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【報道資料】 

2019 年 4 月 1 日 

マイステイズ・ホテル・グループ 

「草津温泉 大東舘」(群馬県吾妻郡草津町)および「草津温泉ホテルリゾート」(群馬県吾妻

郡草津町)、「アートホテル大分」（大分県大分市）、「ホテルマイステイズ清水」（静岡

県静岡市）4 棟を新規受託し 2019 年 4 月 1 日（月）より運営開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株 式 会 社 マ イ ス テ イ ズ ・ ホ テ ル ・ マ ネ ジ メ ン ト  

 

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント(本社：東京都港区、代表取締役社長：代田量一)

は、「草津温泉 大東舘」(群馬県吾妻郡草津町)および「草津温泉ホテルリゾート」(群馬県吾妻郡草津町)、

「アートホテル大分（旧名アリストンホテル大分）」（大分県大分市）、「ホテルマイステイズ清水（旧名ホ

テルビスタ清水）」（静岡県静岡市）4 棟を新規運営受託し 2019 年 4 月 1 日（月）より営業開始いたし

ました。 

 

「草津温泉 大東舘」は湯畑源泉、温泉街を代表する湯畑が目の前に広がる温泉宿です。湯畑源

泉を 100％かけ流しでご利用いただけるほか、夜はライトアップで幻想的に浮かび上がる湯畑

の様子をお楽しみいただけます。姉妹ホテルとなる「草津温泉ホテルリゾート」は、草津温泉の

玄関口・草津温泉バスターミナルから徒歩 10 分、無料送迎バスで５分。豊かな自然に囲まれ、

ゆったりとしたリゾートステイを満喫していただけるホテルです。温泉は草津温泉の中でも高

温を誇る万代鉱源泉を 100％かけ流しでご利用いただけます。  
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「アートホテル大分」は、大分の繁華街「都町」に隣接したオフィス街に立地し、ターミナル

駅の JR 大分駅から徒歩圏内、最寄りの空港バス停留所「荷揚町」からも徒歩 3 分です。日本

有数の名湯「別府温泉」や「湯布院」への観光拠点としてもご利用いただいております。  

 

「ホテルマイステイズ清水」は、東海道本線「清水」駅より徒歩 3 分、東名高速道路「清水 I.C.」

より車で約 10 分というアクセスの良いロケーション、世界遺産「三保松原」や富士山の景勝地と

して人気の「日本平」などの観光やビジネス拠点としてご利用頂いています。 

 

いずれのホテルもそれぞれご好評いただいてる朝食や付帯設備はそのままに、より幅広いお客

様にご利用いただけるよう努めて参ります。 

 

①  マイステイズコレクション「草津温泉  大東舘」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要  

【所在地】  〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津 126 

【アクセス】 JR 吾妻線「長野原草津口」駅から車で約 25 分、 JR バス「草津温泉行」～「草津温泉バスタ

ーミナル」下車、徒歩 5 分   

関越自動車道「渋川伊香保」インターより約 90 分（56.0km）、関越・上信越自動車道「碓氷軽井沢」イ

ンターより約 80 分（52.9km）、上信越自動車道「上田菅平」インターより約 70 分（48.9km）  

【階数】  地上 9 階  

【客室】  総客室 95 室（収容人数 350 名）  

湯畑側和室 10 畳（2~4 名）、与平次亭*特別室：和室 12 畳と和室 6 畳（2~4 名）、和洋特別室：和室

12.5 畳と洋室（2~4 名）、ペット専用フロア和室（2~4 名）※ペット専用アメニティ：ゲージ、お水皿、

えさ皿、トイレシート、消臭スプレー、エチケット袋、掃除用コロコロ  

*初代山本与平次の名に由来、与平次亭和洋貴賓室  

 

【館内設備】  

料飲施設  レストラン 2 店舗   

朝食：「バイキング」または「和朝食膳」  

夕食：会席 個室ダイニング「宙の鑑（そらのかがみ）」「特選上州牛会席」、「特選ズワイ蟹会席」  

レストラン「大東舘バイキング」「スタンダード会席’花‘」  

会席 個室ダイニング「宙の鑑（そらのかがみ）」 

温泉：湯畑  源泉かけ流し  「壱の湯」（内湯）、「弐の湯」（内湯）ワンちゃん専用風呂   

泉質：酸性・含硫黄・アルミニウム・硫黄塩・塩化物温泉  

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・皮膚病・五十肩・うちみ・くじき・病後回復期・疲労回復・健康増進・慢性婦人病・

糖尿病・高血圧・動脈硬化症など  
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売店  

駐車場（70 台収容可能）＊姉妹館「草津温泉ホテルリゾート」手前の専用駐車場利用、駐車場から大東舘

へはシャトルバスにて送迎  

無料 Wi-Fi 完備  

【お問い合わせ】電話：0279-88-2611 

「マイステイズ・ホテル・グループ」公式ウェブサイト  https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-

daitokan-gunma/   

 

 

②  マイステイズコレクション「草津温泉ホテルリゾート」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要  

【所在地】  〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津 15-8 

【アクセス】 JR 吾妻線「長野原草津口」駅から車で約 25 分、 JR バス「草津温泉行」～「草津温泉バスタ

ーミナル」下車、徒歩 10 分※「草津温泉バスターミナル」からホテルまで無料送迎バス運行（定期運航）  

関越自動車道「渋川伊香保」インターより約 90 分（62.0km）、関越・上信越自動車道「碓氷軽井沢」イ

ンターより約 80 分（52.9km）、上信越自動車道「上田菅平」インターより約 70 分（48.9km）  

【階数】  地上 6 階  

【客室】  総客室 103 室（収容人数 472 名）  

和室 10 畳（1~5 名）、展望ツイン：洋室（1~2 名）、展望和洋特別室（2~6 名）、コネクティングルー

ム 20 畳（6~10 名）  

【館内設備】  

料飲施設  レストラン 2 店舗   

朝食：「バイキング」  

夕食：「彩りバイキング」「白根御膳スタンダード会席」「上州和牛すき焼き’花‘会席」「上州和牛ステー

キ’桐‘会席」  

温泉：万代鉱  源泉かけ流し  「幸の湯」（内湯・露天）、「福の湯」（内湯・露天）※いずれも露天風呂は

現在地盤調査および改修工事予定のためご利用できません。内湯大浴場のみご入浴いただけます。  

泉質：酸性・含硫黄・アルミニウム・硫黄塩・塩化物温泉  

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・皮膚病・五十肩・うちみ・くじき・病後回復期・疲労回復・健康増進・慢性婦人病・

糖尿病・高血圧・動脈硬化症など  

サウナ、岩盤浴、湯上りサロン  

冬季限定サービス：貸スキー・貸スキーウェア・貸スノーボード  

売店  

駐車場（100 台収容可能）  

無料 Wi-Fi 完備  

【お問い合わせ】電話：0279-88-2109 

「マイステイズ・ホテル・グループ」公式ウェブサイト  https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-

hotel-resort-gunma/   

 

https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-daitokan-gunma/&sa=D&source=hangouts&ust=1553320388641000&usg=AFQjCNGRGZVpoxYHgEGfqUFPGeAJgDz23w
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-daitokan-gunma/&sa=D&source=hangouts&ust=1553320388641000&usg=AFQjCNGRGZVpoxYHgEGfqUFPGeAJgDz23w
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-daitokan-gunma/&sa=D&source=hangouts&ust=1553320388641000&usg=AFQjCNGRGZVpoxYHgEGfqUFPGeAJgDz23w
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-daitokan-gunma/&sa=D&source=hangouts&ust=1553320388641000&usg=AFQjCNGRGZVpoxYHgEGfqUFPGeAJgDz23w
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-hotel-resort-gunma/&sa=D&source=hangouts&ust=1553320388642000&usg=AFQjCNGmaXIHZZSIc_XF0NEV2YHVQA-2dQ
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-hotel-resort-gunma/&sa=D&source=hangouts&ust=1553320388642000&usg=AFQjCNGmaXIHZZSIc_XF0NEV2YHVQA-2dQ
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-hotel-resort-gunma/&sa=D&source=hangouts&ust=1553320388642000&usg=AFQjCNGmaXIHZZSIc_XF0NEV2YHVQA-2dQ
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-kusatsu-onsen-hotel-resort-gunma/&sa=D&source=hangouts&ust=1553320388642000&usg=AFQjCNGmaXIHZZSIc_XF0NEV2YHVQA-2dQ
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③  「アートホテル大分」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要  

【所在地】  〒870-0034 大分県大分市都町 2 丁目 1 番 7 号  

【アクセス】 JR「大分」駅から徒歩 10 分  大分空港から車・高速バスで 60 分  

【階数】  地上 13 階  

【客室】  総客室 228 室（収容人数 456 名）  

「スタンダードセミダブル」、「コンフォートセミダブル」、「スタンダードダブル」、「コンフォートダブ

ル」、「スタンダードツイン」、「デラックスクイーン」、「デラックスツイン」  

【館内設備】  

料飲施設  レストラン 3 店舗   

朝食：大分郷土料理・創作料理バイキング  

宴会場・会議室  1 会場  

テナント：3 店舗  

駐車場（32 台収容可能）  

【お問い合わせ】電話：：097-538-8701 

「マイステイズ・ホテル・グループ」公式ウェブサイト  https://www.mystays.com/hotel-art-hotel-

oita-oita/  

 

 

④  「ホテルマイステイズ清水」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要  

【所在地】  〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町 1 番 23 

【アクセス】 JR「清水」駅から徒歩 3 分  東名高速道路「清水 I.C.」より車で約 10 分  

【階数】  地上  11 階  

【客室】  総客室 152 室（収容人数 310 名）  

https://www.mystays.com/hotel-art-hotel-oita-oita/
https://www.mystays.com/hotel-art-hotel-oita-oita/
https://www.mystays.com/hotel-art-hotel-oita-oita/
https://www.mystays.com/hotel-art-hotel-oita-oita/
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「スタンダードダブル」「ハリウッドツイン」「デラックスツイン」  

【館内設備】  

料飲施設  レストラン 1 店舗   

朝食：Buffet Restaurant (ビュッフェレストラン)  

駐車場（22 台収容可能）  

【お問い合わせ】電話：054-371-9111 

「マイステイズ・ホテル・グループ」公式ウェブサイト  https://www.mystays.com/hotel-mystays-shimizu-

shizuoka/ 

 

 

【マイステイズ・ホテル・マネジメント】  

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメントは 1999 年 7 月ウィークリーマンションの管理・運営からスタートし、2005

年から「マイステイズ」ブランドでホテル事業へ参入しました。その後、運営委託業務を軸にホテル開発やコンサルティ

ングへ事業を拡大、現在では宿泊特化型からフルサービスのシティホテルやリゾートホテル、1 泊から中・長期滞在に対

応するレジデンス型まで、マイステイズ・ホテル・グループとして北海道から沖縄にいたる日本各地で 95 棟（15,768 室）

*、「マイステイズコレクション」「アートホテル」「ホテルマイステイズプレミア」「ホテルマイステイズ」「フレックスス

テイイン」「MyCUBE by MYSTAYS」「マイステイズプレミアレジデンス」「マンスリーレジステイズ」の 8 ブランドを

運営しています。*2019 年 4 月 1 日時点での総数 

 

マイステイズ・ホテル・マネジメント：http://corporate.mystays.com/ 

マイステイズ・ホテル・グループ：https://www.mystays.com/ 

 

【マイステイズコレクション】 

北海道から沖縄まで、ご親族・ご友人の集う旅行や宴会、企業の周年記念パーティなど地元で愛されてきたコミュニティ

ホテル。リゾートや温泉ステイ、地元食材を楽しむレストランと共にご利用いただいております。 

ホテルノルド小樽、ホテルソニア小樽、函館国際ホテル、天然温泉 田沢湖レイクリゾート、ホテルエピナール那須、白浜オーシャンリゾ

ート、草津温泉ホテルリゾート（2019/4/1 新規オープン）、草津温泉 大東舘（2019/4/1 新規オープン）、リゾートホテルオリビアン

小豆島、別府亀の井ホテル、フサキビーチリゾート ホテル&ヴィラズ（石垣島） 

 

【アートホテル】 

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結

婚式・謝恩会、歓送迎会やコンベンションなど、温泉・宴会・バンケットホールのほか、オールディダイニングやレスト

ラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。※各施設により付帯設備は異なります。 

アートホテル旭川、アートホテル青森（3/18 リブランドオープン）、アートホテル弘前シティ、アートホテル盛岡（3/10 リブランドオ

ープン）、アートホテル新潟駅前、アートホテル上越、アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉 OSAKA BAY TOWER グループホテル）、

アートホテル小倉 ニュータガワ、アートホテル大分（2019/4/1 新規オープン）、アートホテル石垣島 

 

【ホテルマイステイズ】 

ビジネスやプライベートで旅をする方に「自分の部屋で暮らしているような」くつろぎと利便性を兼ね備えたステイをご

提供しています。アクセスに便利な立地とモダンコンフォートスタイルで、一人旅、友達同士、家族旅行など幅広いお客

様にご利用いただいております。 

名寄、札幌、函館、池袋、西新宿、上野、浅草、日暮里、亀戸、御茶ノ水、立川、神田、五反田、浜松町、浅草橋、蒲田、羽田、舞浜、

新浦安、横浜、宇都宮、富士山、清水（2019/4/1 新規オープン）、金沢、名古屋栄、京都四条、堺筋本町、大手前、新大阪、心斎橋、

松山、福岡天神、大分、鹿児島 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-mystays-shimizu-shizuoka/&sa=D&source=hangouts&ust=1553822916315000&usg=AFQjCNFLmI2-gDBrhlKk3q3oKk5htzCOqg
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-mystays-shimizu-shizuoka/&sa=D&source=hangouts&ust=1553822916315000&usg=AFQjCNFLmI2-gDBrhlKk3q3oKk5htzCOqg
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-mystays-shimizu-shizuoka/&sa=D&source=hangouts&ust=1553822916315000&usg=AFQjCNFLmI2-gDBrhlKk3q3oKk5htzCOqg
https://www.google.com/url?q=https://www.mystays.com/hotel-mystays-shimizu-shizuoka/&sa=D&source=hangouts&ust=1553822916315000&usg=AFQjCNFLmI2-gDBrhlKk3q3oKk5htzCOqg
https://corporate.mystays.com/
https://corporate.mystays.com/
http://corporate.mystays.com/
http://corporate.mystays.com/
https://www.mystays.com/
https://www.mystays.com/

