安心安全の快適環境。
セキュリティゲートで分けられた
男女別ベッドルームエリア。

秋葉原駅徒歩３分
洗練されたデザインと快適さを追求した
ワンランク上のカプセルホテル

安心安全にお過ごしいただく為、セキュリティエレベーター、
セキュリティドアによってベットルームエリアへの入室管理を
行なっております。ベットルームには睡眠工学に基づいて開
発したオリジナル寝具、加湿器、空気清浄機などが心地よい

上野

AOKI

JR 総武線

表面の多数の凹凸が効果的に耐圧を分散します。睡眠中に

スタンダードカプセル

スタンダードなカプセルベッドに機能性オリジナルマットレ
スを採用。コンパクトでありながら必要なアイテムを備え
ました。
カプセルベッド /24 インチ TV/ オリジナルマットレス

電気街口

秋葉原駅

合繊掛け布団 / 枕 / 電源コンセント /USB 差込口 / 無料 Wi-Fi

昭和通り口

東京

睡眠工学に基づく２層構造のオリジナルウレタンマットレス。

STANDARD CAPSULE

ヨドバシカメラ

秋葉原
ラジオ会館

GLANSIT×東京西川 共同開発オリジナルマットレス
「体圧分散」
「寝姿勢保持」で極上の睡眠を。

東北・上越新幹線

中央通り

2-9F

JR山手線・京浜東北線

秋 葉 原 UDX

銀座線 末広町駅
ドン・
キホーテ

眠りをサポートいたします。

ACCESS

JR 各線 秋葉原駅 電気街口（改札）
東京メトロ 日比谷線 秋葉原駅 ３番出口
つくばエクスプレス 秋葉原駅 A1 出口
東京メトロ銀座線 末広町駅 1 番出口

プライベートスペースが
備わった個室タイプ

徒歩３分
徒歩５分
徒歩５分
徒歩２分

PRIVATE CAPSULE

血行を妨げにくくする効果が期待され、身体への負担を軽減

プライベートカプセル

します。下層ウレタンにはハード素材を用いて寝姿勢を支え、
バランスのとれた寝姿勢曲線を維持します。

Point. 1 点でささえる

サイドデスクと専用ロッカーを備えた個室タイプ
のカプセル。快適性を追求したプライベート空間
はビジネスでのご利用に最適です。

Point. 2 自然な寝姿勢をキープする

カプセルベッド / サイドデスク / 専用ロッカー /32イ
ンチTV/ 高級オリジナルマットレス / 合繊掛け布団
枕 / 電源コンセント /USB 差込口 / 無料 Wi-Fi

表面の多数の凹凸が効果的に耐圧を分散します。

ベース部が身体をしっかり受け止め、自然な寝姿勢を

睡眠中に血行を妨げにくくする効果が期待され、

キープします。体圧を分散することで寝返りもスムーズ

身体への負担を軽減します。

にでき、リラックスした深い睡眠をサポートします。

PRICE
休 憩
プラン
宿 泊
プラン

※ご利用はフリースペースのみ
※カプセルベットは３時間からのご利用となります。

チェックイン 17:00〜／チェックアウト 翌 10:00

17 時間 ¥ 3,500〜

03-3526-3818

プライベートカプセル

※料金は参考価格です。曜日やシーズン、
宿泊プランによって変動いたします。

※全て税別表記です。※料金は曜日やシーズンにより異なる場合がございます。

プライベートカプセルに上下２つのカプセルベッド
を備えた個室タイプ。ご家族 、ご友人との滞在に
おすすめです。※ 男女でのご利用はできません。

fax. 03-3526-3819 mail. akihabara@glansit.jp
グランジット
公式 HP

検索

http://glansit.jp

※当パンフレット内で使掲載している写真にはイメージ画像が含まれます

TWIN CAPSULE

ツインカプセル

１０１-００２１ 東京都千代田区外神田４-４-６（秋葉原 UDX 前）

終日受付

1 時間 ¥ 980 〜

TEL

2017.10.17 GRAND OPEN

カプセルベッド 2 床 / サイドデスク /32インチTV
オリジナルマットレス / 合繊掛け布団 / 枕 / 電源コン
セント /USB 差込口 / 無料 Wi-Fi
※専用ロッカーは別エリアにございます。

タイムユースも宿泊も
いつでも２４時間簡単チェックイン
終電を逃した 深 夜でもスピーディーにチェックイン可能な

「スマートチェックインシステム」を採用。ビジネスでの出張や

東京観光の拠点として、またカラダを癒す休息の場としても
ご利用用途に合わせてプランをお選びいただけます。

B1F

10F

大浴場＆ジェットバスでリフレッシュ

B1F

10F

男女エリア別 フリーラウンジ

出張・ビジネスの合間に

観光の拠点に

終電後の宿泊に

休憩・仮眠に

入浴・シャワーに

ライブ遠征に

10F

女性専用 パウダーエリア

無料サービス

フリードリンク / 新聞・雑誌・書籍 / 高速 Wi-Fi

寝具 / 客室設備

オリジナルマットレス / 合繊掛け布団 / 枕 / テレビ / 電源コンセント
USB 差込口 / 照明機器 / セキュリティロッカー

レンタルアイテム

昼の１２時〜翌朝１０時までご利用いただける男女別フロアの

大浴場。足を伸ばしてゆったりできる大浴場とシャワーブース

を完備。さらに男性大浴場にはジェットバスを備え、快適性を

高めました。

※時間外は清掃・浴場機器メンテナンスのため、ご利用いただけません。

自由にご利用いただけるフリーラウンジには、種類の豊富なフ
リードリンクの他、新聞 、雑誌・最新書籍などを取り揃えており

ます。高速 Wi-Fi 完備でデスクワークにもご活用いただけます。
クリーンテーブルを設置した喫煙ルームも併設しております。

洗顔しやすいよう大きめに作られた洗面台に、化粧水・乳液な
どの基礎化粧品やドライヤー、ヘアアイロンもご用意しており
ます。女性ゲストの「あったらいいな」を取り揃えたパウダー
エリアです。

パブリックスペース

クレジットカード

枕（高低）/ 毛布 / 各種充電器 / ヘアアイロン / 鏡 / タブレット PC

大浴場 / ラウンジ / パウダーエリア / 喫煙ルーム / ランドリー

VISA / Master / JCB / American Express / Diners Club
Union Pay

10F

女性専用エリア

・大浴場
・ラウンジ
・パウダーエリア
・喫煙所

2-9F

ベッドルームエリア

（男女階層別）

国内ブランドのシャンプー類

シェービングセット

ランドリー

充実のフリードリンク

本格豆挽きコーヒーサービス

タブレットPC 無料レンタル

化粧水・乳液

ヘアドライヤー

ヘアアイロン

1F

無料アメニティ

館内販売アイテム

DHC オリーブゴールドシリーズ

ルームウェア / バスタオル / フェイスタオル / ボディタオル / 歯

パン、菓子類、清涼飲料水、アルコールなどの飲食物や、

無香料・無着色・パラベンフリー、天然成分配合

ブラシ / スリッパ / くし / ブラシ / カミソリ / シャンプー / コン

下着、靴下、ストッキング、コンタクト保存液など身の回りの

ディショナー / ボディソープ / スキンケア用品（女性用）

必需品を館内で販売しております。

※ルームウェア・タオルの追加、交換は有料となります。

着色料やパラベンなどお肌の負担となる成分をなくし、
刺激に敏感な方でも安心してお使いいただけるよう
天然由来の成分を配合。お肌へのやさしさにこだわりました。

・ロッカーエリア

フロント

B1F

男性専用エリア

・大型クローク
・ドリンク自販機
・アメニティ販売
・大浴場
・ラウンジ
・喫煙所

