single Room

セパレートタイプのバスルーム
ベッドは贅沢な160cm幅
Pamper yourself with a separated
bathroom,or relax on the spacious
160cm wide bed.

レディース
エグゼクティブシングルルーム
Ladies Executive Single Room

リゾート感あふれるアートワークや
家具に心癒されるふたりの空間

The artwork and furniture in our two-person rooms
are overflowing with the charms of a resort hotel.

ダブルルーム
Double Room

ビジネスニーズへの対応
ゆったりしたやすらぎを兼ね備えた客室
A guest room designed for the needs of business,
which offers both comfort and tranquility

シングルルーム
Single Room

高層階のお部屋の眼下に広がる
ジオラマのような展望
High floor, panoramic view room
with a king size bed.

プレミアムダブルルーム
Premium Double Room

ゆとりある160cm幅のベッド
マッサージチェアがある贅沢なひととき

Enjoy some luxurious time to yourself
with a spacious 160cm wide bed , or relax on the massage chair.

エグゼクティブダブルルーム
Executive Double Room




