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VALUE THE HOTEL
Higashimatsushima Yamoto

バリュー・ザ・ホテル東松島 矢本

宮城

バリュー・ザ・ホテル東松島 矢本
〒981-0504　宮城県東松島市小松字谷地 215 番地

 Tel．0225-84-1567　Fax．0225-84-1568

　▲JR 仙石線矢本駅から 1.5km　徒歩 19 分、車で 5 分
　　19min. from JR Yamoto Station by walk,5min. by car

▲三陸道矢本 IC から車で 1 分
　　 1min. from Sanriku Expressway(Yamoto Exit )by car

近隣施設：徒歩圏内にイオンタウン、コンビニ有り 

http://www.valuethehotel.jp/yamoto

【バリュー・ザ・ホテル一覧】
バリュー・ザ・ホテル広野

バリュー・ザ・ホテル仙台名取
バリュー・ザ・ホテル古川 三本木

バリュー・ザ・ホテル石巻

心輝き　自然輝く　東松島

【ブルーインパルス】
東松島市の上空を舞うブルーインパルス
青と白にカラーリングされた機体達が、

大空で展開する一糸乱れぬフォーメーション、
ダイナミックなソロ演技、

次から次へ繰り広げられる
脅威のパフォーマンスは初めて観る人には

驚きの連続に違いありません
戦闘機・軍用機ファンの方々は特に必見です

【ブルーインパルス】
東松島市の上空を舞うブルーインパルス
青と白にカラーリングされた機体達が、

大空で展開する一糸乱れぬフォーメーション、
ダイナミックなソロ演技、

次から次へ繰り広げられる
脅威のパフォーマンスは初めて観る人には

驚きの連続に違いありません
戦闘機・軍用機ファンの方々は特に必見です

【鷹来の森運動公園】
屋外運動場 4 面、野球場、多目的運動場 2 面の

広々とした運動公園
ホテルから車で約 5 分です

【鷹来の森運動公園】
屋外運動場 4 面、野球場、多目的運動場 2 面の

広々とした運動公園
ホテルから車で約 5 分です

観光地 -Tourist spot-

スポーツ施設 -Sport facility-

【松島】　- 日本三景 -【松島】　- 日本三景 - 【奥松島】　- 遊覧船 -

215 yachi aza komatsu higashimatsushima miyagi,981-0504 Japan

↓館内で割引券配布中↓



AED
Automated External Defibrillator

自動体外式除細動器

Front
フロント

Conference
貸会議室

Vending Machine
自動販売機

Loundry
ランドリー

Restaurant
レストラン

Lounge
ラウンジ

バリュー・ザ・ホテル公式キャラクターバリュー・ザ・ホテル公式キャラクター

バリューちゃんバリューちゃん

バリュー・ザ・ホテル東松島 矢本が

選ばれる　　　　　ポイント

バリュー・ザ・ホテル東松島 矢本が

選ばれる　　　　　ポイント５つの５つの
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矢本ICから約1分。
ホテルのお隣はイオンタウン♪

矢本ICから約1分。
ホテルのお隣はイオンタウン♪

オートロックでセキュリティ万全Wifi 環境Wifi 環境

ご朝食は日替わりで
営業時間が6:00～9:00

バイキングで一日の活力を！

ご朝食は日替わりで
営業時間が6:00～9:00

バイキングで一日の活力を！

オートロックでセキュリティ万全

ご予約

待ってるっちゃ♪

～お客様の安心安全のために～

当ホテルではお客様が安心、安全に

ご宿泊いただけるよう AED を設置しております。

バリュー・ザ・ホテル東松島 矢本
Value The Hotel Higashimatsushima Yamoto

シングル・ツイン・トリプル・バリアフリールームご用意の全423室

FacilityRooms

アルコールドリンク・スナック・煙草
ジュース・新聞・カップ麺を販売

アルコールドリンク・スナック・煙草
ジュース・新聞・カップ麺を販売

56台もあるから待ち時間なし !!
女性専用のランドリーも完備

56台もあるから待ち時間なし !!
女性専用のランドリーも完備

大駐車場を完備しているから
大型バスも大型トラックも楽々駐車♪

大駐車場を完備しているから
大型バスも大型トラックも楽々駐車♪

朝食  6:00 ～ 9:00
夕食 18:00 ～ 21:00
朝食  6:00 ～ 9:00
夕食 18:00 ～ 21:00

Single Room

Twin Room

Triple Room

Impediment Remobal Room

客室数390室（喫煙 308室 / 禁煙 82室）
広さ 11.8 ㎡　 ベッドサイズ 110㎝×195 ㎝
11.8 ㎡の空間を最大限に無駄なく利用した
落ち着きのある空間。

客室数 25室（禁煙 25室）
広さ 23.6 ㎡ 　110 ㎝幅のベッド 2台。
ハリウッドツイン（110㎝ +110 ㎝で 220 ㎝のダブル）
としてもご利用いただけます。
バス・トイレ・洗面台は各 2つご用意しております。

客室数 7室（全室禁煙）
広さ23.6㎡ 　ベッドサイズ120㎝×195㎝のベッド2台と
ソファーベッド 1台。
バス・トイレ・洗面台は各 2つご用意しております。

客室数 1室（禁煙）
広さ 19.8 ㎡ 　ベッドサイズ 110㎝×195 ㎝
「お身体の不自由」な方も安心のバリアフリールーム。

・テレビ
・冷蔵庫
・個別空調設備
・ドライヤー
・ユニットバス
・スタンドミラー

・ハンガー
・電気ケトル
・お茶、ほうじ茶
・ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー
・カミソリ、歯ブラシ、ヘアブラシ、綿棒
・フェイスタオル、バスタオル、バスマット、ガウン客室設備

～ご予約制～～ご予約制～24時間ご対応いたします24時間ご対応いたします

打合せやご面会にご利用ください打合せやご面会にご利用ください


