
 

２０１８年（平成３０年）８月２７日 

 

相鉄フレッサインブランド大阪２号店 

「相鉄フレッサイン 大阪心斎橋」を開業 
８月２７日（月）から予約受付を開始 

 

株式会社相鉄ホテルマネジメント 
 

相鉄グループの㈱相鉄ホテルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・吉田修）では、２０１８年１１月

１０日（土）に、相鉄グループの宿泊特化型直営ホテルとしては大阪で３店舗目（相鉄フレッサインブラン

ド：２店舗 サンルートブランド：１店舗）、合計で４４店舗目（相鉄フレッサインブランド：２６店舗 サ

ンルートブランド：１６店舗 スプラジールブランド：２店舗）となる「相鉄フレッサイン 大阪心斎橋」（大

阪府大阪市中央区）を開業します。 

同ホテルは、関西を代表するショッピングエリアである「心斎橋」に位置し、Ｏｓａｋａ
オ オ サ カ

 Ｍｅｔｒｏ
メ ト ロ

（旧

大阪市営地下鉄）御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅から徒歩５分、堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」

駅から徒歩３分とアクセスに非常に優れています。また、大阪の観光スポットにも簡単にアクセスでき、関

西屈指のオフィス街「淀屋橋」エリアも近くにあることからレジャーやショッピングはもとより、ビジネス

においても便利にご利用いただけます。 

客室数は１７５室で全室禁煙とし、セルフチェックイン・チェックアウト端末「スマーレ」〔オムロン ソ

ーシアルソリューションズ㈱（本社・東京都港区、社長・細井俊夫）社製〕を導入する他、相鉄フレッサイ

ンの標準仕様である非接触型ＩＣカードキー、加湿空気清浄機、３２インチ以上の大型テレビ、全館Ｗｉ－

Ｆｉ設備などを導入し、高いセキュリティーと居住性を確保しています。また、㈱相鉄ピュアウォーター（本

社・横浜市旭区、社長・ 田中成人）で製造・販売を行っている全館浄水システム「良水工房」を導入し、客

室の洗面台や浴室、トイレなどすべてを「浄水」にしています。 

なお、「開業記念プラン」として、相鉄フレッサインオリジナル「大阪弁トランプ」を先着１，５００人（宿

泊順）にプレゼント。２０１８年８月２７日（月）から宿

泊の予約受付を開始します。 

㈱相鉄ホテルマネジメントでは、２０１９年春に「（仮

称）相鉄フレッサイン 神戸三宮」、２０１９年夏に「同 大

阪なんば」の開業も予定しています。 

概要は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツインルーム ホテル外観（イメージ） 



（別  紙） 

「相鉄フレッサイン 大阪心斎橋」の概要 

名 称 相鉄フレッサイン 大阪心斎橋 

所 在 地 大阪市中央区東心斎橋１－１２－２３ 

ア ク セ ス Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ 

御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅から徒歩５分 

堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅から徒歩３分 

建 物 構 造 鉄骨造 地上９階 

客 室 数 １７５室 

特 色 ・セルフチェックイン・チェックアウト端末 

「スマーレ」導入 

・全客室にタブレット設置 

周辺観光情報、コインランドリーの混雑状況確認、 

朝食会場の混雑状況の確認 

・全館浄水システム「良水工房」導入 

開 業 日 ２０１８年１１月１０日（土） 

延 床 面 積 ３９３２．５２㎡ 

運 営 会 社 ㈱相鉄ホテルマネジメント 

 

開業記念プランの概要 

プラン名称 開業記念プラン 

特 典 相鉄フレッサインオリジナル「大阪弁トランプ」付き 

（１滞在につき１セット）先着１，５００人（宿泊順）にプレゼント 

対 象 施 設 相鉄フレッサイン 大阪心斎橋 

対 象 期 間 ２０１８年１１月１０日（土）～２０１９年２月２８日（木） 

プラン料金 
（税込み・１室） 

ダブル １名利用７，０００円～／２名利用８，６００円～ 

ツイン ２名利用１１，６００円～ 

予 約 開 始 ２０１８年８月２７日（月）から公式ウェブサイトにて宿泊の予約受付を開始します。  

公式ウェブサイト https://fresa-inn.jp/ 

 

㈱相鉄ホテルマネジメントの概要 

 

１． 会 社 名 ㈱相鉄ホテルマネジメント 

所 在 地 横浜市西区北幸二丁目９番１４号 

資 本 金 １億円 

出 資 会 社 相鉄ホールディングス㈱ １００％出資 

社 長 吉田修〔㈱相鉄ホテル開発・㈱相鉄インターナショナル韓国 代表取締役兼任〕 

設 立 ２０１７年７月１４日 

事 業 内 容 宿泊特化型ホテルの運営、フランチャイズ業ほか 

公式ウェブサイト 

「相鉄フレッサイン 大阪心斎橋」周辺地図 

「大阪弁トランプ」 
（イメージ） 



（ご参考） 

 

 

既存・出店予定店舗概要 

 名称（＊は相鉄グループ保有物件） 所在地 客室数 開業日 

1号店 相鉄フレッサイン 鎌倉大船＊ 神奈川県鎌倉市 100室 2007年 12月 01日 

2号店 相鉄フレッサイン 藤沢湘南台 神奈川県藤沢市 150室 2008年 10月 25日 

3号店 相鉄フレッサイン 横浜戸塚 横浜市戸塚区 162室 2010年 04月 01日 

4号店 相鉄フレッサイン 浜松町大門＊ 東京都港区 190室 2011年 11月 21日 

5号店 相鉄フレッサイン 東京京橋＊ 東京都中央区 160室 2011年 12月 01日 

6号店 ホテルグランドフレッサ 赤坂＊ 東京都港区 139室 2011年 12月 20日 

7号店 相鉄フレッサイン 千葉柏 千葉県柏市 153室 2012年 04月 01日 

8号店 相鉄フレッサイン 東京田町＊ 東京都港区 139室 
2012年 11月 01日 

9号店 相鉄フレッサイン 日本橋茅場町＊ 東京都中央区 196室 

10号店 相鉄フレッサイン 東京東陽町駅前＊ 東京都江東区 144室 2012年 12月 01日 

11号店 相鉄フレッサイン 日本橋人形町 東京都中央区 128室 2013年 01月 07日 

12号店 
相鉄フレッサイン 新橋日比谷口 東京都港区 147室 2013年 02月 01日 

相鉄フレッサイン新橋日比谷口別館 東京都港区 71室 2016年 10月 01日 

13号店 相鉄フレッサイン 横浜桜木町 横浜市中区 128室 2013年 03月 01日 

14号店 相鉄フレッサイン 東京蒲田 東京都大田区 221室 2013年 09月 12日 

15号店 相鉄フレッサイン 藤沢駅南口 神奈川県藤沢市 146室 2014年 10月 01日 

16号店 相鉄フレッサイン 御茶ノ水神保町 東京都千代田区 130室 2015年 02月 01日 

17号店 相鉄フレッサイン 銀座七丁目 東京都中央区 286室 2016年 10月 01日 

18号店 相鉄フレッサイン 京都四条烏丸 京都市下京区 140室 2017年 04月 01日 

19号店 相鉄フレッサイン 京都駅八条口＊ 京都市南区 138室 2017年 04月 15日 

20号店 相鉄フレッサイン 東京六本木 東京都港区 201室 2017年 10月 10日 

21号店 相鉄フレッサイン 上野御徒町＊ 東京都台東区 155室 2017年 11月 10日 

22号店 相鉄フレッサイン 銀座三丁目 東京都中央区 147室 2017年 12月 01日 

23号店 相鉄フレッサイン 東京錦糸町 東京都墨田区 281室 2017年 12月 10日 

24号店 相鉄フレッサイン 東京神田 東京都千代田区 115室 2018年 03月 15日 

25号店 相鉄フレッサイン 大阪淀屋橋＊ 大阪市中央区 243室 2018年 04月 28日 

26号店 相鉄フレッサイン 大阪心斎橋＊ 大阪市中央区 175室 2018年 11月 10日 

開業準備中 （仮称）相鉄フレッサイン 大阪なんば 大阪市浪速区 276室（予定） 2019年夏（予定） 

開業準備中 （仮称）相鉄フレッサイン 名古屋駅前 名古屋市中村区 250室（予定） 2020年春（予定） 

開業準備中 （仮称）相鉄フレッサイン 神戸三宮＊ 神戸市中央区 271室（予定） 2019年春（予定） 

開業準備中 （仮称）相鉄フレッサイン 横浜駅東口 横浜市神奈川区 283室（予定） 2020年夏（予定） 

開業準備中 （仮称）相鉄フレッサイン ソウル明洞 大韓民国ソウル特別市 152室（予定） 2019年冬（予定） 

 

  


