
＜ウズベキスタン＞

ウズベキスタン
ホテル案内
Information of Uzbekistan Hotels

記載されている内容は2011年11月現在のものです。
予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
記載されている空港または 寄駅からホテルまでの距離は、実際のものと多少異なる場合がございま
す。目安としてご参照ください。
館内・室内設備は有料・無料のものが含まれます(一部記載有)。詳細はサービスご利用の際にご確認く
ださい。
ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきましては、弊社では責任を負いかねますので予めご了
承ください。特定の項目に関して 新の情報を確認されたい場合はメール・ファックス・電話等で直接承ください。特定の項目に関して 新の情報を確認されたい場合はメ ル ファックス 電話等で直接
ホテルへお問い合わせいただきますようお願い致します。

＜記載都市＞
・タシケント　　　　・ブハラ　　　　・ウルゲンチ　　　　・シャフリサーブス
・サマルカンド　　　・ヒヴァ　　　　・フェルガナ　　　　・テルメズ　　　　　　　　・ヌクス

観光庁長官登録旅行業第49号 JATA正会員観光庁長官登録旅行業第49号 JATA正会員
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TEL：03-5562-3381 / FAX：03-5562-3380
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総合旅行業務取扱管理者 坂田恒衛

大阪営業所：〒550-0005大阪市西区西本町1-11-7
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総合旅行業務取扱管理者 塚田雅子
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＜ウズベキスタン＞

住所 寄り駅

タシケント　5★ホテル  TASHKENT 5STAR HOTEL
インターコンチネンタル　★★★★★
INRTERCONTINENTAL

107A, Amir Temur Str., Tashkent, 700084
≪メトロ≫

ボドムゾル駅から10ｍ

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

1996年開業、13階建て全233室。市の中心部から約3km北に位置し、日本庭園もある。フィットネスセンターやビジネスセン
ター、プールなど充実した設備がある。

スタンダード、デラックス、スイート

タシケント空港から12km、タシケント駅から5km
VISA, EuroCard, MasterCard, American Express

チェックイン チェックアウト 12:00
バー、会議室、ビジネスセンター、屋内プール、サウナ、フィットネスセンター、インターネット接続、ギフトショップ

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、インターネット接続、バスローブ、ドライヤー、セーフティボックス

住所 寄り駅

タシケント　4★ホテル  TASHKENT 4STAR HOTELS
アジア・タシケント　★★★★
ASIA TASHKENT

111, Usman Nasir Str., Tashkent, 100070
≪メトロ≫

サビール・ラヒモフ駅から3km

no data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

2008年開業、全72室。タシケント空港に近いホテル。

チェックイン チェックアウト no data
バー、会議室、サウナ、スパ、プール、駐車場(無料)

エアコン、電話、インターネット接続、セーフティーボックス、テレビ、ミニバー、ドライヤー

no data
タシケント空港から5km、ユジュニ駅から500km
no data

住所 寄り駅

14:00

1999年開業、2007年改装16階建て全241室。中心部にあり便利。近くにはティムール広場、デデマン・シルクロードホテル、
ティムール博物館などがある。

チェックイン チェックアウト 12:00

マルカジィ(旧シェラトン)　★★★★
MARKAZIY(EX.SHERATON)

15 Amir Temur Str., Tashkent, 100000
≪メトロ≫

アブドゥラ・コディリ/ユーヌス・ラジャビイ駅から1km

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

タシケント空港から10km、タシケント駅から6km
VISA, EuroCard, MasterCard, American Express

エアコン、電話、インターネット接続、ミニバー、ドライヤー

シングル(172)、ツイン(50)、スタジオ(8)、エグゼクティブスイート(7)、プレジデンタルスイート(1)、ハンディキャップルーム

タシケント・パレス(旧ル・メリディアン)　★★★★
TASHKENT PALACE(EX. LE MERIDIEN)

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、会議室、ヘルスクラブ(ジム、プールテニスコートなど)

住所 寄り駅

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

56, Buyuk Turon Str., Tashkent, 100029
≪メトロ≫

ムスタキリク・マイダニ駅から200ｍ

1958年開業、2003年改装5階建て全232室。中心部にあり、目の前にはナヴォイ・オペラ・バレエ劇場がある。近くにはウズベ
キスタン歴史博物館、ツム百貨店、ティムール広場などがある。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター、会議場、ヘルスクラブ(ジム、温水プールなど)、無料駐車場

エアコン、テレビ、インターネット接続、ドライヤー

デラックス スーペリア エグゼクティブ ジュニアビジネス/ファミリースイート エグゼクティブスイートル ムタイプ

アクセス

カード

デラックス、ス ペリア、エグゼクティブ、ジュニアビジネス/ファミリ スイ ト、エグゼクティブスイ ト

タシケント空港から13km、タシケント駅から6km
VISA, MasterCard, American Express
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＜ウズベキスタン＞

住所 寄り駅

ウズベキスタン　★★★
UZBEKISTAN

45 Musakhanov Str., Tashkent, 100047
≪メトロ≫

アミール・ティムール・ヒヨボニ/ユーヌス・ラジャビイ駅から

300ｍ

タシケント　3★ホテル  TASHKENT 3STAR HOTELS

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

1974年開業、2008年改装17階建て全254室。中心部にあり、ティムール広場のすぐ側に位置する。マッサージや美容院、ギフ
トショップなどもある。近くには国際会議場、レ・グランド・プラザホテル、ティムール博物館などがある。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター、両替所、インターネット接続(Wi-Fi/ロビーにて/無料※但し制限あり)
エアコン、電話、テレビ、ミニバー、ドライヤー

スタンダード、スーペリア、スイート、グランドスイート

タシケント空港から10km、タシケント駅から5km
VISA, EuroCard, MasterCard

住所 寄り駅

ショドリク・パレス　★★★
SHODLIK PALACE

5 Pakhtakorskaya Str., Tashkent, 100011
≪メトロ≫

アリシェ―ル・ナヴォイ/パフタコール駅から200ｍ

1997年開業9階建て全107室。近くにはナヴォイ文学博物館、ムスタキリク広場、パフタコールスタジアムなどがある。

チ クイン チ クアウト14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

シングル(36)、ツイン(61)、スイート(8)、ラグジュアリースイート(2)
タシケント空港から8km、タシケント駅から10km
VISA, MasterCard

レ・グランド・プラザ(旧ブミ)　★★★
LE GRANDE PLAZA(EX.BUMI)

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、インターネット接続(Wi-Fi/無料)、両替所、会議室、フィットネスルーム

エアコン、電話、ミニバー、インターネット接続(Wi-Fi)、セーフティーボックス

住所 寄り駅

14:00
館内設備

室内設備

ル ムタイプ

2 Uzbekiston Ovozi Str., Tashkent, 100047
≪メトロ≫

アミール・ティムール・ヒヨボニ/ユーヌス・ラジャビイ駅から

200ｍ

1994年開業、2003年改装14階建て全163室。ティムール広場の傍にあるホテル。近くにはウズベキスタン・ホテル、ティムー
ル博物館などがある。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター、両替所、ATM、ギフトショップ

エアコン、電話、テレビ、インターネット接続(Wi-Fi)、ミニバー、ドライヤー

スタンダ ド デラ クス スイ トルームタイプ

アクセス

カード VISA, EuroCard, MasterCard, American Express

スタンダード、デラックス、スイート

タシケント空港から13km、タシケント駅から5km

タシケント　2★ホテル  TASHKENT 2STAR HOTEL
マリカ・タシケント　★★★
MALIKA TASHKENT

住所 寄り駅

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター。会議場、サウナ

エアコン、電話、テレビ、ミニバー

シングル(7) ダブル(15) デラックス(5)

53A, Chupon-ata Str., Tashkent, 100113
≪メトロ≫

ミルザ・ウルグベク駅から1.5km

全27室。中心部までは少し離れている。

チェックイン チェックアウト

ル ムタイプ

アクセス

カード

シングル(7)、ダブル(15)、デラックス(5)
タシケント空港から8km、タシケント駅から8km
no data
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＜ウズベキスタン＞

住所 ホテル周辺

サマルカンド　4★ホテル  SAMARKAND 4STAR HOTELS
レジスタン・プラザ(旧プレジデント)　★★★★
REGISTAN PLAZA(EX.PRESIDENT)

53, Shokhrukh Str., Samarkand, 140100 ルハバッド廟、アミール・ティムール廟、ナヴォイ公園

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

2003年開業、7階建て全165室。ビジネスセンターやフィットネスセンター、テニスコートなど施設が充実している。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、ビジネスセンター、両替所、フィットネスセンター、ギフトショップ、美容院、サウナ、プール

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、ドライヤー

シングル、ダブル、ジュニアスイート、スイート、デラックス、ロイヤルスイート、アパートメント

サマルカンド空港から6km、サマルカンド駅から6km
VISA

住所 ホテル周辺

アフロシャブ・パレス　★★★★
AFROSIYOB PALACE

2 Registanskaya Str., Samarkand, 703000 ルハバッド廟、ドラマ・音楽劇場

全278室。レギスタン通りにあるホテル。レギスタン広場へは約500ｍ。

チ クイン チ クアウト12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、カフェ、両替所、ビジネスセンター、フィットネスセンター、ギフトショップ、郵便局

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、セーフティーボックス

シングル、ダブル、ツイン、スイート、アパートメント

サマルカンド空港から7km、サマルカンド駅から10km
VISA, EuroCard, MasterCard, American Express, Diner's Club, JCB

サマルカンド・プラザ　★★★★
SAMARKAND PLAZA

住所 ホテル周辺

12:00
館内設備

室内設備

ル ムタイプ

24 Dagbitskaya - Rudaki Str., Samarkand, 140120 オリンピアスタジアム、シヨブ・バザール

2006年開業全18室。レギスタン広場までは約2km。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、カフェ、バー、ビジネスサービス、会議場、郵便局、インターネット接続(Wi-Fi)、サウナ、プール

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、インターネット接続、ドライヤー、セーフティーボックス

ツイン(5) ダブル(11) スイ ト(2)ルームタイプ

アクセス

カード

住所 ホテル周辺

ツイン(5)、ダブル(11)、スイート(2)
サマルカンド空港から4km、サマルカンド駅から4km
VISA

アジア・サマルカンド　★★★★
ASIA SAMARKAND

50 Kosh-Khavuz Str., Samarkand , 140100 レギスタン広場、ビビハニ・モスク

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

2008年開業全69室。レギスタン広場まで約500ｍ。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター、インターネット接続(Wi-Fi/ロビーにて無料)、プール、サウナ

エアコン、電話、冷蔵庫、ドライヤー、インターネット接続(Wi-Fi)
スタンダード(60)、スイート(8)、デラックススイート(1)
サマルカンド空港から6km、サマルカンド駅から7km
no data
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＜ウズベキスタン＞

住所 ホテル周辺

サマルカンド　3★ホテル  SAMARKAND 3STAR HOTELS
グランド・サマルカンド　★★★
GRAND SAMARKAND

38, Bakhodir Yalangtush Str., Samarkand, 140 100 郷土史博物館、ナヴォイ公園、グム百貨店

13:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

全30室。レギスタン広場まで約2km。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、会議設備、インターネット接続、ランドリーサービス

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、インターネット接続

シングル(4)、ダブル(3)、ツイン(15)、ラグジュアリー(6)、エグゼクティブスイート(2)

サマルカンド空港から5km、サマルカンド駅から4km
利用不可

住所 ホテル周辺

マリカ・プライム　★★★
MALIKA PRIME

1, Universitetskiy Boulevard, Samarkand, 140100 ルハバッド廟、アミール・ティムール廟

全22室。レギスタン広場から約500ｍ。

チ クイン チ クアウト14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

サマルカンド　2★ホテル  SAMARKAND 2STAR HOTEL

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、インターネット接続、マッサージ、会議場、ギフトショップ、セーフティーボックス(レセプション)

エアコン、テレビ、電話

no data
サマルカンド空港から10km、サマルカンド駅から10km
no data

住所 ホテル周辺

14:00

マリカ・クラシック　★★
MALIKA CLASSIC

37, Khamraeva Str., Samarkand, 140100 ナヴォイ公園

全26室。レギスタン広場まで約3kmと少し離れている。

チェックイン チェックアウト 12:0014:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、ビジネスセンター、インターネット接続、会議室

エアコン、電話、テレビ、ミニバー

no data
サマルカンド空港から12km、サマルカンド駅から12km
no data
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＜ウズベキスタン＞

住所 ホテル周辺

ブハラ　4★ホテル  BUKHARA 4STAR HOTELS
ブハラ・パレス　★★★★
BUKHARA PALACE

8 Navoi Str., Bukhara, 200116 グランド・ブハラホテル、ラビハウズ、マゴキ・アッタリ・モ
スク

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

1996年開業、2006年改装11階建て全223室。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、会議場、プール、サウナ、美容院、ビジネスセンター

テレビ、電話、冷蔵庫

シングル、ツイン、デラックス

ブハラ空港から5km、ブハラ鉄道駅(カガン)から12km
VISA, American Express

住所 ホテル周辺

グランド・ブハラ　★★★★
GRAND BUKHARA

8 Muminov Str., Bukhara, 200100 ブハラ・パレスホテル、ラビハウズ、マゴキ・アッタリ・モス
ク

全153室。ラビハウズまでは約900ｍ。

チ クイン チ クアウト dno data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

ブハラ　3★ホテル  BUKHARA 3STAR HOTELS

チェックイン チェックアウト no data
レストラン、ビジネスセンター(インターネット有)、フィットネスセンター、会議場、両替所、ギフトショップ、郵便局

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、ドライヤー

シングル、ツイン/ダブル、デラックス、アパートメント

ブハラ空港から5km、ブハラ鉄道駅(カガン)から12km
no data

住所 ホテル周辺

12:00

アジア・ブハラ　★★★
ASIA BUKHARA

Mekhtar Anbar Str., Bukhara, 705018 マゴキ・アッタリ・モスク、カラーン・ミナレット、カラー
ン・モスク、ラビハウズ

2006年開業、2008年改装2階建て全95室。

チェックイン チェックアウト 12:0012:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

スルタン　★★★
SULTAN

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、会議室、プール、ジム

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、ドライヤー

シングル/ダブル、ツイン、ジュニアスイート

ブハラ空港から4.5km、ブハラ鉄道駅(カガン)から13km
no data

住所 ホテル周辺

no data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

100 Bakhouddin Nakshbandi Str., 200118, Bukhara
ラビハウズ、ナディール・ディヴァンベギ・メドレセ、マゴ
キ・アッタリ・モスク

2008年開業、3階建て全12室。ラビハウズの向かいにあるホテル。中心部までは約200km。

チェックイン チェックアウト no data
レストラン、バー、ランドリーサービス

エアコン、電話、テレビ、ミニバー

スタンダード デラックスル ムタイプ

アクセス

カード

写真：スルタンホテル公式HP(www.bukhara-sultanhotel.com)より

スタンダ ド、デラックス

ブハラ空港から4km、ブハラ鉄道駅(カガン)から15km
no data
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＜ウズベキスタン＞

住所 ホテル周辺

ブハラ　2★ホテル  BUKHARA 2STAR HOTELS
リャビ・ハウズ　★★
LYABI HAUSE

N. Khusainov Str. 7, Bukhara ラビハウズ、ナディール・ディヴァンベギ・メドレセ、マゴ
キ・アッタリ・モスク

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

写真：リャビ・ハウズホテル公式HP(http://www.lyabihouse.com/)より

全22室。ラビハウズに近い。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター(インターネット有)、会議場、マッサージ

エアコン、テレビ、冷蔵庫、電話、ドライヤー

シングル、ダブル/ツイン、ジュニアスイート、スイート

ブハラ空港から5km、ブハラ鉄道駅(カガン)から14km
no data

写真 リャビ ハウズホテル公式HP(http://www.lyabihouse.com/)より

住所 ホテル周辺

マリカ・ブハラ　★★
MALIKA BUKHARA

25 Shaumyana Str., Bukhara マゴキ・アッタリ・モスク、ラビハウズ

2005年開業、全34室。ウズベキスタンのホテルチェーン「マリカグループ」の一つ。中心部までは約1.2km。

チ クイン チ クアウト dno data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

チェックイン チェックアウト no data
レストラン、ビジネスセンター、会議室、宴会場

エアコン、電話、テレビ、ミニバー

スタンダード、ラグジュアリー

ブハラ空港から5km、ブハラ鉄道駅(カガン)から15km
no data

サーシャ&サン　★★
SASHA&SON

住所 ホテル周辺

12:00
館内設備

室内設備

ル ムタイプ

3a, Eshoni pir Str., Bukhara ラビハウズ、ナディール・ディヴァンベギ・メドレセ、マゴ
キ・アッタリ・モスク

全20室。建物は16世紀に建てられたもので、室内は伝統的な装飾が施されている。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター、インターネット接続(無料/Wi-Fi有)、両替所

エアコン、テレビ、ミニバー、ドライヤー

ツイン(19) シングル(1)ルームタイプ

アクセス

カード

住所 ホテル周辺

no data

コミール　★★
KOMIL

40 Barakiyon Str., 705018 Bukhara マゴキ・アッタリ・モスク、ラビハウズ

ツイン(19)、シングル(1)
ブハラ空港から5km、ブハラ鉄道駅(カガン)から14km

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

2000年開業、全12室。ラビハウズまでは約400ｍ。19世紀の建物を改装したホテル。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、インターネット接続(Wi-Fi有)、セーフティーボックス(レセプション)
エアコン、電話、テレビ、ミニバー

ダブル、ツイン、ファミリー

ブハラ空港から5km、ブハラ鉄道駅(カガン)から15km
no data
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＜ウズベキスタン＞

住所 ホテル周辺

ヒヴァ　3★ホテル  KHIVA 3STAR HOTELS
マリカ・ヘイバック　★★★
MALIKA KHEIVAK

10, Islam Hoja, Khiva, 220900 ジュマ・モスク、パフラヴァン・マフムド廟

no data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

2008年開業、全28室。イチャン・カラ内にあり、イスラーム・ホジャ・メドレセとミナレットのすぐそばにある。

チェックイン チェックアウト no data
レストラン、インターネット接続

エアコン、電話、テレビ、冷蔵庫

スタンダード、デラックス

ウルゲンチ空港から33km
no data

住所 ホテル周辺

ヒヴァ　2★ホテル  KHIVA 2STAR HOTELS
マリカ・ヒヴァ　★★
MALIKA KHIVA

19A, P.Kori Str., Khiva, 220900 カルタ・ミナル、ムハンマド・アミン・ハン・メドレセ

-
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

2004年開業、全34室。イチャン・カラのすぐ外、オタ・ダルヴァザ門の前にあるホテル。

チェックイン チェックアウト -
レストラン、バー、ビジネスセンター、会議場、ランドリーサービス、マッサージ

エアコン、電話、テレビ、ドライヤー

no data
ウルゲンチ空港から33km
no data

住所 ホテル周辺

no data

マリカ・ホレズム　★★
MALIKA KHOREZM

1 Centre, Khiva, 220900 バフチャ・ダルヴァザ門(北門)、ヌルッラバイ宮殿

全32室。イチャン・カラの外(北側)にあるホテル。

チェックイン チェックアウト no datano data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

アジア・ヒヴァ　★★
ASIA KHIVA

チェックイン チェックアウト no data
ビジネスセンター、会議室

エアコン、電話、テレビ、ミニバー

no data
ウルゲンチ空港から32km
no data

住所 ホテル周辺

no data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

K.Yakubova Str., Khiva, タシュ・ダルヴァザ門(南門)、イスラーム・ホジャ・メドレセ&
ミナレット

2004年開業、2階建て4棟の全94室。イチャンからの外、南門のすぐ目の前にあるホテル。

チェックイン チェックアウト no data
レストラン、バー、ビジネスセンター、会議場、プール

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、ドライヤー

スタンダード(92) スイート(2)ル ムタイプ

アクセス

カード

スタンダード(92)、スイート(2)
ウルゲンチ空港から33km
MasterCard, Maestro
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＜ウズベキスタン＞

住所 ホテル周辺

アルカンチ　★★
ARKANCHI

10 Pahlavan Mahmud Str., Khiva, 220900 ムハンマド・アミン・ハン・メドレセ、パフラヴァン・マフム
ド廟

1993年開業、2010年改装2階建て全41室。イチャン・カラ内にあるホテル。

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

オリエント・スター(旧メドレセ)　★★
ORIENT STAR(EX.MADRASSAH)

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ランドリー、駐車場

エアコン、テレビ、ミニバー

ダブル(3)、ツイン(32)、シングル(4)、トリプル(2)
ウルゲンチ空港から33km
利用不可

住所 ホテル周辺

no data
館内設備

室内設備

1, Pahlavan Makhmud Str., Khiva, 220900 カルタ・ミナル、アルカンチ・ホテル

19世紀半ばに建てられた、2000年改装全61室のホテル。イチャン・カラ内のムハンマド・アミン・ハン・メドレセ内にある。昔
のメドレセの学生の部屋をそのまま使用している。

チェックイン チェックアウト no data
レストラン(他のメドレセ内)

エアコン、電話、テレビ

ルームタイプ

アクセス

カード

ウルゲンチ　3★ホテル  URGENCH 3STAR HOTEL
ホレズム・パレス　★★★
KHOREZM PALACE

ツイン(36)、ダブル(25)
ウルゲンチ空港から33km
no data

住所 ホテル周辺

14:00
館内設備

室内設備

ル ムタイプ

2 Al-Beruniy Str., Urgench , 220100 アル・ホレズミ広場、アカデミー・ドラマ劇場

2002年改装2階建て全103室。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、バー、ビジネスセンター(インターネット接続/Wi-Fi有)、会議場、フィットネスクラブ

エアコン、電話、テレビ、ミニバー

シングル(64) ダブル/ツイン(37) アパ トメント(2)ルームタイプ

アクセス

カード

フェルガナ　3★ホテル  FERGANA 3STAR HOTELS
クラブ・ホテル777　★★★
CLUB HOTEL 777

シングル(64)、ダブル/ツイン(37)、アパートメント(2)
ウルゲンチ空港から5km、ウルゲンチ鉄道駅から3km
no data

住所 ホテル周辺

14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

エアコン、電話、テレビ、ミニバー、ドライヤー

バンガロー(6) スタンダード(15) スイート(9) アパートメント(1) ヴィラ(1)

7a Pushkin Str., Fergana, 712000 アル・ファルガニー広場、郷土史博物館

2002年開業、2004年改装2階建て全32室。

チェックイン チェックアウト 12:00
レストラン、ビジネスセンター、会議室、プール、サウナ、マッサージ

ル ムタイプ

アクセス

カード

バンガロー(6)、スタンダード(15)、スイート(9)、アパートメント(1)、ヴィラ(1)

フェルガナ空港から3km、フェルガナ1鉄道駅から4km
利用不可
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＜ウズベキスタン＞

住所 ホテル周辺

アジア・フェルガナ　★★★
ASIA FERGANA

26 A.Navoi Str., Fergana, 150100 アル・ファルガニー広場、郷土史博物館

2003年開業、2011年改装3階建て全57室。

12:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

チェックイン チェックアウト 14:00
レストラン、カフェ、会議場、サウナ、プール

エアコン、テレビ、ミニバー、電話、ドライヤー

スタンダード、スイート、エグゼクティブスイート

フェルガナ空港から4km、フェルガナ1鉄道駅から3km
利用不可(ウズベキスタン国内のクレジットカードのみ利用可)

シャフリサーブス　2★ホテル  SHAKHRISABZ 2STAR HOTELS

住所 ホテル周辺33, Degbitskaya Str., Samarkand, 140120 マリク・アシュタール・モスク、アク・サライ宮殿跡

オリエント・スター　★★
ORIENT STAR

2001年開業全31室。近くにはティムール像がある。

チ クイン チ クアウト14:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

シャフリサーブス・スター　★★
SHAKHRISABZ STAR

バー、ビジネスセンター、会議場、両替所、ギフトショップ、インターネット接続(Wi-Fi/ロビーにて無料)
エアコン、電話、テレビ、ドライヤー

シングル、ツイン

 -

no data
チェックイン チェックアウト 12:00

no data

住所 ホテル周辺

14:00
館内設備

室内設備

ル ムタイプ

2, Ipak Yuli, Shakhrisabz, 731700 アク・サライ宮殿跡

2009年開業3階建て全50室。

チェックイン チェックアウト 9:00
エレベーター、レストラン、サウナ

 -

シングル ツイン ラグジ アリ アパ トメントルームタイプ

アクセス

カード

テルメズ　4★ホテル  TERMEZ 4STAR HOTEL
メリディアン　★★★★
MERIDIAN

シングル、ツイン、ラグジュアリー、アパートメント

 -

利用不可

住所 ホテル周辺

15:00
館内設備

室内設備

ルームタイプ

23, Alpomish Str., 732010, Termez バザール

2005年改装全50室。中心部からは約1km。アフガニスタンとの国境までは約9km。

no data
チェックイン チェックアウト 12:00

レストラン、バー、会議場、宴会場、フィットネスセンター、ギフトショップ、両替所、コピー&プリント&インターネットサービ

エアコン、ミニバー、テレビ、電話

シングル(16)、ダブル/ツイン(28)、ラグジュアリー(6)
アクセス

カード

テルメズ空港から7km、テルメズ鉄道駅から2km
利用不可(ウズベキスタン国内のクレジットカードのみ利用可)
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＜ウズベキスタン＞

住所 ホテル周辺

ヌクス　2★ホテル  NUKUS 2STAR HOTELS
ジペク・ジョリ　★★
JIPEK JOLI

29 N.Saraev Str., Nukus, Karakalpakstan 230100 -

no data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

no data
カフェ、インターネット接続、ランドリーサービス

テレビ、ドライヤー

スタンダード、ラグジュアリー、VIP
-
no data

全19室。ジペク・ジョリは「シルクロード」を意味する。

チェックイン チェックアウト

住所 ホテル周辺

ヌクス　★★
NUKUS

4, Lumumbi  Str., Nukus, Karakalpakstan 中央郵便局、サヴィツキー芸術博物館

全36室。中心部にある。

no data
館内設備

室内設備

ルームタイプ

アクセス

カード

チェックイン チェックアウト no data
レストラン、両替所、駐車場

エアコン、テレビ

スタンダード、エグゼクティブ、アパートメント

-
no data
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