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１． スーパーホテル 札幌すすきの 

・ 今回は北海道のバイク旅の途中宿泊しました。バイク旅に行く際は必ずスーパーホテルを利用していま

す。部屋が綺麗、朝食が美味しい、温泉があるといった事がいつも利用している理由です。チェックイ

ンの手続きでは研修中のＫさんという女性に応対して頂きました。笑顔がとても可愛くてとても好印象

でした。又お会いできる日を楽しみにしています。 
 
・ いつも使わせてもらっています。男女時間別の温泉があるのが良いですね。また、先日宿泊した際、朝

ごはんを食べようとエレベーターから降りるとフロアにはカレーの香りが。「カレーなんて無いのに不思

議だな」と思いつつ行ってみると、今までメニューには無かった「スープカレー」が用意されていまし

た。沢山の野菜が入っていて美味しかったです。準備が大変でしょうが、また作ってください。 
 
・ 今回初めて札幌を訪れましたが、道がややこしくて、目的地の場所が分からなく困っていたとき、フロ

ントの方が親切に対応していただいたお陰で、テレビ塔やお土産屋にたどり着け、とても助かりました。

また利用したいと思います。 

２． スーパーホテル 旭川 

・ 近出張時に利用していますが、予約時にいびきがひどいため、角部屋を用意してほしいとリクエスト

したら、その通りに部屋を用意してくれました。フロントの方も挨拶やお客様に対する対応もよく、何

回でも利用したくなるホテルです。 
 
・ スーパーホテルさんをこのたび初めて利用させてもらいました。都市間バスで旭川入りをしましたが、

駅から離れていて歩道もせまく雪道不安になり、ホテルに電話して場所を確認しました。ホテルは親切

なスタッフといろいろ配慮された設備に感動しました。割安にするために工夫されていながらも、浴場

や朝食サービスもあり、部屋の雰囲気も落ちつけとても満足でした。浴場の広さや食堂の広さは値段を

考えると妥当ではないかと思います。旅の疲れを癒してもらったかんじです。 
 
・ 旭川に宿泊する時はスーパーホテルに決めています。チェックインする時も迎え方が 高で仕事の疲れ

が吹き飛ぶし、朝も元気良く親切、部屋は空気清浄機・携帯充電器・好みの枕・寝心地良いベッドに布

団…温泉まであって又身体に良い水…これだけ気持ち良く宿泊出来て値段が安く、他のホテルに宿泊出

来なくなりました。 

３． スーパーホテル 函館 

・ フロントの方の対応も、とても素敵な笑顔に「お帰りなさい」との声かけに、とても心地よい響きがあ

りました。 
 
・ 案内してくれた裏夜景を見てきました。函館山から見る夜景とは味わいが違って、すごく良かったです。

案内してくれたお姉さん、ありがとうございました！函館にまた来る時は、是非利用しますね。 
 
・ 今回２回目の利用になりますが、初めて泊まった時同様、スーパーホテルは 高だと思います。スタッ

フの方々の対応も大変良く、部屋は清潔、そして無料の朝食バイキングがとても満足！美味しくて感激

してました。また泊まりたい！と思えるお気に入りのホテルです。次回も絶対泊まりま～す♪ 

４． スーパーホテル 釧路駅前 

・ 釧路にお邪魔する時は、必ずこちらでお世話になっております。家の状況を良く知ってくださるスタッフの方々

の笑顔に迎えられて見送って頂いて気持ちが元気な時だけでなく、寂しさでいっぱいの時でさえも包み込んで

下さる温かさが本当にありがたいです。是非また利用させて頂きます。 
 
・ スタッフの皆さま、長い間、大変お世話になりました。人生何があるか分かりませんね、主人の突然の入院

により、当ホテルにチェックイン。主人の様子、一人のホテル生活も不安でした。スタッフの顔も一日一日

憶え、挨拶などで言葉を交わすことで家に帰るような気持ちになりました。今日（１８日）退院します。こ
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の日が来るとは思えない日々でした。さりげない声かけ、心強かったです。たくさんの支えに感謝！ 
 
・ 今年の夏も釧路駅前店でお世話になる事が出来ました。こちらにお邪魔するときはいつも特別な思いを

抱いております。アイスホッケーに打ち込みたい娘を送り出し、たった三ヶ月間離れていただけなのに

とても言葉にできない気持ちでおりました。また娘とのしばらくの別れが来ると思うと心が重くなりま

すがそんな時にスタッフの方々の「お帰りなさい」の言葉とふわっと笑ってくださるお顔に慰められて

いました。とても感謝しています。 

５． スーパーホテル 釧路 

・ 知人と待ち合わせの為、１F ロビーで椅子に座っていたのですが、フロントのスタッフの方々が、どん

な時でも笑顔で元気に対応していた姿が大変印象的でした。また「行ってらっしゃいませ」、「お帰りな

さいませ」の声かけも嬉しいですね。 
 
・ 全国のホテルを利用していますがこちらのスーパーホテル釧路店の心のこもった接客は一番素晴らしい

もので驚かされました。男女スタッフ共におもてなしの心を感じました。接客というレベルではなく人

の心を感じます。同じ接客業（営業）の立場としてどのような教育をされているのか釧路店の経営者様

に是非お伺いしたいと思います。次回は宿泊も兼ねてお話を聞かせてください。 
 
・ 釧路店、 高ですね。もう何回もリピートしています。今回は、１，０００円キャッシュバック頂きま

した。嬉しい。お帰りなさいませの挨拶や、パジャマの手渡し、エレベーターのボタンを押してくれる

など、心遣いがステキです。スタッフさんが皆さん美人！！ 

６． スーパーホテル 北見 

・ 家族旅行で初めて利用しました。部屋は少し狭いのですが、初めてのロフト付きで楽しめました。夕食

付きのプランで、近くの焼肉店で思う存分食べ飲みできました。特筆すべきは朝食で、とても無料とは

思えません。種類、味も非常に満足できるものでした。また、スタッフもテキパキと笑顔を絶やさず非

常に好感が持てました。また利用したいと思います。 
 
・ サロマ湖ウルトラマラソン参加で利用。部屋へ入るなり TV 番組表を見るとその余白部分にサロマ湖ウ

ルトラマラソン参加者へ対しての心温まるメッセージがありました。とてもとても感動しこのホテルは

他と違うなとすぐ思いました。ホテルを探すことが出来なくて駅前の他のホテルの方へスーパーホテル

様の場所を尋ねたらとても親切に教えて頂きました。来年はそちらの方へと思いましたがやはりスー

パーホテル様にお願いしようと思っています。 
 
・ 朝食の返却時、私が右腕を湿布していたのを見て、すばやく私に代わって返却して下さった。小さなこ

とですが、ありがとう！ 

７． スーパーホテル 青森 

・ 飲み会で宿泊しました。チェックイン時、アテンダントの方達は皆さんお若く、爽やかな笑顔に癒され

ました♪支配人らしき男性は自らアメニティを案内してくれたりと対応が丁寧でしたgood！！無料の朝

食バイキングの人気のとろろご飯は本当に美味しかったので、早起きした甲斐がありました☆自販機

カップドリンク朝食時は無料はユニークで良いですね♪また、朝食係の方が片付けはセルフにも関わら

ずお盆を片付けてくださり、またまた感激。価格はリーズナブルなのに、至れり尽くせりで大満足のホ

テルでした。また是非利用させて頂きます！！有難うございました☆ 
 
・ インターネットでの早割りで予約しました。スタッフの方の対応がよく、気持ちよく利用できました。

特に笑顔が素敵で、また利用したいと思います。枕を選べたり、女性限定のプレゼントなど、一泊する

だけなのに、とても得した気分でした。安かったし。お部屋も綺麗で満足できました。 
 
・ 手書きのメッセージ（裏面テレビ欄右下）がとても温かみがありますね。朝食もとっても美味しかった

です。エコに配慮されているのも良いですね。是非次回も利用したいです。 
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８． スーパーホテル 十和田 

・ フロントの方々の笑顔が素敵でした。部屋も綺麗で居心地良かったです。あと、エレベーターでベッド

メイキングの方と一緒になった時にすごく明るくてこっちまで明るくなってしまいます。私も頑張りま

すので、皆さまも頑張って下さい。See you again！なんつって。 
 
・ 支配人、副支配人、スタッフの皆さまへ、１泊や２泊ではわからない、細やかな気配りや毎日の笑顔で

接してくれて言葉をかけてくれることに、とても温かさを感じました。 
 
・ 十和田市現代美術館に行く目的で利用しました。美術館へも歩いて行ける距離で、日中、夜のライトアッ

プと２回楽しめました。ホテルの接客も良かったですし、温泉も小さめながらも良いお湯でした。朝食

は多少混み合いましたが、そんなこと気にならないくらい美味しい食事でした（無料ってところが 高）。

また利用したくなるホテルです。 

９． スーパーホテル 弘前 

・ 昨年娘の受験で震災にあったときにとてもよくしていただき、昨年入学の際、今年の引っ越しでも利用しま

したが、風邪で通院という時にも病院を調べて電話確認してくれたり、毛布を貸してくれたりとても親切な

対応に感動しました。これからも卒業するまで弘前に来たら利用したいと思いました。声かけも優しく丁寧

な対応に高級旅館のような気持ちになれました。 
 
・ 弘前店の副支配人の対応は昨今でも格別です。女性の方々にも皆良くしていただき、とても良いところ

でした。昔の長泉の支配人を思い出します。また利用するのを楽しみにしたいと思います。 
 
・ 認知症の主人と宿泊。主人が初日の夜中にホテルの外へ出てしまい、私が気付いたのは４時頃でした。

姉夫婦に連絡をとり、交番に連絡をして捜索してもらい、５時間過ぎて交番から連絡が入り、近くのホ

テルに入ったということで確認を取り、無事帰りました。その間、ホテルのフロントの方など大変親切

にしていただきました。笑顔の接客、安心感がありました。本当にありがとうございました。 

１０． スーパーホテル 八戸長横町 

・ 八戸の花火大会で利用させていただきました。少し早い到着でしたがフロントの対応はとても親切で丁

寧、入浴剤等のサービスは嫁は喜んでいました。花火会場の行き方も地図で詳しく説明していただき感

謝しております。朝食はこんな安い金額なので期待してませんでしたが、とても美味しくいただきまし

た。車ではとても分かりやすい立地で、また必ず利用すると思います。ありがとうございました。 
 
・ スタッフの方がチェックイン時、対応してくれました。お二人とも素敵な笑顔と対応をされていて本当

に気持ちが良かったです。初めての利用だったので朝食の説明などもしてくれたし、会社名での手書き

の領収書も快く受けて下さって、本当にありがとうございました。 
 
・ 都合により、急遽、宿泊させて頂いたのですが、丁寧に対応して下さり、ありがとうございました。ま

たチェックインが１２時を過ぎてしまったのですが、フロントの方が待っていてくださって、更に温か

い言葉を掛けてくださり、本当にありがたかったです。機会があれば、また利用したいと思います。お

世話になりました。ありがとうございました。 

１１． スーパーホテル 八戸天然温泉 

・ 温泉で肌がツルツルになり大満足です。朝食のパンがとてもおいしかったし、飲み物も自販機から自由

に選ぶことができ、飲み物の種類が豊富でよかった。夕食を食べる場所を紹介してもらったのですが、

とても美味しい場所を教えてもらい、美味しい食事といい思い出ができました。ありがとうございます。

また八戸に行く機会があったら絶対に泊まりたいです。 
 
・ 初めてスーパーホテルを利用したのですが、考え抜かれた合理的なシンプルさと接客の良さに感激しま

した。何かがないことで、物足りない感は、全くなく、むしろ清々しく過ごせました。ホテル業界唯一
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のエコファースト企業というのも納得です。お陰でこうしてリーズナブルに利用させてもらえ、感謝で

す。寝具には良いし、部屋でネットもすぐ使えるし、枕や椅子も使い易い上、温泉まであって、言う事

ありません！なくてよいサービスと、あってほしいサービスのバランスが、ほんと、良かったです。あ

りがとうございました。 
 
・ スタッフの方々皆様応対が素晴しい。中でもＫ様の行き届いた気配り、明確な受け答えは感動しました。

スーパーホテルは全国展開しているので旅の時は是非利用したいと思いました。 

１２． スーパーホテル 盛岡 

・ スーパーホテルというホテルの名前には似合わない素晴らしい対応でした。スタッフの方の対応が、と

ても親切で気持ちよく、高級ホテルのようでした。部屋に空気清浄機があったのも感動です。とにかく

スタッフの方に感謝です。ありがとうございました。 
 
・ お世話になっています。盆の交通渋滞（５０km）で到着が深夜になったにも関わらず男性のフロントの

方は笑顔でどこにもない 高のお出迎え、本当のおもてなしを受けました。年間５～８回仕事やプライ

ベートでも宿泊しています。御社の益々の発展と進化を期待しています。スタッフの皆様頑張ってくだ

さい。 
 
・ 部屋も想像以上に良く快適でした。盛岡「お持て成しの心」、それを肌で感じる宿でした。ビジネスホテ

ルというより「おもてなしの旅の宿」、ぜひまた利用したいと思います。 

１３． スーパーホテル 仙台・広瀬通り 

・ フロントにいつも笑顔の女性が、むかえてくれると、家に帰って来たような安らぎさえ感じます。安い

料金でお風呂もあり、サービスも行き届いており、何度でも利用したいホテルです。 
 
・ 御社の経営理念はこれからのビジネスホテルのあり方に大きな一石を投じられました。スタッフの方々

が生き生きしておりました。社員満足度の高さこそ一流企業の証です。またお世話になります。 
 
・ 去年の暮れに、八戸のスーパーホテルさんを利用させて頂いた際、とても対応がすばらしかったので、

今回も仙台に買い物に来ると決めたとき、すぐ御社を選びました。八戸もですが、当スーパーホテルの

スタッフの方々にも笑顔で迎えてくださり、気持ちよく買い物できました。ありがとうございました。 

１４． スーパーホテル 仙台・国分町 

・ 接客対応、設備、言葉づかい、全てにおいて素晴らしいホテルだと思います。細やかな心配りがお客に

届けばリピートにつながると思います。気持ち良く利用させて頂き感謝いたします。今後もぜひ継続さ

せていってほしいと願います。 
 
・ 野球観戦のため、娘と一緒に宿泊させていただきました。利用するたびに思うのですが、素晴らしいサー

ビスと接客で心地よさを感じます。大浴場にも感動しました。疲れが癒されました。 
 
・ 仙台への出張で利用しました。電話対応もフロント対応もとても丁寧で良い印象を受けました。部屋も

広めで清潔感があり、快適に過ごせました。朝食も不満のないレベルでおいしくいただきました。やは

りスーパーホテル系列はハズレがなくて安心しますね。コストパフォーマンスも優れていると思います。 

１５． スーパーホテル 山形駅西口天然温泉 

・ 優しさあふれる笑顔に疲れも癒され、 高の一夜を過ごしました。 
 
・ ６７歳、スーパーホテルの案内書をカバンに入れて旅をしています。明日は青森です。貴社の発展を祈っ

ております。アリガトウ。 
 
・ 山形の実家帰郷の前に友達との待ち合わせのために宿泊させていただきました。フロントでチェックイ
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ンの手続きをするとチェックアウトはいつでも OK なのがとっても快適でした。大阪で一度宿泊しまし

たが、今回の山形でも地方色豊かな無料サービスの朝食がありがたかったです。思っていたよりもゆっ

たりと食することができました。部屋の広さはぜいたくでなく、こじんまりとコンパクトに綺麗に清掃

されていて気持ち良かったです。女性用のアメニティグッズ、重宝しました。スタッフの皆さん、どな

たも元気よく挨拶されていましたので、また、お世話になりたい宿泊ホテルとなりました。 

１６． スーパーホテル 宇都宮 

・ 「靴を脱いで部屋に入る」日本人には良いですね。やはり家に入る感じでリラックスできます。それと

ベッドの寝心地がとても良かったです。見た目もベッドの低さが部屋を広く感じさせます。支配人さん、

副支配人さん、他のスタッフの皆様の温かい笑顔、とても素晴らしいホテルですね。 
 
・ 今月は子どもたちの遠征の付き添いで宿泊しました。ここまで素晴らしいスタッフがいるビジネスホテ

ルは初めてです。笑顔、気遣い、心遣い、見ていて気持ちよいし、こちらも笑顔とパワーが出るような！

また利用したいと思います。スタッフの皆さんに、「ありがとう」と言いたいです。 
 
・ 入館早々に荷物の多かった私を見てとても丁寧に優しく接してくださって 初から「やられたー！」と

嬉しくなりました。アメニティやパジャマを渡してくれる時に「お手荷物を増やしてしまって申し訳な

いのですが」と断りを入れてくれるのも気遣いが感じられて良かったです。また外出して戻った際エレ

ベーターを待っていた時にお声掛けをしてくださり他のホテルではあまり感じられない家族感のような

ものを実感しました。皆さん笑顔で気持ち良かったです。次又宇都宮に来る事があれば絶対利用させて

もらいます。 

１７． スーパーホテル 小山 

・ 支配人の人柄に習ったようにフロントの皆さんがとても気遣いがあり、気持ちよく泊まらせて頂いてい

ます。 
挨拶も皆さん必ず声を掛けてくださる。また利用したいと思います。 

 
・ スタッフの方々の御対応、コンセントの数や位置を含めた室内の設備、空調、LOHAS への取り組みも

様々な面で感心し安心し、その結果快適なステイができました。特に館内を歩く際、私服に着替えなく

とも良いことを、知らせることなど、館内すべてを「ウチ」の空間としているホスピタリティには感激

いたしました。 
 
・ ８月も２泊お世話になりましたが、今回は４泊お世話になりました。チェックインのとき「いつもご利

用いただきありがとうございます」とフロント係の方に笑顔で言われたことは、いかにこちらが普段か

らのサービスに注意を払って事業所、グループとして取り組んでいるかがわかるように思いました。 
エレベータがフロント前の１基で、階段がないので待つこともあるのですが、その時間も、お部屋に用

意の無いナイトウェアは必要でしょうか、 
こちらにありますのでどうぞ、などフロントカウンターを出て係の方が案内されるのは、とても良いこ

とだと思います。 
きっと、何もフロントの方が声をかけずにエレベータ待ちの時間を過ごして、部屋に行くとナイトウェ

アがない、では印象がまるで違うでしょう。 
前回も思いましたが、朝食の係の方が、とても良いですね。朝は６:３０のサービス開始前から準備をさ

れ、通りかかった宿泊客に挨拶をされ、 
お子さんやお年寄りにも声かけをされ、下膳の際も声かけ、自分から食器を取りに行かれたり、朝早く

の勤務で大変でしょうに、とても気配りが行き届いています。 
おそらくサービス業に従事されている事業主の方はこういう良い方を雇いたくなるだろうなぁ、と思い

ながら過ごしていました。高級ホテルに泊まってうやうやしくされることだけがサービスではない、と

いうことを再認識させられました。小山市周辺に用事があるときは是非また泊まりたいですね。 

１８． スーパーホテル 水戸 

・ 今回，３歳女児を連れての家族旅行。まず、チェックイン時からフロントスタッフの歯切れの良い挨拶

に感激し、館内の説明も簡素で分りやすく、施設全てが清潔感に溢れていました。お部屋は少々手狭感
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がありましたが、他には無いロフトベッドに娘が喜び、使いやすいお部屋で充実した時間を過ごす事が

出来ました。楽しみにしていた朝食バイキングは、フロント・ホールスタッフの温かいおもてなしを受

け、時間目一杯、豊富な食材を堪能させて頂きました。チェックアウト時も気持ち良く送り出して頂い

たにも関わらず．．．お部屋に忘れ物をしてしまい、その事にも気づかずにいましたが．．．チェックアウ

ト後、すぐにご連絡いただき感銘を受けました。また、どのスタッフをみても非常にお辞儀が綺麗で、

このホテルの教育方針に感服致しました。家族旅行の際には、また利用させて頂きます。お世話になり

ました。 
 
・ 常磐道事故渋滞のためチェックインが大幅に遅れ、何度もホテルに電話をさせていただいたりしたが、

到着時には気遣っていただきありがとうございました。以前カンブリア宮殿だったと思いますが、スー

パーホテルが取り上げられ、社長さんがお客さんに声をかけている様子や、ホテル内に居住し、支配人

として奮闘されているご夫婦の様子が放映され感銘を受けました。 
 
・ まずスーパーホテルを決めてから計画を作っていく…。すっかりスーパーホテルファンです。本当には

ずれがないのがすごいですね。今回もスーパーホテル小山をキープしつつスーパーホテル水戸をキャン

セル発生待ち続けました。天然温泉も他スーパーホテルより広く、自動販売機もありがたいです。ＧＷ

以降、既に大垣、岡崎、京都烏丸五条、LOHAS 奈良…（笑）今回もお世話になりました。ありがとう

ございました！ 

１９． スーパーホテル 新橋・烏森口 

・ フロント女性のお団子頭が、とても可愛かった。ネットに入れているので、美しさが長持ちし、前髪を

上げているのですっきりとして品があって、とても清潔です。そして黒髪のシニヨンの美しさは、まる

でネットの中に宝石が入っているみたいに輝く美しさでした。 
また笑った時の笑顔も、とても素敵でした。来週も彼女に会いたいです。名前を聞いておけば良かった

です。 
 
・ ビジネスホテルとしては高めの価格でしたが、便利な立地・清潔感のある部屋に大満足でした。スタッ

フの方の対応も丁寧で、気分よく過ごすことができました。朝食についてはそれほど期待していなかっ

たのですが、実際はパン・いなりずし・サラダに加え、手の込んだスープも美味しくこちらも大満足。

朝から元気が出ました。また泊まりたいと思っています。 
 
・ 先日はお世話になりました。部屋も広くキレイでした。ありがとうございました。うれしかったのは、

副支配人さんの何気なく声を自然に掛けてくれた一言がすごく感じよくうれしかったです。ありがとう

ございました。 

２０． スーパーホテル 浅草 

・ いつもは名古屋しか利用しないのだが、それも仕事がらみだが、今回初めてプライベートでしかも妻と

初めての東京浅草店を利用してみて、女性スタッフの明るさときめ細やかな対応、妻も、いつもこんな

に心地よいホテルを利用しているのネと、納得。スーパーホテルの会員になっていて、ホント良かった

です。これからもよろしく！ 
 
・ お部屋のベッドは、一人では十分すぎる大きさで、ゆったりと過ごさせて頂きました。朝ごはんで、パ

ンやお料理の補充をしてくださるときに、「○○を補充してまいります、少々お待ちください」、「○○を

補充いたしました。温かいうちにお召し上がりください」などと声をかけて下さることに、感動しまし

た。また、今回連泊したのですが、パンの種類やスープが、前日とは違い、楽しみながらいただきまし

た。近いうちに、出向く用がありますので、その際には利用させていただきたいと思います。また、よ

ろしくお願いします。 
 
・ フロントの方がとても感じが良く気持ち良かったです。素敵な女性ですね。焼きたてパンが美味しかっ

たので個人的には満足ですが白いご飯があるとありがたかった（子供用に）。到着受付時に子供の「お腹

が痛い」という言葉を聞き逃さず薬を出してくださった事に感動しました。 
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２１． スーパーホテル JR 上野入谷口 

・ 冠省 心のこもったお手紙をありがとうございました。お陰さまで中学生のころからの夢を娘は実現す

ることができました。 
親としてこれ以上ない喜びを感じております。 
十二泊という長い受験期間中においていつも娘を暖かく見守りさりげない優しさを注いで頂いた事に心

より感謝申し上げます。 
また私ども親のワガママな要望に対して出来る限り応えてくださったことに対しても深謝致します。 
Ｓ副支配人様をはじめとしたスーパーホテル JR 上野入谷口店のスタッフの皆様本当にありがとうござ

いました。 
 
・ 昨日雨風が強く、服が濡れました。ホテルに入った時、フロントの方が服を拭いて頂き、感動しました。

中々できることではないと思います。とても素晴らしい心遣いです。 
 
・ テレビでスーパーホテルさんを知り、泊まってみたいと思いました。何度か予約を試みましたが満室が

多くて、今回初めて利用しました。ホテルに入ってスタッフさんの素敵な笑顔に迎えられリラックスで

きました。客室も細かい心配りに大満足。早めに日程が決まっているときはこれからもスーパーホテル

さんを利用させて頂きたいと思いました。 

２２． スーパーホテル 上野・御徒町 

・ ４月５日に宿泊しました。チェックイン時に担当してくれたアテンダントさんがとても丁寧で、ちょっ

とした質問にも優しく答えてくれました。朝、部屋のドアノブにかかっていたアテンダントさんからの

お手紙に、同行した両親がとても感動していました。うれしかったです。駅からも近いし、コンビニも

近いし、夕飯を食べに行った居酒屋さんも近くでとても便利でした。翌日には、上野公園まで歩き、満

開の桜の花見もできて、とても得した気分です。また行くことがあったら利用したいと思います。 
 
・ 子ども連れでも、とてもリラックスできました。私達は旅行をしたことがないので、高級なホテルに泊

まったとはしゃいで喜んでくれました。ありがとうございました。紅茶が自動販売機についていると嬉

しいです。 
 
・ 人気順で御徒町近くのホテルを探し、このホテルに６/２９.３０に一人で連泊したのですが大満足でし

た！御徒町駅から近く場所もとても分かりやすいので助かりました。ホテルの看板が大きくて黄色に紺

の文字がメチャクチャはっきりしててびっくりしましたが、遠くから見てもすぐわかり、特に屋上に立っ

てる大きな黄色看板は御徒町周辺を見て回った後、ホテルに戻ろうとして何気に上の方を見上げたら、

一目でわかるほど看板が目立っていて方向音痴の私には何より助かりました。スタッフの皆さんもとて

も感じが良くて気持ちよく利用させてもらいました。今回イベントで御徒町に来ましたがアクセスが良

いので、ついでに浅草橋に出たりスカイツリーの夜景を見に行ったりもできました！次回もこのホテル

を使いたいと思います。 

２３． スーパーホテル 東京・赤羽 

・ 外出時も帰ってきた時も、必ず挨拶して頂き、大変気持ちよく過ごせました。都内にもかかわらず、宿

泊料金もリーズナブルで、年に何度か東京に来ることがあるので、今後は、毎回お世話になろうと思い

ます。 
 
・ チェックイン時に対応して下さった女性スタッフの接客が素晴らしかったです。フルスマイルとスタン

バイスマイルを使い分けており、感じが良かったです。 
 
・ とにかく、フロントの方が好印象だったことに尽きます。遅い時間も朝も、いつも笑顔を絶やさず、丁

寧な物腰で、朝食のサーブも細やかで本当に気持ちよく過ごさせていただきました。ありがとうござい

ました。 
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２４． スーパーホテル City 池袋北口 

・ 宿泊させて頂くごとに笑顔でお世話になりました。出迎えしてくださるスタッフには感動しています。

Ｍさんには心より感謝しております。ありがとうございました。次回お目にかかれるのを楽しみにして

おります。Ｍさん、Ｓさん、ありがとう！頑張って下さい。 
 
・ お部屋でのんびりできたし、食事もおいしかったし、フロントのスタッフさんも食堂のスタッフさんも

元気で笑顔がまぶしかった、素敵でした！絶対また利用したいと思います。ありがとうございました！ 
 
・ １人で泊まるのが不安だったのですが、受付での優しく丁寧な応対にほっと安心しました。また部屋・

廊下も綺麗で、清潔感があり、とても気持ちよく過ごせました。朝食もおいしく、おなかいっぱいにな

りました。値段の割りに、とても親切なサービスで、楽しい東京観光ができました！ありがとうござい

ました！！また大阪のホテルを利用しようと思います。 

２５． スーパーホテル JR 池袋西口 

・ 池袋駅のエチカを通って 後の出口を出たところのすぐだったので暑い日も寒い日も雨の日もその大変

さを避けてホテルと駅を行き来できるという立地条件が 高でした。大通りから１本中に入ったところ

にあるので、思いのほか静かで部屋でもゆっくり過ごし、枕も選べたためかなり疲れが取れました。受

付の方も笑顔があふれていて感じがよかったです。また東京に遊びに行くことがあったらぜひ利用した

いと思います。 
 
・ １週間ほど関東地方を旅行していて、 後にスーパーホテルさんに宿泊させていただいたのですが、今

回の旅行でいちばん接客が良かったのがこちらのホテルでした。枕も選べるし、ベッドも気持ちよかっ

たし、今回旅行した街にはすべてスーパーホテルがあったので「全部スーパーホテルに泊まればよかっ

た」と思ってしまいました。 
 
・ 都内でイベントがあったので、友人と宿泊しました。チェックインが遅くなってしまったかなと思い、

不安でしたが受付の方がとても丁寧で、以前テレビで放送していたので宿泊してみたかったと話した所、

笑顔で応対してくださいました。アメニティグッズを選んでいると、袋に入れてくださり凄く丁寧な応

対で嬉しかったです。また女性専用フロアだったこともあり、本当に良かったです。美顔器もあり、枕

が選べるのは嬉しかったです。夜もぐっすり眠れました。女性が宿泊するには、素晴らしいホテルだと

思います。また機会があれば、是非宿泊したいです。ありがとうございました。 

２６． スーパーホテル 東京・亀戸 

・ ３歳の娘を連れて家族三人でディズニーランドへ行った帰りに利用させてもらいました。ディズニーラ

ンドから車で行ったのですが２０分位で着き近くてよかったです。ホテルはとてもキレイでフロントの

方も感じがよく、娘にお菓子までくれてうれしかったです。女性にはアメニティがもらえて５点好きな

のを選ばせて頂きすごくよかったです。朝食のバイキングも無料なのにとてもおいしかったです。また

ディズニーランドに行く時は利用させてもらいます。 
 
・ 改装されてとてもきれいになっていました。エレベーターもスカイツリーの絵がついていて高さも表示

していました。よく考えましたな。 
部屋も靴の脱ぐ場所と区分けして入りやすいです。朝食も以前はスープがなかったような気がしました

が２種類もありましたので意外といいです。 
また、ちょうどこの日金環日食で小学校が近くで見守りたい人が学校から日食観察用シートを持ってき

てくれて貸してもらったので見ることが出来て感動的でした。とても感謝しました。ここに宿泊してと

てもよかったです。 
 
・ 全館改装後、スーパーホテルの目指すエコと快適さの追求を益々追求され、宿泊するたびに心地よさを

感じます。とりわけフロントスタッフの笑顔はスーパーホテルの中でもぴか一だと思います。 
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２７． スーパーホテル 東京・JR 蒲田西口 

・ 子連れで遅くのチェックインでしたがとても親切にして頂きました。雨でしたが折りたたみしかなかっ

たところ大きい傘を貸して頂き預かってもらった時は綺麗に畳んで頂いてました。これには驚き。これ

ぞ気配りなんですね。ありがとうございました。 
 
・ 仕事で疲れてホテルに戻った時も、明るくて元気に挨拶してくれて、とても気持ち良かったです。これ

からも大変な仕事だと思いますが、お互いに頑張りましょう！！ 
 
・ 夜２３時直前のチェックインでした。台風の影響で、雨が降ったり止んだりで、駅からの道、大分濡れ

てしまいましたが、この時、フロント担当の女性がタオルをすぐに用意してくださいました。素敵な笑

顔で、寝具も案内して頂き、本当に嬉しかったです。私も接客、サービス業に従事している者です。感

銘を受けました。ありがとうございました。また利用します！ 

２８． スーパーホテル 東京・大塚 

・ 新しいホテルなのでとても綺麗で清潔感がありました。立地条件は駅から近く、ホテル正面にスーパー

が有ったのは自分としては、嬉しい限りです。 
後、ちょっとした事なんですがホテルマンの方が自分がエレベータに乗ろうとした所、わざわざ、フロ

ントから足を運びエレベータのボタンを押してくださったのは、凄いなぁと思いました。 
動きが円滑でした。無駄が無くお客様と良く周りを見ているなぁ～と感じました。接客はもちろんみな

さん素晴らしかったです。また泊まります。o（^-^）o 
 
・ 今まで泊まったホテルの中で本当に一番の接客をして頂きました。同じサービス業の人間として、まぶ

しいほど、輝いていました。また絶対こちらに宿泊したいです。氷が有料なのが少し残念ですが、もう

そんなの全然ＯＫです！フロントの方々、 高でした。ありがとうございました。アメニティやシャン

プーの質も良かったです。 
 
・ 関西では時折お世話になりました。今回初めてスーパーホテルさんにお邪魔しました。安くてクオリティ

の高いもてなしをありがとうございました。 
東京に来る時は、また寄らせてもらいます。２日間、お世話になりました。ますますのご発展を心より

願っています。 
がんばれ大塚スーパーホテル！がんばれ全国のスーパーホテル！ 

２９． スーパーホテル 東京・日本橋三越前 

・ チェックインの時スタッフの方、支配人様の応対が温かく迎え入れホッと安心できました。これが一流

のサービスだと思いました。ぐっすり眠った朝は爽やかな「おはようございます」ととても美味しい朝

ご飯を頂いて大満足でした。ビジネスホテルでこの価格でこんな贅沢な内容に感謝です。スーパーホテ

ルの他店に時々泊まりますがここが 高点です。みんなに紹介していきます。 
 
・ 他地域の同ホテルに宿泊したときの満足度が高かったので利用したが、まったく期待を裏切りませんで

した。清潔、コストパフォーマンス、特にスタッフの方の接客応対…丁寧なお辞儀であったり、笑顔の

ある声かけが非常に好印象でした。朝食時、お客の一人が食器を落とした時も、女性スタッフの方がす

ばやく対応されていました。また利用したいと思います。 
 
・ スタッフの方々の表情が非常に明るく、応対も丁寧で、自分の家がない東京に居ても、ホッとできる瞬

間を下さり、ありがとうございます。 

３０． スーパーホテル 品川・青物横丁 

・ 心温まる接客で、旅先の緊張をほぐして頂きました！ありがとうございました。毎回笑顔が素敵だなー

と思いました。 
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・ 出張直前のホテル探しでした。同等ランクの他ホテルはどこも予約一杯。泊まれたらどこでも良い・・・

という気持ちでした。部屋、設備、食事、価格ともどこにでもあるごく普通のビジネスホテル。しかし、

大きく違ったのはホテルスタッフ皆様の笑顔。フロントだけでなく廊下ですれ違った清掃員の方も凄く

対応が良くとても気持ちが良かった。立地や設備はどうする事もできないのですが「人」で付加価値が

大きく変わる事を実感した。 
 
・ 今回、母と子供３人にて、お台場合衆国に行く為、近場で高評価の貴ホテルを選びました。方向オンチ

の上、カーナビが故障の状態で不安な為、イン前には自宅に地図を FAX して頂いたり、アウト時には何

枚も地図をプリントして頂いたり、対応は迅速で丁寧、尚且素晴らしい笑顔で気持良かったです。部屋

はもう少し広いと更に良いかなと思いますが、清潔で快適に過ごせました。更に無料の朝食は丁度良い

種類と量で中でも、野菜スープは大変美味しく、おかわりしました。直前の予約にも関わらず、素晴ら

しいホテルに巡り会えて大変満足です。また、行きたいホテルです。大変お世話になりました。 

３１． スーパーホテル 東京・JR 立川北口 

・ 西武ドームでライブがあり今回利用させていただきました。西武ドームから臨時電車が出たりとしまし

たがチェックインの時間に間に合いそうになく連絡をさせていただきましたが気をつけて来て下さいと

親切に声をかけていただきました。ホテルに着くとチェックインの時間が遅れているのにも関わらず文

句一つもなく親切に接していただいて、ホテルの説明をしていただきました。朝食の時も、従業員の方

が昨日は遅かったですがゆっくり休めましたか？と声をかけていただいて、お客様の事をしっかり見て

るんだと思いました。ご飯も美味しく朝から温泉にも入ったりとできゆっくりと休む事が出来ました。

また利用させていただきたいと思いました。親切にしていただきありがとうございます。 
 
・ 宿泊予約の前に電話で問い合わせをした時からものすごく親切に接客をして頂いて印象に残っていまし

た。チェックインの際も同じ方に受付をして頂いてその際も丁寧な対応で親切にして頂きました。温泉

つきでこのお値段、さらに朝食ついてますので格安だと思いますが、さらにとても気持ちのいい接客付

でしたのでまた利用したいと思いました。女性の宿泊者へのアメニティのサービスもとても嬉しかった

です。 
 
・ フロントの方の笑顔 、挨拶に仕事の疲れもぶっ飛びました。部屋も綺麗で設備にも大満足です。特に朝

の朝食のボリュームには、びっくりしました。味も大変美味しかったです。ビジネスホテルでは、今ま

での中で 高だと思います。次回も必ず利用したいと思います。 

３２． スーパーホテル 新横浜 

・ 先週までクルーズをしてきました。そこのビュッフェに比べても朝食の質の素晴らしさに感動しました。

その上、価格を考慮したらこのホテルは驚きです。食事以外の合理的な設備と行き届いた細やかな配慮、

従業員の接客態度は 高です。久しぶりにいい気分を味わいました。ありがとう。 
 
・ 旅行で二泊しましたが、なによりもスタッフの笑顔が印象的でした。受付の際も笑顔で親切に応対して

いただき、客として歓迎されていると感じることができました。また、特に女性を意識してらっしゃる

ようで、女性用アメニティがもらえたり、使わなかった歯ブラシをフロントに持っていくとお菓子がも

らえたりします。全体的に清潔感も GOOD。朝食のパンはサクサクのクロワッサンが美味しいです。嬉

しいサラダもあり、ソフトドリンクもカップ式の自販機が無料です。食べ物を運んでるスタッフも笑顔

でさわやかに挨拶してくれます。全体的として、値段に対しての満足度はかなり高いものとなりました。

なによりもスタッフさんの笑顔と爽やかさが、また利用したいと思わせるものでした。スタッフさんた

ちこれからも頑張ってくださいね！ 
 
・ スーパーホテルを利用するのは今回で３回目。場所を変えて利用したが、どのホテルも泊ってよかった

と思うし、また利用しようと考えている。 
本音は、リピート客が増えて、自分の利用したい時に満室だと困ってしまうのだが、まだ利用した事の

ない人にお勧めしたい宿。 
清潔な部屋に、寝心地のよい寝具。美味しい朝食。施設によっては温泉もあり、しっかり旅の疲れをと

ることが出来る。 
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移動や観光に便利な街中にあることが多いにも関わらず、部屋は静かでぐっすりと眠れる事。フロント

のスマートかつ親切な対応は高く評価できる。 
総合的に考えてコストパフォーマンスが高く、損の無いホテルと言える。 

３３． スーパーホテル 横浜・関内 

・ 横浜スタジアムでの野球観戦に利用しました。チェックイン時に一泊の延長をお願いすると、部屋が空

いてたので円滑に対応して頂きました。また、連泊の際に部屋の掃除を不要としたらペットボトルの水

をいただきました。学生の一人旅にしては贅沢なほどの徹底された清潔さ。ホテルの近くにコンビニが

２軒以上あって便利。テレビは BS 見れました。 
 
・ 何度か利用していて、今回は久々でしたが、やはり、とても満足しました。台風の日だったので、雨で

濡れていたらタオル出してくれたのに感動しました。お部屋のリセッシュ、空気清浄機、鏡、そして女

性用アメニティが 高。また利用したいと思います！ 
 
・ 一人で利用している客にとってスタッフの方々の距離感が絶妙で居心地が良いです。近すぎずそれでい

て孤独感なんて感じさせないところがすごい。こういったアンケートを真摯に受けとめ反映させていこ

うという姿勢が部屋に置いてあるお便り集を読んで伝わってきました。お便り集は感謝の言葉をまとめ

たものですが、それを大事にしてもらえているという事は苦情も流さずに次へいかしているのが分かり

ます。 

３４． スーパーホテル 千葉駅前 

・ 連泊させて頂き、ありがとうございます。毎日部屋の掃除本当に助かります。私が個人的においている

歯ブラシセットなどを綺麗に並べて頂いたのに感動しました！！気持ちよく過ごせることを感謝いたし

ます！！ 
 
・ エレベーターの前まで案内してくださった上、扉が閉まる際に、お辞儀されていたのには感動しました。

普通のビジネスホテルにあまり無いな…と。また入浴剤やアイマスクなど、アメニティも充実していて、

とてもリラックスできました。バーバパパのパッケージも可愛かったです。 
 
・ 顧客の立場で細かな配慮の数々の工夫に感心した。経営理念が隅々まで反映されている。次回も継続的

に利用したい。 

３５． スーパーホテル 東西線・市川・妙典駅前 

・ 昨年初めて泊まり子供がスーパーホテルの名前をずっと忘れず又行きたいと言っていました。昨年

ジュースを買ってくれたおじさんに出会ったり、女性五つのプレゼントもかなり嬉しいです。また選べ

るって良いですね。子供が一個間違って取ってしまったのも快くどうぞと言ってもらい、家にいるばあ

ばにも一個あげたい子供の気持ちを大事にしてもらったような気がして物のサービスよりも嬉しかった

です。部屋も綺麗で珍しいロフトに子供も喜びぐっすり眠れました。又必ず来たいと思います。ありが

とうございました。 
 
・ フロントのＭさんの非常に感じの良い笑顔での接客応対と、親切な説明に落ち込んでいた心が晴れ晴れ

しました。感謝申し上げます。館内清掃のスタッフの皆さんの接客にも、心地よさが感じられました。 
 
・ 寝る為だけのリーズナブルなビジネスホテルという感覚で利用させて頂きましたが、いい意味で裏切ら

れました。ホテル従業員の方々のご対応も丁寧で、フロントもとても明るくて綺麗でした。何といって

も朝食には満足です。ビジネスホテルなのにバイキングメニューがとても豊富で、とても美味しかった

です。素晴らしいコスパだと思いました！ 
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３６． スーパーホテル さいたま・大宮 

・ 台風の中、傘を貸して頂いて、しかも壊れてしまって…大丈夫ですよと優しい言葉、ありがたかったで

す。逆に大丈夫でしたかとお声をかけて頂いて、嬉しかったです。 
 
・ 今回、旧大宮市に私用で旅行しました。ところが予定より早く着いてしまい（チェックイン１５：００

のを１３：３０頃）、暑いので中で待っていても良いかと聞くと快く受けてくださいました。従業員の方

も感じが良く、「また来たい。」と思わせるオーラがあります。挨拶もハキハキとしていて外出も気持ち

が良く、帰って来た時も「お帰りなさいませ。」と温かい言葉をいただきました。室内はきれいで冷暖房

完備、大変心地良く過ごしやすい空間です。今回は大変気持ちの良い宿泊ができたことを嬉しく思いま

す。また利用したいと思います。 
 
・ 今年は耳が聞こえない人がこのホテルに宿泊が多くなっていますが私は今年に入って二回目です。三年

間このホテルを使用してスタッフの顔を一度も忘れた事がありません。笑顔が一番 高です。ありがと

うございました。 

３７． スーパーホテル さいたま・和光市駅前 

・ 本日フロントにみえた女性の方が笑顔で「おかえりなさい」「お疲れ様でした」と声をかけてくださり、

とてもよい印象でした。靴を脱いで部屋にあがるところはいつもいいなと思っています。仕事で使いま

すが、基本的に寝るだけなので十分な設備と対応と価格だと思います。 
 
・ 先日はお世話になりました。ロフトのベッドに子供が大喜び。朝食のパンも美味しくて大満足でした。

いつも旅行には歯ブラシを持参するのでホテルの歯ブラシを使わなかったらお菓子を頂けるなんてナイ

スアイデア。是非また家族で利用させて頂きたいです。 
 
・ ２０１２年６月３０日チェックイン、応対してくれた研修生（女性）、ぎりぎりにもかかわらず笑顔で対

応してくれて、少々慣れていない感じもありましたが、とても気持ちが伝わって来ました。一生懸命さ、

おもてなしの心。 

３８． スーパーホテル 新潟 

・ Ｔ様、ありがとう。今まで博多が 高でしたが、ここの更にきめ細かなサービスとアドバイスには頭が

下がります。出張の機会がなくなりましたが、必ず再度利用させて頂きます。「カンナ」あまり酒が飲め

ない私には 高でした。ありがとう。 
 
・ Ｙ様、お仕事にも慣れ、お腹の中から声が出て、余裕すら感じられます。習うより慣れろ…で日々成長、

日々勉強、日々努力は我々にも共通するところです。接客、サービス、部下を持つなどは本当に大変で、

ましてや女性特有の気配りは胃の痛くなる立場になると思います。（仕事でクタクタになり）ホテルに着

いた時ホッとできるかできないか、そこがＹさん達の出番ですよね。以前の支配人 H さんに紹介された

「香新」も毎回行きすっかり常連として大事にされています。明日からまた地獄の出張が始まります。

もしかしたら５月、又６月は確実に利用させて頂きます。よろしくお願い致します。 
 
・ 一人旅の途中で利用しました。｢チェックイン時にお待たせしてしまい申し訳ありませんでした｣という

旨の手紙が朝ドアの下に置いてあり、細かな心配りに感激しました。教えて頂いたタレカツのお店もと

ても美味しかったです。駅から少し遠いのは難点でしたが、フロントの方の親切かつ丁寧な対応があり

設備も新しく大変満足でした！ 

３９． スーパーホテル 新井・新潟 

・ ４月３０日に宿泊致しました時のスタッフさんがいつも優しい笑顔で迎えてくださり、私の顔も憶えて

いてくださり「お久しぶりですね」と迎えて下さった一言がとっても嬉しくて旅の疲れも飛んでしまい

ました。またお世話になりますが、その節はよろしくお願いします。 
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・ フロントのお姉さまが気さくにお話くださって和みました。大雨に降られて濡れた姿を見てタオルを差

し出してくれるなど随所に気遣いが見られとても居心地が良かった。館内も隅々まで掃除が行き届いて

いて気持ち良く過ごせました。ありがとうございます。 
 
・ 朝出かける時、担当Ｕさんに明るい笑顔と大きな声で「行ってらっしゃいませ」と言ってもらったので、

モチベーションが上がり、一日を気分よく過ごせました。ありがとうございました。カップドリンクも

夏バージョンになっていたので、季節感を忘れることなくサービスを心がけていらっしゃるのだなぁと

思いました。次回（８月下旬）も宿泊するので、よろしくお願い致します。 

４０． スーパーホテル 松本駅前 

・ とてもスタッフさんが笑顔や接客がとても良かったです。無料で飲める飲物のサービスが嬉しかったで

す。ベッドでぐっすりと眠れ夢を見ました。気持ち良かったです。これからも頑張ってください。又泊

まりに来ますね。ありがとう。 
 
・ ドアが暗証番号タイプで鍵を持ち歩かなくて便利です。土地勘が無いせいなのかも知れませんが、コンビニ

が近くに無いのが不便です。エコに対して力を入れている感じがとても良いです。従業員の方の接客はもう

完璧です。朝食は終了時間ギリギリに行ったので一人で食べていましたが、まだ時間があるので大丈夫です

よ！と食事担当の女性の方に言って頂きうれしかったです。気持ち良くゆっくり過ごす事ができました。あ

の時はありがとうございました。 
 
・ 到着時、フロントに弘前市出身の方がいて、方言で、すぐ理解してもらい、なにか、ホッとする気持ち

でした。とても印象がよく、とても元気で、楽しく宿泊しました。ありがとうございました。 

４１． スーパーホテル 松本天然温泉 

・ 良い接客をしようという意識を明確に感じる応対でした。基本的なことに思えるが、実践できている企

業は御社以外、見たことがありません。 
 
・ 久々に五つ星のビジネスホテルに出会えたような気がします。スタッフマナーも良く、温泉もあり、日

ごろのストレスも取れました。友人・知人にも紹介したいホテルですね！ 
 
・ スタッフの笑顔が素敵。感謝しています。旅行が好きで各地のスーパーホテルを利用しています。６年

前からあと少しで１００回になります。これからも元気な限り旅行しスーパーホテルさんを利用したい

と思います。いつもありがとう。 

４２． スーパーホテル 高岡駅南 

・ こちらのホテルは二回目ですが前回と同じくゆっくりさせて頂きました。予約時間よりも遅れて到着し

たのですが、笑顔で迎えて頂いて嬉しかったです。あと朝食のメニューがとてもおいしかったです。沢

山頂きました。前回のアンケートで書いた大浴場の中に、時計を設置して頂いたこと、ありがとうござ

いました。今後もまた利用したいと思います。 
 
・ チェックインが夜中になることに対しての対応が良かった。疲れているのにあの素晴らしい対応、笑顔

は何時間も電車で来た疲れがぶっ飛びました。 
機会がありましたらその笑顔に会いたいです。お世話になりました。フロントスタッフは女性の方です。 

 
・ チェックイン精算後エレベーターでお待たせさせないようカウンターからパっと出て来てパジャマと枕

を選んでいる間に上ボタンを押していただいたのは大変好印象でした。このテキパキした対応をしてく

れたのは領収書によるとＨさんのようです。 

４３． スーパーホテル 長泉・沼津インター 

・ いつも利用しております。スーパーホテルさんはリーズナブルで、スタッフさんの対応、また無料朝食

高です。全国的に多々有ると思いますが、これからもっともっと店舗展開して、全国的にリーズナブ
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ル、接客 高なホテルを目指して頂きたいと思います。これからも旅先にスーパーホテルさんがある限

り、必ず利用したいと考えております。スーパーホテルさん、 高です！！まだまだ記したいこともあ

りますが、欄がいっぱいです。 
 
・ フロントで、アウトレットの行き方を聞いた時、色々と調べてくれて帰ってきた時も、「良いもの買えま

したか」と声かけてくれる素敵なホテルでした。また来ます。 
 
・ チェックインした人ではなく通りがかったスタッフさんが、とても感じよく食べ物屋さんを教えてくれ

ました。さすが地元の人だけあって、とても美味しかったです。また次来た時もいろいろ教えてくださー

い！可愛い笑顔ステキでした。 

４４． スーパーホテル 甲府昭和インター 

・ スーパーホテルをいつも利用させて頂いています。なぜなら睡眠特に枕などのグッズを考慮し、眠りに

配慮されているからです。ストレス社会の中でスーパーホテルを利用する一番の理由です。そして受付

の方の対応には今回特にその丁寧さに大感謝！！ビジネスホテルならゼッタイスーパーホテル！！いつ

までもその対処をお願いしたく切に願います。ありがとうございます。 
 
・ フロントのＡ副支配人の心あたたまる真摯な態度とホスピタリティに全力投球な様子に感銘を受けまし

た。こうした優秀でやる気のある人材が大きく育っていけるような企業であってほしいと思います。食

堂スタッフ、クリーンスタッフとも一流ホテル以上の礼儀とレベルでした。 
 
・ とりあえず１泊のつもりがその快適さ、サービスレベルの高さゆえ延泊延泊となり１０泊させていただ

きました。国内はもとより海外のホテルもこの３０年間にわたり何度も個人予約で利用を致しましたが、

御社ホテルは企業努力が本当に明確で、すべてにおいてトップクラスであると思います。設備、提供サー

ビスへの熟慮、スタッフ教育方針、すべてが素晴らしいです。 

４５． スーパーホテル 御殿場Ⅰ号館 

・ 子供と２人で泊まりました。ホテル目の前の駐車場が満杯でちょっと迷っていたら、駐車場にいた女性

スタッフが少し離れた駐車場を口頭で案内してくれました。寒い夜にわざわざ外で案内頂きそれだけで

も嬉しかったのですが、その離れた駐車場に「おわかりになったかなと思いまして‥」と様子を見にき

てくれました！もう泊まる前からこのホテルで良かったぁと思った次第です。ここは部屋の向きによっ

て絶景の富士山が見られますが、予約をしていた部屋は反対側だったのですが、その女性スタッフは、

空き部屋を調べてくださり、わざわざ富士山の見える部屋に変更してくれました。子供用のスリッパを

用意してくれたり、お風呂あがりにエレベーターを予め用意してくれたりと細やかな心遣いに本当に癒

され、嬉しくなりました。この価格でこんな満足度の高いホテルはなかなかないと思います。また必ず

利用します、ありがとうございました。 
 
・ 出迎えてくれる笑顔と、心地よい対応に癒されるリピータです。顔も名前も憶えてくれて、私の疲れを

忘れさせてくれる副支配人の笑顔、Ｔさんの気配り。４月から支配人に浅草に行くと聞きました。昨秋

からでしたが、ゆっくりできる日々を、ありがとうございました。 
 
・ 受付をして頂いた女性の「明日晴れることを祈っています」やエレベーターですれ違ったあとに見えな

くなるまでお辞儀をして頂いたおもてなしに感動しました。またこちらの方に来た時は泊まらせて頂き

ます。温泉も気持ち良かったです。フロントの音楽にも癒されました。 

４６． スーパーホテル 御殿場Ⅱ号館 

・ 何度か御殿場へは来ていますが一番良かったです。女性や子供への気配りが心地良い。部屋は綺麗だし

二段ベッドに子供は大喜び。 
お風呂も朝食もとても良かったです。富士山大好きな私は部屋からの富士山大きくてパワー沢山頂きま

した。女性スタッフの方々とても楽しく過ごせました。 
又来たいです。 
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・ 皆さんのレビューを参考にこのホテルを選んで、本当によかったと思ってます。フロントと朝食担当の

女性の爽やかな対応、朝食のパンが私好みのライ麦などがあった上にとてもおいしかったこと、イオン

水の心地よさなど、お値段以上の価値があったと思います。今度旅先にスパホがあったら絶対利用しま

す！ 
 
・ アウトレットを堪能するために当ホテルを利用させていただきました。まず、駐車場が広く停め易かっ

たです。チェックインもスムーズで、女性のみの特典（アメニティー５点が選べて）はお得感満載でし

た。普通の家の玄関のようにスリッパに履き替えるスペーズがあり、足の疲れを取るように考えられた

特別なスリッパに履き替えてほっと一息。空気清浄器もあり、２４時間強制換気がされていて、水も飲

んでも浴びても体に良い特別な水と、ここかしこに健康に留意している姿勢が顧みられ、当ホテルの意

識の高さに共感しました。朝食はそれほど期待していませんでしたが、謳い文句通りの焼き立てパンの

多さと美味しさにびっくりしました。また、ドリンクが無料になるのにも驚きました。是非、また利用

したいです。 

４７． スーパーホテル 富士インター 

・ お便り集ナンバー９を拝見しました。全国のお客様の声を聞いているだけで、自分がその体験をしてい

るかのような気分になれ、感動しました。これも一重にフロントの I 様が心温かく声を掛けて下さった

からだと思います。初対面なのに、どこか懐かしさがあり、心癒されました。ホテルは宿泊するだけで

ないことを感じ、ここにお礼申し上げます。 
 
・ 私はある企業に現場管理を勧める仕事を行っています。このホテルの標準化には感動に値する 上級と

評価します。異動するスタッフがいると聞き、今回泊まりました。是非新しい職場でも笑顔で頑張って

下さい。ありがとうございました！元気で頑張って下さい！ 
 
・ 夫婦＋２歳半の子供と一緒に一泊しました。お盆期間中で他の宿もほぼ空きがなく、どうにかとれたよ

うな状況でした。朝食もおいしく、女性にはアメニティ？のプレゼントが５品も。さらに特筆すべきは

受付の方の対応がすばらしかったです！！枕やパジャマの説明も親切でノリがよく、ロビーを通ると EV
を呼んでくれたりなにか声をかけてくれたりします。雨に濡れてかえってきたらタオルを差し出してく

れました。朝食もパンとコーヒーくらいかと思ったら、和食とパンがたくさん並んでいるバイキング方

式で、子供用の食器もあって楽しく食べられました☆大浴場がないのと、部屋のユニットバスがかなり

コンパクトなのが残念ですが、ぜひまた泊まりたいと思います♪ありがとうございました！ 

４８． スーパーホテル JR 富士駅前禁煙館 

・ ルーム前にメッセージが置かれていました。思いがけないことで、とても嬉しく心温まる朝を迎えまし

た。次回も是非お世話になりたいです。朝食付というのも、とても嬉しいです。 
 
・ ８月２６日の富士総合火力演習のため取りたかった御殿場のスーパーホテルはすでに満室でこちらに泊

まることにしたのですが、夜２時４０分出発になるのでタクシーの手配とかいろいろなことをフロント

の女性がしてくださり助かりました。 
 
・ 受付の女性（お名前は分かりません）にはいつも心遣いをして頂きありがたく感謝しています。スーパー

ルームの２F の寝床でゆっくり休めました。 

４９． スーパーホテル 天然温泉富士本館 

・ 申し訳ありません。宿泊客ではありません。ホテルの利用者の送り迎えをする為にロビーで待ち合わせ

をしていた者です。ロビーで待っているだけの私に笑顔で挨拶して頂きありがとうございます。とても

印象が良かったです。私の会社には多くの出張者が来るのでその出張者にこちらのホテルを利用するよ

うに宣伝しておきます。今日も一日お仕事頑張ってください。 
 
・ Ｔさんの応対に、とっても満足でした。素敵な笑顔と優しい受け答えに、とってもホッとしました。こ

ちらの質問にも、親切に答えてくれた。「お帰りなさい」の第一声も、この応対ならまた利用したいと思

います。 
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・ 久し振りに宿泊させて頂きました。 近仕事で疲れ気味でしたが応対して頂いたＳ様の応対で元気が出

ました。ありがとうございました。また宿泊させて頂く時はよろしくお願いします。 

５０． スーパーホテル 岡崎 

・ いつもありがとうございます。キャッシュバック、葵の湯、様々なサービスと受付の女性の気遣いと素

敵な笑顔が素晴らしいと感動しました。 
 
・ 支配人様がＳ様に変わり、とても気分も良く利用できるようになりました。笑顔はもちろん丁寧で、あ

る時には凛とした態度でお客様に接するなど、とても素晴らしく思います。ある時、偶然テレビで社長

様だと思ったのですが、「あ、このホテルだ」と思いびっくりしました。清掃の方がする仕事、例えばほ

うきを持って外を汗水流しながらはいていたり、台風の時など夜明け前からモップで水をくい止めたり

と実に今時の若者とは思えない行動、素晴らしい人材をお持ちだなと感動しました。いつも笑顔をあり

がとう。心から感謝しています。 
 
・ １９時過ぎに飛び込みで入ったにもかかわらず、とても素敵な笑顔で応対していただき宿泊することが

できました。思いつきの旅で初めての土地で満足することができました。私も接客業につくものとして、

是非応対していただいた女性をほめてあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

５１． スーパーホテル 安城駅前 

・ 朝食のお世話を頂いた方に明るく挨拶を頂いて、嬉しかったです。朝の寝起きで頭がボーっとしていた

のですが、すっかり気持ちよくなりました。ありがとうございました。朝ごはんもとても美味しかった

です。 
 
・ 遅い到着にも関わらず快くご対応頂きありがとうございます。朝食時にご対応頂いた方もとても優しく

良い朝のスタートが切れました。今までのスーパーホテルで全ての部分で一番です。ありがとうござい

ました。 
 
・ 何度か利用させて頂いております。チェックアウト時、雨天の為、駐車場まで車を取りに行く際、傘を

貸して頂いたり大変助かりました。当日予約で間に合い満足しています。フロントの方の対応は一流ホ

テル以上です。ありがとうございました。 

５２． スーパーホテル 名古屋駅前 

・ いつもお便りを出しております。相変わらず私のことをしっかり憶えてくれてスタッフさんがスムーズ

に進めてくれるので本当に感謝。 
 
・ ホテルの方々の接遇はとても素晴しく気持ち良く滞在させて頂きました。ありがとうございました。電

話でも問い合わせに関してもとても感じ良く対応して頂きました。 
 
・ ７/３１より平日出張で利用させて頂いておりますがいつも笑顔で対応頂き仕事のストレスが飛んでい

く気分です。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。 

５３． スーパーホテル 飛騨・高山 

・ ベッドが広い。枕が選べる。施設に入った瞬間の明るさ、温かさを感じます。その理由はスタッフさん

の笑顔です。 
 
・ 食事のお店など丁寧に教えてくださり初めての高山を（短い時間でしたが）楽しむことができました。

Ｎさん、他のスタッフの方、ありがとうございました。 
 
・ 電車が好きでおばあちゃんになりましたが一人で日本中回ってます。こんな優しいホテルは初めてです。

スタッフの方や館内の至る所心遣いが嬉しい一泊でした。又是非来たいと思っています。ありがとう。 
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５４． スーパーホテル 大垣駅前 

・ スーパーホテルの皆さん、毎日笑顔で挨拶をしてくれ、嬉しかったです！私は４月に社会人になったば

かりで不安もありましたが、毎朝のおいしい朝ごはんや皆さんの素敵な対応に元気を頂きました。皆さ

ん優しく嬉しかったです。見習わせて頂きます。皆さんの笑顔本当にステキです。ありがとうございま

した。 
 
・ 副支配人であるＳさんの接客が素晴らしく、とても気持ちが良かったです。すごく美人で笑顔がすごく

可愛く、またこちらを利用したいです。全国にホテルがあるようなので、地域や店舗によって、サービ

スのむらがないように教育及び指導が徹底されていると嬉しいです。機会があれば、スーパーホテルを

優先に使用させて頂きたいと思います。ありがとうございました。 
 
・ 部屋にあるお便り集を読んだ。誰もが同じ感動ですね。接客は 高。 

５５． スーパーホテル 四日市駅前 

・ 今まで数多くのビジネスホテルに泊まってきたがチェックインして部屋に行く為、エレベーターに乗る

ときにドアが閉まるまで、お辞儀をしていただいたのには初めてで、良い気分で部屋に入れました。当

日急なお願いをたくさん聞いて頂き、本当にありがとうございました。お陰様で良い気分で旅を続けら

れます。 
 
・ ミニマムで無駄のない設備とサービスなのに実は細かい心遣いが行き届いていて感動です。スリッパと

かパジャマとか歯ブラシとかアメニティグッズのローション類とか日本では当たり前でも久し振りに帰

国すると日本の心のこもった細やかなサービスはとても嬉しいです。朝食もバラエティに富んでいて美

味しいしスタッフの丁寧な態度と言葉遣いも好ましく感じます。 
 
・ 斬新で一流以上。自然体で優しく親切。駅で教えて頂きましたが、近辺歩いてから入った。受付の方も

老人の話をよくきいてくださり、すべて親切でした。朝食が無料で大変食べ易く、心のこもった料理で

ホッと致しました。心よりお礼申し上げます。本当に、ありがとうございました。 

５６． スーパーホテル 四日市・国道１号沿 

・ ロフト付の部屋を利用しましたが、子どもは大喜びでした。女性のアメニティのサービスもあり良かっ

たです。スタッフの方に観光の問い合わせをしましたが、とても親切で丁寧に教えていただきました。

すべてにおいてとても気持ちよく宿泊させていただきました。また、ぜひ利用したいと思いました。 
 
・ ホテルに到着した時に、他の宿泊者で車椅子の方がおそらく向かいのコンビニに行くのに出てこられた

のですが、フロントの女性が追いかけてきて横断歩道を渡るのに車椅子を押してあげる姿を見かけまし

た。ホテルのサービスの枠をこえた人の優しさを見せて頂きとても良い気持ちにさせて頂きました。ホ

テルも快適に過ごさせて頂きました。 
 
・ 伊勢神宮参拝のために利用しました。駐車場がすぐ分かるか不安でしたが、困ることなく駐車できまし

た。従業員の方の対応もよく、予定より早い到着にも快く対応してくれて感謝してます。周辺のグルメ

マップも助かりました。ありがとうございます。 

５７． スーパーホテル 桑名駅前 

・ この夏スーパーホテルも三日目。特に印象的だったのがエレベーターが閉まるまでずっとお辞儀をして

くださっていた男性フロントマンの方でした。ビジネスホテルの域を超えているおもてなしだと思いま

した。ありがとうございました。朝ご飯も一番美味しかったです。 
 
・ TV 番組表のコピーに明日の朝食のメニューや明日の天気予報、メッセージは嬉しいです。些細な事に見

えますがそこが大事なんでしょうね。 
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・ フロントのまるで自分のマンションに帰って来たときのような対応、あいさつ、とても癒されました。

おかげで夜もぐっすり眠れました。 

５８． スーパーホテル 鈴鹿 

・ 春休みに「鈴鹿サーキット」に家族で遊びに行き利用。チェックインが予定より遅れましたが宿泊の手

続きの際、男性スタッフの方は嫌な顔もせず、フレンドリースマイルで迎えていただきました。快眠へ

のこだわりは、好きな枕が選べたことと、テンピュール（？）のベッド・パットで実感できました！！

朝食バイキングは息子（小６）が大喜び、女性スタッフの元気な挨拶が良かった、和食派にはお粥など

もあり親切、飲料カップ自販機のフリードリンクは大きな魅力。家族３人で２部屋も使えて、これで宿

泊費が一人４千円アンダーは感涙ものです！！ありがとうございました！！ 
 
・ 清潔感のある女性スタッフの制服で出迎えられた時は本当にここはビジネスホテル？と思ってしまいま

した。皆さん（スタッフ）笑顔が素敵でした。そして挨拶もスタッフ全員（朝食時も）行き届いていて

このホテルを選んで良かったと思っております。 
 
・ スタッフの印象はとてもよかったです。疲れてホテルに着いたとき、笑顔で迎えてくださってほっとし

ました。女性には選べる５個のプレゼントがあって嬉しかったです。部屋も大変綺麗で気持ち良かった

ですよ。入浴の前後に飲める水が置いてあるといいなあと思いました。スーパーがすぐ隣にあるので便

利でした。また利用したいホテルです。 

５９． スーパーホテル 南彦根駅前 

・ 滋賀県に住んでいるのですが、妻が妊娠中という事で、近場の旅行にと、彦根城に行く事になり、利用

させていただきました。受付の女性には妻の体調を気遣ってくれる言葉を頂き、凄く安心する事が出来

ました。また、部屋も静かでベッドも広く、ぐっすりと睡眠をとれました。翌朝の無料の朝食バイキン

グは種類が多く、おいしかったです。そこで驚いたのが、ホテルの方全員が、一人一人の宿泊客に対し

て、おはようございます。いってらっしゃいませ。と丁寧にあいさつをしている事です。当たり前の事

かも知れませんが、なかなか出来る事ではなく、凄く気分良く一日をスタートする事が出来ました。ぜ

ひ、また利用したいホテルになりました。 
 
・ 急な問合せにも親切な対応をして頂き又事務引継ぎも万全で宿泊当日は大変好感の持てる対応にさすが

だと満足です。竹生島行きの要望も伝わっており彦根発着便の案内などとてもタイムリーでした。ノベ

ルティのプレゼントや枕まであったサイズのサービス等は無論ですが何と言ってもビジネスホテルにも

かかわらず手書きの挨拶文（Ｉさん）には感動でした。ありがとうございました。 
 
・ 子供達二人を独立させ私も仕事を定年して今はアルバイトで再雇用でがんばっています。主人と二人で

旅行するのがとても楽しみなのです。 
色んなところに車で行きます。さて泊まる所で悩み、娘に相談したら何とこのスーパーホテル（全国どこに

でもある）をよく利用するそうです。私達もそういう訳でよく利用させて頂いております。女性の方が多い

ですね。いつも笑顔で親切で何よりですね。ありがとうございました。又行きますね。よろしく。 

６０． スーパーホテル 大津駅前 

・ チェックインの際フロントの女性の方が初めて利用するかどうか尋ねてくれて初めてだと答えると部屋

の開け方など丁寧に説明してくれた上に部屋に行く時にパジャマを渡してくれたのでとても嬉しかった

です。 
 
・ 朝食担当の女性スタッフは明るくハキハキしていて好印象でした。こういう人に会うとホテルにも好印

象を持ちます。頑張ってください。 
 
・ スタッフの方々、どうもありがとうございました。皆さまとても初々しく、一生懸命やっている姿を見

て、またぜひ利用したいと思いました。ここのホテルはいろいろと臨機応変に対応してくださり感激し

ました。また朝食の品数の多さ、日によって内容が変わるなど朝食をとるのが楽しみでした。 
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６１． スーパーホテル 京都・烏丸五条 

・ 終始感謝でした。喫煙室→禁煙室の変更、観光案内など、無理なお願いに対しても笑顔でご対応頂きま

した。また朝食もパンを現地で焼いているところを見ることができ、安心して、頂けました。京都はあ

まり来ることがなかったのですが、このホテルを利用する為に来たいと思いました。気持ちよく利用さ

せて頂き、ありがとうございました。 
 
・ 京都駅から歩ける場所で朝食付き、に魅力を感じて利用させていただきました。チェックイン前に荷物

を預かってほしいと連絡をすると、とても気持ちの良い対応をしてくださいました。カメラを持ってい

たことからおすすめの撮影スポットも案内して下さり、とても素晴らしい接客に気持ちが良かったです。

接客してくださった方にまた会いたくなるくらい、素敵な笑顔で対応して頂きました。ありがとうござ

いました。 
 
・ 駅から近くとても雰囲気のいいホテルでした。夜は静かでしたし朝食の時にパートのおばちゃんが親切

で楽しい旅ができました。スタッフも親切でほかの方にも紹介したいホテルでした。京都観光するとき

はまた泊まりたいです。 

６２． スーパーホテル 京都・四条河原町 

・ 何度も利用しているが、ホテルの場所がとても便利なのも良いが、スタッフが自分の実家に帰ったよう

なあたたかい対応をしてくださるのが多分ここを利用する 大のポイントだと思います。また利用しま

すね。 
 
・ スーパーホテルを初めて利用。レセプションの方は、丁寧であると同時に、使用方法等をシンプルかつ、

判りやく説明。マニュアル通りでしょうが、口調はそうではなく、相手に合わせて落ち着いて説明され

ており好印象。温泉大浴場もいいですが、朝食のパン、スープは美味しいです。無駄を排除してローコ

ストを実現しつつ快適さを確保。だからご夫婦、家族旅行者もいらっしゃるんですね。もちろん、京都

で、かつ四条河原町という交通至便の中心地に近いことも理由の一つなんでしょう。 
 
・ 拝啓 お暑い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。先日は宿泊の際大変お世話になりまし

た。初めての一人旅でしたがフロントでのスタッフのご対応や清潔な室内、美味しいお食事で非常に良

い思い出となりました。またネックレスを失くしてしまいもう戻って来ないと諦めておりましたが、Ｗ

様の働きで私の手元に戻ったと思っております。本当にありがとうございました。又京都に行く際はきっ

と利用させて頂きますのでその時はよろしくお願いします。敬具。 

６３． スーパーホテル ＪＲ奈良駅前 

・ どんなに忙しい時でもきちんと体をこちらに向けて笑顔で応対してくださり、いつも感心させられます。

マニュアルだけの笑顔では作れない心のこもった温かい笑顔は、本当に嬉しいものです。また笑顔に出

会えるのを楽しみにしております。ありがとうございました。 
 
・ 夜、暗くなってから右も左も分からない老人夫婦にスタッフの女性の方がとても親切に丁寧に対応して

下さり、とても嬉しくあり難く、ホントに色々なところに宿泊してきましたが、今回ほど嬉しく人のあ

りがたさを痛感しました。涙が出るほど。宮崎のいなかから 後の夫婦の思い出にと７０歳を機に出て

来て、ほんとに良かったです。ありがとうございました。 
 
・ 朝のお忙しい中でも常に笑顔で、丁寧で、応対をして頂き、今回もとても心温まる滞在となりました。

笑顔は 高のおもてなしと、つくづく思います。次回も温かい笑顔に会えることを楽しみにしておりま

す。本当にありがとうございました。 

６４． スーパーホテル LOHAS・ＪＲ奈良駅 

・ スタッフの対応が微に入り細に入り、細やかで自然体の笑顔がとても良い。是非また利用したいと思い

ます。家では独居で話し相手もなく、ここに居ると家族に囲まれているような家庭的な雰囲気を感じま
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す。また温泉がついていて旅路の雰囲気があります。各部屋の隅々まで満喫です。スタッフの教育が行

き届いている感じ、どのようにしたらあの自然体が出せるのでしょうか？ 
 
・ 当日喉の調子が悪かったのですが、それをフロントの方が憶えててくださり、のどあめと手紙を部屋の

ドアノブにかけてくださいました。こんなやさしい対応は初めてで感動しました。ありがとうございま

した。フロントＫ様です。 
 
・ 前略、９月６日にスーパーホテル Lohas７３２部屋に泊まったＩです。衣類を忘れた事を知らずに夕方

京都駅構内で着替えようとリュックの中から出そうとした時なく慌てました。TEL で確認したところあ

ると知り安心しました。私は１０年前に妻を亡くしました。それからは一人旅を続けています。奈良は

初めてだったので８月初めに定期観光バス一日コースを予約しました。バスガイドさんの説明が分かり

やすく大変良かったです。一部の寺院しか行けなかったので又奈良に行く計画します。衣類を綺麗に畳

んでくれましてありがとうございました。定期入れにはお金、妻と孫の写真、健康保険証、確かに届き

ました。旅人への親切に感謝します。暑い日が続きます。身体には注意してください。 

６５． スーパーホテル 奈良・大和郡山 

・ 初めての宿泊です。お部屋も綺麗にして頂き、思わず「ただいま！」と叫びました。フロントの方もい

つものように笑顔で迎えて下さいました。家の事情でしばらく利用できないのがすごく残念です。宿泊

は無理でも日帰りプランで利用させて頂くかも。今回もありがとうございました。フロントの方をぜ

ひ！！うちの嫁に来てもらいたいです。大好きです。 
 
・ 前回も宿泊させて頂きましたが、ホテルまで来る道が違い、困って電話をしたら、めがねをかけた女性

フロントの方がすごく親切で、丁寧に教えて頂いたおかげで、ホテルまで着けました。本当に彼女には

感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。また是非利用させてください。女性スタッフの

名前がわかりません。これを読んだ方、伝えてください。 
 
・ ４月に一人旅行で利用させて頂き、とても良かったので今回は末娘と二歳の孫を連れての一泊でした。

フロントの方が『お久しぶりです』と顔を見るなり一言。娘が『知り合い？』って聞いてくるほど親し

げに声をかけてくれて本当に嬉しく思いました。孫も娘も温泉に大満足！大阪の騒がしさから解放され

て娘も『もう一泊したいなぁ～』と言うほど。孫も大はしゃぎ。朝ご飯も『美味しい！』とニコニコし

ながら食べてました。今度は上の二人の娘と一緒に女ばかり４人+孫娘２人でお世話になろうかと今から

計画を立ててます。 

６６． スーパーホテル 奈良・新大宮駅前 

・ まず 寄駅から本当にすぐで、便利な立地は助かります。女性客へのプレゼントは、自分で選べるうえ

に、持参して来なかったけれど旅行中にあったら便利、いいなというものも（足指パッドや入浴剤など）

女心をくすぐられました。朝食も、スタッフさんのチェックが行き届き、補充が滞りなく行われていま

した。ドリンクバーや、野菜が多かったのが嬉しかったです。チェックインからチェックアウトまでの

間、対応していただいた方々、どの方も皆さんご親切で、外出の前後などにもお気遣いがあるお言葉も

かけていただき感謝しています。お値段の割に全体的に、細かいところまで配慮のあるホテルと感じら

れました。 
 
・ 毎年、燈花会にきてスーパーホテルを利用していますが、初の新大宮駅前はとても好印象でした。特に

フロントのお兄さんが燈花会の市役所からの景色がきれい、ホテルの部屋の枕は高いので貸し出しの方

がよいといった内容の気遣いがうれしく感じました。ご親切なおもてなしを全員で心がけている様子が

とても素敵だと思います。 
 
・ いつも笑顔でエレベーターまで見送りなど心がけが、配慮が素晴しいと思いました。朝食も内容、時間

など良かった。枕も良く眠れました。ありがとうございました。 

６７． スーパーホテル ＪＲ新大阪東口 

・ お客様の声、事例集を読んで、とっても感動して胸が熱くなり涙が出そうだった。朝食を取りに１F へ
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降りて、エレベーターのドアを開いたとたん、「お早うございます」の元気な声、とてもすがすがしい気

分、アメニティも５つも選べて楽しく得した気分、朝食もおいしく頂きました。スーパーホテルさんの

ファンになりました。 
 
・ 明るい笑顔、はきはきした言葉使いで分かりやすく説明、親しみの持てる接客応対で気持ちの良いホテ

ル、行き届きましたサービスを、ありがとう。朝食はトレイを渡してくれながら挨拶をして、一日の出

発です。元気と活力をもらって楽しい一日になりますように。 
 
・ 朝食とても美味しかったです。朝が楽しみでした。枕も自分に合うのを選べるなんてビックリしました。

今までのホテルの中で一番良いホテルです。スーパーホテルとあってスーパー良いホテルでした。スタッ

フさん達は朝からとびきりの笑顔で気持ち良かったです。ありがとうございました。 

６８． 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉 

・ 家族旅行で利用しました。このお値段で天然温泉に入れるなんて、感激です。お湯も気持ちよくて、ぽ

かぽか温まり一日中歩いて疲れた足の疲れも取れました。従業員の方々の優しい笑顔も印象的でした。

決まりきった対応ではなく、心がこもった対応に癒されました。女性に化粧水やパックまで入ったセッ

トをフロントで渡され、ここまで気が利くなんてすばらしいと思いました。朝の自動販売機の無料ドリ

ンクもさすが～と思いました。かなり嬉しいサービスです。大阪に行くときはまたぜひ利用したいです。

ありがとうございました。 
 
・ 私は仕事で年間１００日ビジネスホテルを利用します。貴店が日本一と思いますのは、お客様同士が会

釈を交し合うことです。これは従業員の方の連鎖なのです。何人もの従業員の方の笑顔の挨拶に、気分

も良くなり、知らぬもの同士がエレベーター内でも、よく挨拶を交わします。素晴らしいことです。 
 
・ 京都に行く前に大阪に立ち寄るだけのつもりで予約しましたが、到着してみてびっくり！破格のお値段

なのに清潔感あふれた館内、どんな質問にも誠意を込めてご対応いただき、こじんまりした中にもすば

らしい温泉、こちらの希望をきちんと聞いてくださった丁寧なマッサージも非常に楽しく受けさせてい

ただきました。大阪ははじめてでしたが、家族全員こどもまでが｢また花乃井さんに泊まりたい！｣と大

絶賛、ぜひまた大阪に行きたい！ということで一致しました。また予約させていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。宿泊前になんどか質問させていただいたときにも、迅速にご返答いただ

いております。本当に楽しく滞在させていただきました。すばらしいホテルさんです。次回はもうちょっ

と広い部屋を予約させていただくつもりですが、今回は信じられないくらいコストパフォーマンスのよ

い滞在をさせていただきました。ありがとうございました。 

６９． スーパーホテル 梅田・肥後橋 

・ 夜遅くのチェックインでしたが、大変気持ち良く迎えてくれました。朝食では特に気持ちのいい明るい

挨拶をもらって元気が出ました。値段相応だろうと期待していなかった朝食が大満足なもので驚きまし

た。とても合理的でビジネスにピッタリな宿。また利用したい。つぶれないでください。今日のスタッ

フは全員 Good。 
 
・ 毎年家族で USJ 旅行に利用させて頂いていますが、予約時の電話対応のときからスタッフの方のお客様

視点、同じ営業として感心しています。朝食も本当にしっかりしていて、また利用させて頂きます。 
 
・ お帰りなさいませの声に、ホッとします。仕事の疲れも取れます。そして一番近い部屋、食事の席と新

聞の用意、嬉しいです。私たちの仕事には、ホテルはとても大事です。どのホテルよりも一番です。他

の人にもスーパーホテルの食事は良いよ、良く眠れるし、スタッフの方が優しいよといっています。 

７０． スーパーホテル 大阪・谷町四丁目 

・ 数あるスーパーホテルの中でもひたすら高い評価を出したくなるのは、なんといっても朝食の際、心の

こもったサービスをしてくれる女性の存在です。いつも変わらぬ温かな声掛け。どんなに疲れていても

「さぁ、今日も一日頑張るぞ！」という気持ちになります。いつもありがとうございます。サービスの

もつ大きな影響力を厳然と形にしている素晴らしいお手本と感じます。すべてのスタッフのお手本では
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ないでしょうか。 
 
・ 大阪観光に利用させていただきました。今回の宿泊で１番良かったのは朝食でした。朝食をいただく時

に居られた女性の方の爽やかな挨拶や気遣いに感動しました。内容もご飯、パン、サラダ、鮭の切り身、

卵焼き、麻婆豆腐、味噌汁、のりなど満足出来る内容で美味しく頂きました。スーパーホテルさんの朝

食で喜んで頂こうという気持ちが伝わってくるようで、なんだかワクワクしてしまいました。お客様に

満足して頂くためにあれこれ付け加えるのではなく、必要なものだけを残し、それを価格に反映させて

いく。非常に勉強になります！ありがとうございました。 
 
・ お世話になりました。とても接客もよくまた責任者の方にもたいへんよくしていただき良いホテルだと

思います！朝ごはんも大満足です。とても美味しかったです！ご馳走さまでした。また９月か１０月上

旬に大阪に遊びに行く時は御迷惑でなければ宿泊したいと思います！色々とありがとうございます。 

７１． スーパーホテル なんば・日本橋 

・ スーパーホテル大好きな自分は宿泊すると思わず「ただいま」という気持ちになります。健康朝食もお

いしく、体に優しく心にもやさしいご飯に満足です。明日は谷町四丁目にあるスーパーホテルへ泊まっ

て幸せな気分にひたります。夏バテなどしないようにスタッフの皆さまの健康を願っています。 
 
・ 国内旅行に行く際は必ずと言って良いほど毎回宿泊させて頂いています。こんなに全てにおいて素晴し

いホテルはなかなかないし快適に泊まれるという安心感。 高です。本当に大好きなホテル。これから

もずっと利用させてもらいますね。ありがとうございます。 
 
・ スーパーホテルは初めての利用でしたが、スタッフの皆さまは大変感じが良く、ホテルに帰ると「おか

えりなさいませ」と毎回笑顔で言ってくださり、ホテルに帰るのが楽しみになりました。TEL でホテル

の予約を取ったのですが、私の都合でホテルが TEL を出る前に二度 TEL を切ってしまったら、ホテル

側からかけ直してくださり大変感動しました。いい旅になりました。また絶対利用したいです。 

７２． スーパーホテル 大阪・天王寺 

・ 天王寺スタッフＭさんに、とても親切にして頂きました。アンケートなど一度も書いたことありません

が、今回は筆を取らせて頂きました。一日の疲れが癒されました。 
 
・ フロントアテンダントのＯ様からの一言の手紙がすごく嬉しかったです。これはスーパーホテルの教育

からのものですか？それともＯ様本人の意思なるものでしょうか。今まで様々なホテルに泊まり、様々

なサービスを見てきましたが、Ｏ様からの手紙が 高のサービスでした。こんなに気分がよくなったの

は初めてです。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。 
 
・ 皆様のとても素敵な笑顔に迎えられホテルに来るまでの道中の疲れを忘れました。又朝には明るく大き

な声で「おはようございます」と声をかけてくださり一日をとても気持ち良くスタートさせることが出

来ました。ありがとうございました。そしてＳ様にはとても素敵なお手紙を頂き感動しました。これか

らも素敵なサービスを続けてください。ありがとうございました。 

７３． スーパーホテル 御堂筋線・江坂 

・ 受付の担当の方が可愛らしく、エレベーターまで来てくれて歓迎感を感じました。朝食案内も分かり易

かった。「パジャマをお持ちくださいませ」との声かけも嬉しかったです。 
 
・ 二日間お世話になりました。風邪気味と言うことでお薬や毛布を貸して頂き本当に助かりました。お心

遣いありがとうございました。又利用させて頂きます。 
 
・ チェックイン時、Ｍ様ともう一人の方の素晴らしい笑顔に迎えていただき感激しました。触れあえた全

てのスタッフの皆さまの対応が心に残りました。また必ず利用させて頂きます。 
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７４． スーパーホテル 門真 

・ とても優しい笑顔で迎えてもらい分かり易い説明で対応してもらい元気をもらい尚且つ癒されました。

とっても良い接客をしてもらいました。ありがとうございました。 
 
・ フロントスタッフさんの対応が、大変丁寧で、嬉しかったです。旅の疲れが一気に吹き飛びました。と

ても丁寧なサービス精神があり、大変良いと思います。次の機会にもご縁がありましたら、よろしくお

願い致します。 
 
・ ホテル近くのおすすめの居酒屋を紹介いただいたところ、とてもおいしくて楽しめました。ロケーショ

ンチェックをしっかりされているんだなととても感心しました。部屋の窓から見ることができるモノ

レールの折り返しの光景がおもしろく楽しかったです。あれは売りになりますね。 

７５． スーパーホテル 堺マリティマ 

・ Ｓさんという女性スタッフが素晴らしかったです。いつも笑顔で、優しくて、こちらの思っていること

を常に先回りして対応してくれるような「出来る女」という感じがしました。Ｓさんのようなスタッフ

は、御社にとって、宝だと思います。大切にしてあげてください。 
 
・ 試験のため宿泊したのでホテルのサービスには特に期待していなかったが、接客を含め大変満足した。

また堺に来ることがあれば泊まりたいと思う。特に肌が敏感なほうなので、布団やパジャマの素材がや

わらかくて助かった。朝食もとてもおいしくいただけて驚いた。またフロント女性には近所のお店を聞

いたときにもよく教えてもらい、試験でかたまった気持ちをほぐすのに良かった。ありがとうございま

した。 
 
・ いつも快適な空間を提供して頂き感謝しています。LOHAS への取り組みにも賛同いたします。スタッ

フの皆さんの笑顔と丁寧な対応で、それが倍増しますネ！ありがとう！！今朝の食事は素晴らしかった。

日本人の健康食は「ま・ご・わ・や・さ・し・い」のし、キノコしいたけがないだけの、とても良いバ

ランスでした。 

７６． スーパーホテル 神戸 

・ 先週もお世話になりましたが、男性のスタッフが憶えていてくれて、すごく感激しました。以前、スーパー

ホテルがテレビで取り上げられていましたが、納得です。業種は違いますが、客に対する対応や接客…。見

習わなければならないと実感しました。学生をしているので、泊まるホテルが良いと勉強もはかどり、感謝

の一言です。大変だとは思いますが、頑張って下さい。 
 
・ 神戸へスクーリングに来たときは必ずといっていいほど利用しています。スタッフのみなさんも丁寧な

対応で気持ちよく過ごせています。疲れて帰ってくるとここでホッとできるいいホテルです。食事をす

るときもスタッフさんの声かけが元気で、気配りもできてすごいなと毎回感心しています。次週もよろ

しくお願いします。 
 
・ 健康スリッパに枕、リセッシュ、女性にうれしいグッズのプレゼント、焼き立てパンの朝食、楽なパジャ

マ、落ち着いた色のベッドカバーも好みの色だし、部屋の出入りが暗証番号なのでいちいちフロントに

鍵を預けなくて良いのが気を遣わなくて楽。綺麗な女性スタッフの方が２泊目も忘れずグッズの袋を

さっと準備してくださって、エレベーターの前で深々と挨拶をしてくださいました。２連泊の掃除無し

と歯ブラシ返却ロハスは気付かなかったので次からやりたいです。 

７７． スーパーホテル 鳥取駅前 

・ フロント女性の対応が素敵でした。チェックインの際に前回利用の京都スーパーホテルのことを確認し、

エコカードを一言加えてくれました。残念ながら当日は忘れましたが、新しいカードをすぐ用意してく

れました。ホテルへの出入り時に、いってらっしゃい、お帰りなさいの挨拶も気持ちよいものです。 
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・ 毎年主人の実家に帰省の際に利用させて頂いておりますが子供達にもスーパーホテルじゃないと泊まら

ないというくらい子供達、家族みんなが大好きなホテルです。いつもありがとうございます。連泊 高。 
 
・ Ｍ支配人様、長い間本当にお世話になりました！Ｍ支配人の笑顔とホスピタリティは、もちろん、スタッ

フ全員の素敵な対応に、いつも感謝しています。新天地でのご活躍をお祈りしております。またお会い

できますことを。楽しみにしております。 

７８． スーパーホテル 鳥取駅北口 

・ スタッフの皆様へ、大変お世話になり、ありがとうございました。ペットの入院で、少々落ち込んでい

ましたが、支配人様やスタッフの方の笑顔で救われました。百人百様の人を相手に日々大変だと思いま

すが、これからもホスピタリティあふれるホテルとして、頑張って下さいませ。本当にありがとうござ

いました。またよろしくお願い致します。 
 
・ フロント女性二人の応対、支払いやエレベーターが来ると笑顔とお辞儀が心が安らかになり涙が出まし

た。朝食でエレベーター降りると支配人が挨拶、笑顔、朝食時女性が気持ち良く膳の片付けや挨拶して

頂いてありがとうございました。また支配人がティッシュを持って来てくれた。 
 
・ フロントのお兄さんがご飯を食べに降りたら「お早うございます」と笑顔で挨拶をしてくれたから気持

ちが良かったです。私がお箸を落としたら適切な対応をしてくれた！！また利用をゼッタイする。 

７９． スーパーホテル 米子駅前 

・ 白兎神社の帰りに泊まらせて頂きました。とっても接客態度が素晴らしかったです！！女性には５点ま

でアメニティが選べるのがよかったです。部屋も過ごしやすく、快適でした。ドリンク類も自動販売機

なのに安かったです！朝食無理サービスが有り難く、鳥取米がおいしかったです。機会があればまた泊

まらせて頂きたいと思います。ありがとうございました。 
 
・ 子どもが米子に引っ越してきてスーパーホテルに泊まっています。本当のおもてなしの姿を見せていた

だきました。４回泊まりましたが、街でスーパーホテルを見ると嬉しくなります、今後も絶対スーパー

ホテルです。 
 
・ 駅からとても近い。対応もとてもよく部屋も掃除の行き届いた綺麗なホテルでした。女性には選べるア

メニティがたくさんあり５つ選ぶのに迷ったほどです。こんなに安くていいホテルはなかなかないです。

温泉にはシャンプーなどもきちんとしたものが置いてあり、部屋にファブリーズがあったのもとても嬉

しい気配りでした。ありがとうございました。 

８０． スーパーホテル 出雲駅前 

・ とても快適に過ごせました。夜も朝も、スタッフの方の対応もよく、お部屋も綺麗で、ゆっくり過ごせ

ました。特に夜の男性と朝の男性が、とても元気が良く、こちらまで元気になりました。ありがとうご

ざいました！お部屋もシャワーなど、とても使い易かったです。また利用させて頂きます。ありがとう

ございました。 
 
・ 急な予定で、とにかく駅の近くを探していたら、とっても駅から近く、思ったり叶ったりのホテルに出

会い嬉しかった。思わないプレゼントを頂いた。其れは敷地内にある「ランプの湯」という温泉。まさ

か温泉に入れるとは想像していなかったから。２人泊まるのには丁度良いお部屋で、窓からの眺めも良

かったです。朝の食事は老若男女に合う内容でとても美味しかったです。色々な気配りの出来たホテル

でしたねぇ。有り難うございました。 
 
・ GW に利用させていただきました。出雲市駅周辺でいつも利用しているホテルが満室だったため、初め

て宿泊させていただきましたが、ベッドの寝心地が良く、また、安眠を促す部屋の暗さがわたしは好き

でした。正直、鍵が暗証番号方式だったのは驚きましたが、チェックアウトが楽で良かったです。朝食

は無料にも関わらず、品数は多いような気がしました。なんといっても、しじみ汁が本当に美味しいで

す。リーズナブルな上、満足度もあり、素敵な休日を過ごすことができました。次回も利用させていた
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だきたいと考えています。実は、夏には広島店へ宿泊予定なので楽しみにしているところです。ありが

とうございました。 

８１． スーパーホテル City 倉敷 

・ Ｉさんの爽やかな笑顔と挨拶で、この一ヵ月半、毎朝を気持ち良く迎える事が出来ました。朝も早くか

ら大変でしょうけど体調には気をつけて。ありがとうございました。 
 
・ 子供達にとても良くして頂きありがとうございました。また倉敷へ旅行に行く時は利用したいと思いま

した。Ｉさんをこれからも応援しています。ありがとうございました。 
 
・ こちらには２回目の利用となりました。このホテルが好きなのは、大きいお風呂に入れること。初回も

同様夜と翌朝に入り、スッキリした状態で美味しい食事を頂いてから、仕事に向かいます。そうそう、

朝食を世話してくれるお姉さんめっちゃ笑顔がいい！きっとまた利用すると思います。 

８２． スーパーホテル 広島 

・ チェックイン時、周辺にある訪問先を伺ったところ地図と所要時間を的確に回答頂きました。朝もさわ

やかな挨拶がこだまし、心地よい時間でした。ぜひまた利用したいです。 
 
・ ６月２日宮島観光をしてきました。その日の宿泊を御ホテルで利用させて頂きました。スーパーホテル

は以前四国高松のホテルを利用させて頂き、ぐっすり眠ることができたので今回も利用させて頂きまし

た。高松同様ぐっすり眠ることができ、充分リラックスさせて頂きました。ありがとうございました。 
 
・ 朝食は品数が多くて嬉しい。雨の中少々疲れて到着しましたが、明るい笑顔で迎えて頂き、とても元気

になりました。ありがとうございました。 

８３． スーパーホテル 山口湯田温泉 

・ とても素敵な笑顔で対応していただきありがとうございました。暑さのため疲れていましたが、当ホテ

ルに宿泊することにして良かったです。大変お世話になりありがとうございました。 
 
・ 髪をおだんごにしてた女性の方と若い男性の受付の二名に色々対応して頂いたのですがとても素敵な印

象でした。笑顔と丁寧な対応。また二人がいらっしゃる時に来たいなぁと思いました。 
 
・ 予約時から、本当にありがとうございました。Ｓさんに大変お世話になりました。チェックインの際も

親切にして頂き、お願いしていないのに私の研修先の地図を用意してくださいました。慣れない土地で

不安だったので、とても嬉しかったです。接客のお仕事は、大変だと思います。どうぞお体を大切にさ

れて、次回来ることがあったら、またＳさんに会いたいです。感謝。 

８４． スーパーホテル 防府駅前 

・ 初めて利用しました。支配人さん（若い）の情熱と意気込みが伝わってくる素晴らしい印象でした。応

対が実に良い。笑顔が嬉しいです。女性二人のスタッフ、食事担当の女性も。窓のブラインドが完全に

暗くなるのも良く考えられています。 
 
・ スーパーホテルはチェーンなので数々ありますが、その中でも上位にランク付けされる「おもてなし」

でしたね。特に何というわけでもありませんが、笑顔や声の適度な大きさ、気配り心配りはなかなかの

ものだと思います。 
 
・ チェックインの際、女性のフロントスタッフに優しく丁寧に説明して頂けました。私もホテルのフロン

トで仕事しています。改めて笑顔の大切さを学びました。ありがとうございました。 

８５． スーパーホテル City 宇部 

・ お帰りなさいませの一言がお客様一人ひとりを家族のように思われている気持ちが伝わりました。フロ
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ントの方の接客もよく、気持ちよく休めました。ありがとうございました。また利用したいと思います。 
 
・ ネットで見て来たんですけどとても良かったです。お姉さんが英語喋れてすごいと思いました。すごく

感じが良くて感動しました。部屋も綺麗だし皆さん接客の態度がめっちゃ良かったと思います。女性へ

のアメニティや接客面、同じ接客業として学ぶところがたくさんありました。宇部に来る時は絶対又こ

こに来ます。ありがとうございました。 
 
・ 宇部の花火大会があったので、今年も迷わず利用させて頂きました。立地条件もよく、今回も丁寧な接

客、清潔な部屋、美味しい朝食も頂きました。みんないいスタッフだと思います。来年も行きますので

宜しくお願いします。 

８６． スーパーホテル 高松禁煙館 

・ ５/２８一泊でお世話になりました。到着時のフロントの女性は非常に明るく丁寧に接客されており極め

て好印象でした。２回目の宿泊でしたが今回も良い滞在ができました。ありがとうございました。 
 
・ 数ヶ月に一回の利用なのにフロントのＤさんが私が名前を言う前に名前を覚えていてくれて大変嬉し

かったです。たくさんのホテルの利用者がいるのに私の顔と名前を覚えてくれて感動しました。Ｄさん

の記憶力はすごいです。ホテルのフロントの方に顔を覚えられたのは初めてで嬉しかったです。ありが

とうございました。 
 
・ 高松や高知でお世話になりました。子連れでの泊まりには 適なホテルで、子ども達もホテルに泊まる

のが一つの楽しみになっています。スタッフの方もいつも感じよく温泉は体の疲れを癒してくれて、大

好きなホテルです。アメニティプレゼントも嬉しいです。これからも頑張って下さい。 

８７． スーパーホテル 高松・田町 

・ 男性スタッフの方をはじめとして爽やかで素晴しいご挨拶をありがとうございました。私は休日を使っ

て初めて高松に来ましたがとても気持ち良く過ごす事ができました。仕事に戻りましたら改めて見習い

たいと思います。これからも頑張ってください。 
 
・ 今回初めて宿泊したホテルでしたが、まずは商店街の中で分かりやすい所にあって、電車の駅からも近

く雨にもほとんど濡れずに着いたのに感動しました。飲食店も近くにありホテルの下はドラッグストア

で便利でした。フロントの方及び従業員の方の感じがとても良かったです。一番嬉しかったのは～フロ

ントで好きな枕選べれた事でした。お部屋も綺麗でしたし次回も是非利用したいホテルでした。 
 
・ 到着時の受付の方々の明るい笑顔と挨拶に大変好感が持てました。今まで泊まらせて頂いたスーパーホ

テルの中で も快い接客だと思います。 

８８． スーパーホテル 高知 

・ 高知スーパーホテルは二回目ですが（母の見舞い時、息抜きの為一泊）Ｓさんはちゃんと名前を覚えて

いてくださり感激です。なんだか嬉しい気分です。心は晴天。四月に南彦根ホテルに泊まりましたが良

く教育されているのが分かり安心して泊まれます。私の生まれ育った高知を大切にしながら又宿泊した

いと思います。キャッシュバックも嬉しいです。スタンド鏡も化粧するのに 高でした。 
 
・ Ｗさんの対応には好感が持てました。色んなホテルに行っていますが、こんなに気持ち良かった対応は

ない！！事務的になくて、良かったです。また来ます。ありがとう。 
 
・ 子どもの病院通いや不調が長引き、付き添い疲れが蓄積して来た中、予定外の延泊に女性チーフと思わ

れる素早い対応や気配りには、心強いサポートに感じ、居心地良い空間を提供してくださいました。 

８９． スーパーホテル 新居浜 

・ フロントの人の笑顔が良くて安心した。部屋に消臭スプレーがあるのが嬉しい。帰ると挨拶してくれる
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のが良い。方向音痴で場所が分かりにくくて困ったけど人が優しいので教えてくれました。友達からこ

こがお勧めと聞いたんで利用してみました。 
 
・ どんなささいな要望にも大変親切に応えてくださり、何よりいつも気持ち良い挨拶と笑顔で出迎え見

送ってくださるスタッフの皆さんに感謝しています。 
 
・ 地方のいろんなスーパーホテルに宿泊しましたが、断トツで新居浜のスーパーホテルが接客の様子がよ

かったです。笑顔で元気に受付や説明をしていただいて、とても嬉しかったです。 

９０． スーパーホテル 博多 

・ 博多店は今回で３度目でしたが、１ヶ月程前に宿泊した時のことを、フロントＫさんが憶えておられて、

私が食事から戻って来た際、声を掛けて下さいました。 
貴ホテルは設備が整っている上に朝食もついているので利用者としては充分満足しておりますが、 も

印象に残ったのはＫさんのさりげない心遣いでした。 
次回もまた利用したいと思います。 

 
・ ありがとうございました。玄関先から快く出迎えて頂き、ゆっくりさせて頂きました。数年前より旅行

先はスーパーホテルを目当てに出かけています。 
 
・ 都心部まで地下鉄で便利。フロントは丁寧な接客です。自分の部屋に戻ってきた感じがします。安眠の

ために自分の好みにあう枕を貸し出してくれて熟睡できました。朝早目のチェックアウトが必要でした

が、朝食時間も６:５０からと早く、健康的でした。嬉しかったのは、スタッフの朝の挨拶と、いってらっ

しゃいませ、という声かけでした。また使いたいです。 

９１． スーパーホテル 小倉駅南口 

・ 初めてお伺いしました。商店街の中で電車を利用した私にはすごくわかりやすかったです。フロントの

女性の親切な笑顔に感動して、女性向けのアメニティをいただいてさらに感動です（コンビニで買った

らかなりします）。シャンプーリンス、洗顔乳液、入浴剤まであって手ぶら OK です。無料朝食も食べる

だけあって大満足でした。この値段で申し訳なく思いましたが、部屋も広く眺めもよくくつろぎました。

また小倉へ食事と買い物ついでにお邪魔します。 
 
・ 玄関に入った時からカウンターにいらした方のとても応対の良かったこと。朝食も無料でスタッフの方

はお声かけをはじめ、とても良かったです。旅行先で突然電話で申し込み、とても親切で快く受けて下

さり、ありがとうございました。遠く埼玉より来ました、もしチャンスがあったら再度おうかがいしま

す。 
 
・ 出張での利用でしたので、価格が安く、駅から近いの２点で選びましたが、若いスタッフの方の客を名

前で呼ぼうという姿勢に感動しました。客を名前で呼び続けられたら、ステキなホテルグループになる

と思います。 

９２． スーパーホテル City 熊本 

・ 子供が迷子になってフロントに「男の子来ませんでしたか？」と聞きに行くと「○○君ですよね？」と

子供の名前を覚えてくれていてすごく嬉しかったです。 
 
・ 夜チェックインした際にアテンダントのＮさんに笑顔で接客して頂いて好印象でした。夜遅い時間にも

関わらず気持ちの良い接客でした。又来ます。ありがとうございました。 
 
・ チェックイン時、体調不良でしたが常備薬や水を持ってきてくれました。どのビジネスホテルでも同じ

サービスはありますが、スマイルで「お大事に」と言ってくれました。また利用したいですね 
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９３． スーパーホテル City 水俣 

・ ８泊ほど利用したのだが全てのスタッフの応対が良く気持ち良く滞在できた。特に副支配人のＨさんと

いうスタッフは穏やかで自然な対応でとても好感が持てた。店舗に TEL し直接御礼を伝えたかったのだ

が忙しくしていらっしゃると思いこちら（相談窓口）に TEL したのだがよろしく伝えて頂きたい。また

これからもスーパーホテルを利用させて頂きます。 
 
・ ルームキーがなく、暗証番号の入力で入室できる新しい方式。外出する時に便利。外で食事をしたい場

合用に、マップつきの案内パンフが準備されており、受付の方が「オススメ」を丁寧にレクしてくれ、

そこは期待を裏切るものではなかった。ホテルだけでなく地域全体で客をもてなそうという姿勢か。水

俣前市長のモットー「もやいなおし」の成果かなと思ったりして。朝食の健康食はコンパクトでとても

よかった。コーヒー等は自販機から好みに応じて取り出せるが、朝食時は無料というのがうれしい。経

営的に人件費等を抑えようとしているのだろうが、客に不便を与えていない発想がおもしろい。観光旅

館を連泊する中にはさみこんだ関係か、ビジネスホテルながら、新鮮でとてもよかった。 
 
・ 前任支配人様も良かったです。それにもまして、Ｏ支配人様ご夫妻は、明るい・ご親切・あたたかい気

配りをして頂いて、居心地 高です。フロントスタッフの方々も、同様です。朝食サービススタッフの

方も、上記に同じです。 

９４． スーパーホテル 大分・中津駅前 

・ 今回で２度目の利用になります。前回のコメントでも書きましたが、スタッフの笑顔や接客が本当によいホ

テルです。利用するお客の立場に立った対応にはいつもながら、感心させられます。今回もチェックイン時

の女性スタッフの笑顔と接客に大満足でした。またチェックイン時にはいらっしゃらなかった店長さんも

チェックアウト時には笑顔で見送っていただきました。夫婦そろってオーナーの優しい笑顔と声・・・対応

にいつも癒されていますよ。オーナー！中津に来たときには、また必ず利用させていただきます。その時は

よろしくお願いします。 
 
・ スタッフの対応、無料の朝食も大変美味しくクチコミの評価通りお値段以上のサービスを提供している

ホテルです。立地条件もよく、いままで利用したビジネスホテルの中でダントツの一番、とっても満足

しました。機会があればまた必ず宿泊させていただきます。我が家のパソコンのお気に入りに追加しま

した。 
 
・ 本日半年以上振りに利用させて頂きました。以前こちらを利用していたのですが本日フロントにて

チェックインする際受付の方が「お久し振りです」と言ってくださいました。支払いの際エレベーター

のボタンを押してくれる対応といいその一言でとても良い気分を味わえました。ありがとうございまし

た。 

９５． スーパーホテル 宮崎 

・ 主人と JR での旅行中です。毎回利用させて頂いていますよ、健康朝食、大満足です。スタッフの笑顔、

言葉遣い、とても良いですね。今日も四国高松に泊まります。スーパーホテル 高！！北海道より旅行

中のおばさんです。 
 
・ 朝ご飯がとっても美味しかったです。ドリンクのサービスも。予約せずに行ったのに丁寧に対応してく

れてご飯屋さんも教えてくれて嬉しかったです。次又宮崎に来た時は利用させて頂きたいなと思いまし

た。スーパーホテル 高。 
 
・ 今回は団体の連泊で予約しました、久しぶりでしたが、フロントの親切な対応と笑顔が良くて気持ち良

く利用させていただきました。相変わらず 朝食も美味しく、三種類のパンやゴーヤのみそ煮、その他美

味しかったです♪また行きます。 
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９６． スーパーホテル 薩摩川内 

・ 顧客満足度ナンバー１の当ホテルにずっと泊まってみたかったので今回泊まることができて嬉しいです。ま

たこの日が記念日となる日となり、いい一日を過ごせました。ありがとうございました。一つだけ要望

を言わせていただければ、天文館にもホテルを建ててもらいたいと思います。 
 
・ サービスが全国標準規格になっているのが選ぶ時の安心になっている。特に朝食時に細やかな気配りで

サービスしていた女性のさわやかさに感動。出しゃばらず、それでいて、心配りが素晴らしかった！ 
 
・ 信じられないくらいのサービスに感激いたしました。何よりも行き届いた清潔な館内、そしてスタッフ

の人たちの笑顔…申し分ないです。これからも絶対にスーパーホテルを利用させて頂きます。よろしく

お願い致します。 

９７． スーパーホテル 那覇・新都心 

・ 毎年お世話になっています。もう５年程。毎年沖縄に行くので必ずこちらのホテルに宿泊します。快適

でリーズナブルでフロントの方達も親切です。スーパールームは子供にも好評です。ロフトベットがア

スレチックみたいで楽しいようです。女性限定で頂けるアメニティグッズもあるので嬉しいです。また

来年もお世話になると思いますので、よろしくお願い致します。 
 
・ 初のフロントの方の対応がとても親切で笑顔も、とっても良かったです。お部屋も綺麗でぐっすり眠

れました。その上、朝食も無料で頂けて、格安の宿泊料で申し訳ないくらいです。 
 
・ トータルで素晴らしいホテルでした。フロントのスタッフも朝食のスタッフも、とても気持ちのいい接

客でそれだけでいい宿だな～とほっこりしました。女性にはアメニティのサービスもあり、大満足でし

た♪掃除もしっかりされている感じがしました。今回は帰省のために利用しましたが、次回は家族との

旅行でも使いたいと思います！！！ 

９８． スーパーホテル 沖縄・名護 

・ 妻の実家の帰省で利用しました。今回で利用２回目です、４泊しました。前回利用した時と同じで大変

に朝食が美味しかったです。スタッフの方達も対応がよく、特に朝食のお世話をされているおばちゃん

の「おはようございます！」が気持ちよかったです。部屋は清潔感があり、 上階からの名護の街並み

は思いで深いです。次回帰省した時もまた利用します。お世話になりました。 
 
・ スーパーホテルは部屋がとてもきれいで安心して泊まれます。フロントの方の対応も丁寧で機械にて料金の

支払いをしている間にエレベーターのボタンを押してくださるなど、素晴らしいですね。どうもありがとう

ございました。朝食時間を平日も９：００までにして頂きたいです。 
 
・ ベッドが広く、大浴場もあってぐっすり眠れました。フロントの方の接客もよく質問事項にも丁寧に対

応していただきました。アイスクリームのサービスも風呂上がりには助かりました。風呂場の海洋深層

水の設置、ズボンプレッサーの設置、朝食時の飲料自販機の無料開放などホテル側の細やかな心配りが

感じられました。 

９９． スーパーホテル 四国中央 

・ ツーリングで利用しました。ホテル設備等は価格以上のものがあると思います。あいにくの天気でホテ

ル到着時にはびしょぬれでしたがフロントの方にすぐタオルを用意していただき嬉しかったです。応対

も非常に丁寧で親切でした。お風呂について、男女交代制ですが疲れた体でゆったり湯船につかること

ができるのはありがたいです。時間がわかるように浴室内の見やすい場所にあればいいのにと思いまし

た。朝食は暖かいものが提供されるように配慮されているのがよくわかりました。朝食としては十分な

内容でした。 
 
・ 今夏４泊５日の四国旅行で３泊がスーパーホテルさんを利用しました。どこのスタッフの方も良い感じ
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でしたが 終日のこちらの方が一番にこやかで元気良くとても良かったです。スタッフの方の笑顔は本

当に疲れを忘れさせてくれるものですね。 
 
・ 川之江の色々なビジネスホテルを行きましたが、一番良かったです。オープン前より、ずっと楽しみに

していました。本当に来て良かったです。もうここしか使いません。友達にも是非教えてあげたいと思

います。ありがとうございました。 

１００． スーパーホテル 松阪 

・ 旅でスーパーホテルにお世話になることが多いのですが、松阪や伊勢神宮への観光に便利な場所で朝食

が付くのも嬉しいです。チェックインが予定時間よりかなり遅くなってしまったのですが親切な対応を

して頂きました。 
 
・ 出張でいろんなホテルに宿泊しています。部屋に入ると静かで、ストレス無く自分のペースで過ごすこ

とができました。廊下を歩く人の足音や、隣の部屋の物音が聞こえることもなく安心して過ごすことが

できました。スタッフの人達の笑顔も素敵でした。業務用の笑顔でなく、雨が降っていて、傘使って下

さい o（^▽^）o 親しみやすく自然な笑顔での接客は疲れが癒される感じです。 
 
・ 早朝に出発したので朝食は頂けませんでしたが今まで宿泊したスーパーホテルの中で１、２番目に行き

届いた清掃された環境で気分良く過ごせました。ありがとうございました。フロントの女性の方も言葉

遣い、対応と身のこなしは大変良かったと思います。又松阪に来る時はお世話になります。 

１０１． スーパーホテル 松山 

・ 到着した時の「お帰りなさいませ」に感動。シングルの部屋を二つくっつけてもらいました。山本会長

の本を読み大変興味を持ち宿泊しました。今まで泊まった数多くのホテルの中でナンバーワンでした。

これからも利用させてもらいます。 
 
・ フロントスタッフの方々の丁寧かつてきぱきと一人一人に応対なさっていることや事前に電話にて質問

した時の応対も大変好感が持てます。レディースのアメニティのお心遣いにも感謝です。出発時間の関

係で和朝食を頂けないのが残念ですが又選びたいホテルです。 
 
・ 枕のお陰で良く眠れました。今年に入り８８ヶ所逆打ち巡りとてもありがたいホテルに出会うことが出

来感謝しています。リーズナブルな料金でとても行き届いたサービス、ムードなど大ファンになりまし

た。フロントの女性の方（男性の方も）が感じ良く主人と二人大変満足しております。癒され元気をあ

りがとうございました。 

１０２． スーパーホテル 那覇 

・ 沖縄で何ものにもかえがたいそんなギフト頂きました。毎回沖縄で宿泊しているお宿、そのフロントに

Ｍさんがいます。Ｍさんとの不思議なご縁は誕生日が同じ。その始まりは去年 初に行った沖縄にその

日程に誕生日がありました。素敵な仲間に祝ってもらいホテルに帰るとＭさんがニコニコ笑顔でお出迎

え。「お誕生日だったの！」「なんで知ってるんですか？」「いや自分の誕生日は分かるやろう！」「えー！

私もですよ」まんまと類似性の法則に。 
そんなご縁から既に三回も沖縄に行っています。毎回ホテルは決まりです。Ｍさんの笑顔に会いたくて。

今回の滞在である日部屋に入ると素敵なメッセージ。ドアの隙間からそっと忍ばせてくれた贈り物。色

と絵で沖縄とＭさんとそして私。素敵なギフトに感動でした。 
 
・ 母と二人でこちらに一泊させて頂きました！フロントの女性の方がとても笑顔が素敵な方でした。アメ

ニティもフロントの所に女性は５点まで無料で持ち出し可能でした！パジャマと色んな硬さや造りの枕

の貸出がありました☆国際通りからゆいれーるで５、６分ほどなので夜ご飯を食べて飲んでも 終で

帰ってこれますしタクシーでも大丈夫な距離です。この安さでこの清潔感ならいいと思います☆また沖

縄旅行の際は利用させて頂きたいと思います！ 
 
・ 朝食の際スタッフの方の元気な笑顔での挨拶、子供達への気配り（くしゃみをしたらティッシュを持っ
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て来てくださったり）に感動。正直お値段がお安いので全く期待していなかったんですが本当にすごく

気持ち良く宿泊出来ました。来年も必ず利用します。 

１０３． スーパーホテル 八幡浜 

・ スタッフの方の雰囲気が良かったです。食事の時も、とても丁寧に案内して頂きましたし、美味しかっ

たです。以前別のスーパーホテルに泊まった際、歯ブラシ、マイ箸を持って来たら良かったと思ってい

たのに、今回また忘れてしまい、来てからしまったと思いました。次回スーパーホテルを利用する際に

は、ちゃんと歯ブラシマイ箸を持って来たいと思います。 
 
・ スーパーホテル八幡浜に夜遅く着いたが、夕食が食べられる店を紹介してもらったり、その店がまだあ

いているか電話していただいたり、スタッフの方が親切でよかった。そしてスーパーホテルのいろいろ

な情報も聞けたので今後のためにもなったので、またスーパーホテルに泊まりたいと思った。 
 
・ いつも大変心地良く宿泊させて頂いております。みかんの湯もお湯の温度が 高です。駅からも近く繁

華街で利便性も高いです。スタッフはＫ店長さん、Ｔさんをはじめ清掃の方までみんな親切でした。ぐっ

すり眠れ朝食も食べたいのですが眠りの方を優先しています。ありがとうございました。 

１０４． スーパーホテル 石垣島 

・ 年間 60 回くらいの旅をしており、近頃貴社のホテルも多くなって、一人で泊まれて風呂もあり、セミダ

ブルだし冷蔵庫もあるし、気持ちよく泊まれるので、大好きです。またこっちへ来たら、泊めてくださ

い。全国の貴社の拠点の入った資料などありましたら、送って下さい。 
 
・ 朝ごはんが石垣の食材を使われていて、優しい味付けで満足しています。５日間宿泊しましたが、角部

屋でお隣りの音、あまり気にならなかったです。 
 
・ 初めての石垣島、初めてのスーパーホテル宿泊。今後新空港関係の仕事で長期訪問する可能性あり利用

させて頂きます。楽しい宿泊でした。今後もよろしく。 
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健康と環境に配慮するスーパーホテルの LOHAS に関するお声が届いています・・・ 

・ 低価格で満足得られる努力がとても感じられる。こちらとしても省エネ、ゴミ分別と進んでやる気が湧

きますね。（札幌すすきの） 
 
・ スーパーホテルはここ旭川以外にも利用させてもらっていますが、ここはどれを取っても質の高さが群

を抜いています。滞在していて、とても気持ちよく過ごしています。出張の多い私ですが、帰宅しても

旅の疲れを感じないのはエコの様なホテルのお陰かも知れません。ありがとうございました。（旭川） 
 
・ いつも部屋の清掃が完璧で気持ち良くつかえます。使用しなかった歯ブラシをフロントへ持っていくと

飴をいただけてちょっとしたことがうれしい。エコは 近あたりまえだけどかなり早いうちから取り組

んでいるスーパーホテルすごい！（旭川） 
 
・ 初めて宿泊しましたが、ホテルのコンセプトとして｢快適な睡眠｣を提供出来る様に､枕を選べたり、ベッ

ドにもこだわりがあり､部屋もブラインド!?みたいなのを閉めると窓からの光は一切入ってこなくなるの

で真っ暗でとても快適に熟睡する事が出来ました!接客の方も忙しい中親切に接して頂けました!（函館） 
 
・ 枕が選べて、低反発のマットでぐっすり眠れました。大浴場のお風呂が気持ち良く、ビジネスホテルと

は思えない満足感でした。LOHAS でも照明が暗過ぎるとは思わず、ちょうど良かったです。（函館） 
 
・ ロハスの取り組みは良いと思う。利用者側にももっと浸透されると相乗効果がでますよね。（釧路駅前） 
 
・ ぐっすりという言葉通り非常に寝心地が良かったです。部屋の香りも今まで宿泊したどのビジネスホテ

ルよりも良かったと思います。スタッフの方々も明るくて好感が持てました。数年前にも（別の所です

が）スーパーホテルに泊まりましたが確実にサービスレベルが上がっているように感じます。また釧路

に来た時は利用したいです。ありがとうございました。（釧路） 
 
・ スタッフの皆さんの笑顔に救われた気がします。無駄なサービスがなく、とても気持ち良い。エコも賛

成です。無駄なサービスがなく、とても気持ちよい ECO も賛成です。衣紋かけがもう一つあれば助かり

ます。外着用。（北見） 
 
・ ビジネスホテルでここまで素敵なサービスが展開されていることにびっくり。感動しました。LOHAS

の取り組み、トイレットペーパー一つでも可愛らしく女性へのアメニティなど楽しかったです。部屋も

綺麗だし、枕も全てぐっすり安眠でした。スタッフの人もとても感じが良くて素敵でした。これからも

頑張って下さい。ありがとうございました。（北見） 
 
・ 朝御飯、本当に美味しかったです。ベッドも寝心地が良かったので、すぐ眠れました。（青森） 
 
・ エコに対する考え方が、とても良いです。シンプルだけど、目が行き届いているようで、気持ちが良い

です。（十和田） 
 
・ 朝食のお野菜が豊富。ドレッシングもいっぱいで大変美味しかったです。是非また利用したいと思いま

す。（十和田） 
 
・ ロハスという言葉はあまり聞いたことがなかったのですが、とても良いことだと思います。エコについ

ては私生活の中でなんとなく考えることもありましたが、これを機にもっと意識していきたいと思いま

す。（弘前） 
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・ 歯ブラシなど LOHAS、エコにはとても感心いたしました。一緒にエコに取り組めて、気持ちが良かっ

たです。女性アメニティとても嬉しかったです。化粧水やシャンプーを無添加のものにしてみるのはい

かがでしょう。とても心地よく過ごせました。ありがとうございます。（八戸長横町） 
 
・ 全国のスーパーホテルを利用していますが、定年退職後は後日目的で利用しています。チェックインか

らチェックアウトまでスタッフの皆様の優しく温かい対応に感激しております。全然嫌味の無い

LOHAS への取り組みを、素晴らしく思っています。フロントの方の地元なまりの言葉にも癒されます。

行って来ます。早めに帰ります。（八戸天然温泉） 
 
・ ロハスの取り組みは大賛成。地球にやさしい取り組みは結局自分達のため、子孫のためでもあるからで

す。少しでも良い地球を残すためにこうして実行してくださるのがうれしいです。（盛岡） 
 
・ エコへの取り組みが素晴らしいと思いました。部屋にパジャマを置かない、電話をおかない。暗証番号

が鍵など、なるほど～と共感できることばかりでした。チェックインの時の説明も感じが良かったです。

（仙台・広瀬通り） 
 
・ エコに配慮し、過剰な不必要なサービスも排除してすっきり却って居心地が良いです。ロールカーテン

で窓を遮光しているので主婦の私も 7 時までぐっすり眠れました。おかげ様で長旅の疲れが取れました。

ありがとうございました。（仙台・広瀬通り） 
 
・ 初めて連泊でビジネスホテルを利用しました。スーパーホテルの ECO に賛同です。今回こちらを利用し

て、ホントに良かったです。次回はもう少し長期で利用したいです。他のビジネスホテルも利用したこ

とはありますが、このホテルは部屋に閉塞感がなく、乾燥も少ないため、快適です。そしておもてなし

高です。朝食の量も大満足です。（仙台・国分町） 
 
・ みちのく公園で行われたフェスの後、女性３名で利用しました。ライブの疲れも、温泉と無料のアメニ

ティで癒されました。山形駅も全然遠くないので、翌日、駅ビルでたっぷりと山形名物を買って帰るこ

とができました。（山形駅西口天然温泉） 
 
・ 甲府にもあるスーパーホテルに一度宿泊したいと思っていました。ゆっくりくつろげました。ベッドも

広く、旅の疲れも癒されました。また温泉はコンパクトで時間が気になりましたが、満足できました。（宇

都宮） 
 
・ 天然温泉、今市森友の湯に行ったことがあります。ここで入れるなんて感激します。（小山） 
 
・ とても気持ち良く休むことが出来ました。ロハス大賛成です。チェックイン時のやさしい対応、素晴ら

しい食事の用意をしてくださった方の明るい挨拶は和みます。（水戸） 
 
・ 細かい点まで行き届いていた。環境を意識している取り組みに共感持てた。（新橋・烏森口） 
 
・ 健康イオン水が、とても良く、翌日のお肌の調子が全然違いました。（浅草） 
 
・ 健康イオン水に驚きました。業務内容の素晴しさは聞いていたので驚きはしませんでしたがお風呂に

入ってみて水の柔らかさに感心しました。とても水が柔らかく嬉しかったです。（浅草） 
 
・ チェックイン時、朝食の時、部屋の掃除、とても行き届いていてスタッフの皆様ありがとうございます。

ホテル内きれいでベッドは低反発のマットレス、枕も…ぐっすり眠れました。個人的にも泊まりたいで

す。LOHAS エコ泊、良い取り組みですね。（上野・御徒町） 
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・ ずっと一度泊まってみたいと思っていました。綺麗なお部屋でとても気持ち良かったです。フロントの

方もとても気持ちの良い対応で良かったです。ロハスなエコひいきも大賛成です。又泊まりたいです。（上

野・御徒町） 
 
・ フロントの方がとても感じがよく、エコに関する取り組みも素晴らしいと思いました部屋は少し狭いで

すが、価格を考えれば充分ですし、何より清潔でコンセントの数が多いというのは、とても便利で助か

りました。ホテルでは何故かコンセントの数が少なく不便を感じていましたのでテーブルの近くにつか

えるコンセントが５つもあるのには本当に驚きました！是非また利用させて頂きたいです！（JR 上野入

谷口） 
 
・ 初めてスーパーホテルを利用させてもらいましたが、評判通り、夜はぐっすり眠れて、とても気持ち良

かったです。特に夏なのに、室温が安定していて夜中に目覚めることがなく、良かったです。また旅行

の際、他店舗も利用させてもらいます。（東京・赤羽） 
 
・ 貸し出しの枕がとても良かったです。ぐっすり眠れました！（City 池袋北口） 
 
・ 初めて利用させて頂きました。ホテルを利用して、環境保全や海外支援に繋がる取り組みをしている事

に、共感しました。歯ブラシを使わなかったら、ちょっぴりお菓子が貰えたり、部屋の照明(照度)や、壁

紙などにも配慮し、さまざまな枕から、好きな枕をが選べるサービスなど、泊まる人が快適に過ごせる

ように配慮したホテルでした。フロントの方の対応も丁寧で良かったです。朝食は、野菜ソムリエがオ

ススメするサラダやパンなど、色々あって、美味しく頂きました!!安かろ～悪かろ～ではなく、安かろ～

良かろ～な、ホテルでした☆（JR 池袋西口） 
 
・ 歯ブラシとお菓子交換しちゃいました。何か楽しい企画ですね。ありがとうございました。又来ます。（JR

池袋西口） 
 
・ エコの取り組みがとても印象的なホテルだと思いました。部屋もきれいだし、居心地の良い空間だと感

じました。また利用したいという気持ちにさせてくれます。（東京・亀戸） 
 
・ これからも企業として地球環境に優しい取り組みを継続してください。（東京・JR 蒲田西口） 
 
・ 初めて利用させてもらい評判通りの良いホテルだと思いました。特に女性に優しいホテルで今までの他

のホテルにない心配りを感じました。ロハスな点でもとても好印象です。朝食のメニューなども限られ

た予算内でより内容豊富で努力してられるのが良く分かりました。（東京・大塚） 
 
・ 様々な所に LOHAS の考えが使われていて過ごし易かった。水がよく、髪の毛もしっとりして嬉しくなっ

た。また宿泊したいと思った。ありがとうございました。（東京・日本橋三越前） 
 
・ 他のビジネスホテルよりはるかに居心地が良い。エコが徹底していて且つ清潔感が良い。宿泊料金が他

社と比べて全体としては安い。ここに泊まった人は他のホテルは泊まれないと思いますがどうでしょう

か。今後共よろしくお願いします。（東京・日本橋三越前） 
 
・ 好みの枕を使用し、ホテルなのにぐっすり眠れました。細部まで健康にこだわり、すごいと思います。

快適でした。（東京・日本橋三越前） 
 
・ LOHAS への取り組み、素晴らしいと思います。簡素化しているものの、スタッフの方々の応対は、と

ても温かく気持ちよく過ごせました。今まで別チェーンホテルを利用していましたが、今度は必ずこち

らを利用させて頂きます。ありがとうございました。（品川・青物横丁） 
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・ フロントスタッフさんの爽やかな笑顔と受け答えが印象に残りました。また清掃のスタッフさんも気配

りがあり、嬉しかったです。ECO を率先しているホテル大好きです。（品川・青物横丁） 
 
・ 接客が良い。丁度良いサービスと手作り感がエコにつながっていて、共感できるし、今までにないビジ

ネスホテルに感動。（東京・JR 立川北口） 
 
・ 皆さんの良い口コミを参考に選びました！無料の朝食が想像以上で…朝から得した気分で１日を過ごせ

ました！女性はアメニティが貰えるみたいです！連泊する時にお掃除をしないとエコに協力した事にな

りミネラルウォーターー！一本貰えました！ものスゴいコスパのホテルです！またお世話になりたいで

す！ありがとうございました！（新横浜） 
 
・ バスタブの外へお湯がこぼれない工夫が素晴らしい。全てにおいて、よく考えられています。（横浜・関

内） 
 
・ 良質なＥＣＯの実践を実感しました。良いホテルです。（千葉駅前） 
 
・ 健康イオンスリッパの効果、部屋の効果のお陰でしょうか、スーパーホテルさんに泊まるとすぐに眠れ、

目覚めも良く、美味しいご飯も満足です。ご飯、味噌汁のあるところが大好きです。また来ます。あり

がとうございました。（東西線・市川・妙典駅前） 
 
・ 心地よいエコでした。必要と思うものは全て準備できるようになっています。Good！おふろ Good でし

た。（さいたま・大宮） 
 
・ 歯ブラシを使用しない場合、お菓子と交換という取り組みにはびっくりしました。そこまで徹底してい

るのかと思いました。掃除の結果、床に落としていた 10 円玉を見つけていただいて机の上に置いてくれ

ていました。これも感激しました。（さいたま・和光市駅前） 
 
・ 時代の流れにのっていて、エコに取り組むことは大賛成！！余分なものは省いて良い。（新潟） 
 
・ 接客態度が大変良かったです。エコへの取り組みも感じられ、部屋も綺麗でした。影虎の湯、 高！（新

井・新潟） 
 
・ 安眠への心遣い、嬉しかったです。ゆっくりさせていただきました。（松本駅前） 
 
・ スーパーホテルが好きで旅行の際、よく利用しています。青春 18 切符があまってしまい、1 泊 2 日で旅

行先を探して、こちらを見つけました。天然温泉で安いプランで泊まれました。大満足です。朝食の際、

パンが焦げそうになるところを、朝食係りのおばさんスタッフの方から教えて頂き、感謝しています。

細やかな気配りと居心地の良さ、エコへの取り組みなど、また利用したいと思います。（松本天然温泉） 
 
・ 朝ごはん美味しかったです。エコや眠りについてのサービスがすごい。（高岡駅南） 
 
・ クリーンでエコなイメージ作りがしっかりしていて、大変良かったです。このイメージをキープしてい

てほしいと思いました。（長泉・沼津インター） 
 
・ いつも素敵なおもてなしをありがとうございます。今日も気持ち良く山梨回れそうです。 低、歯ブラ

シを持参するようにしました。エコ、LOHAS の考え方、素晴らしいです。お菓子もらえますしね～。（甲

府昭和インター） 
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・ 全ての面において工夫と心遣いを感じました。ゆっくりまたぐっすり休ませて頂きました。そして泊ま

らせて頂いたこの時だけのことにとどまらず泊めて頂いた私共の意識の向上にも繋げて頂けましたこと

がまた大変ありがたい事でした。来させていただく前に全く意識していなかった事を帰りますときには

「帰ったら家もこのようにしてみようかしら、あのようにしてみようかしら」と色々なアイデアを気付

かせて頂いて本当にありがたく嬉しくワクワクする思い出いっぱいです。使わせて頂いた私共の意識の

向上がまたたくさんの皆様と共に日本中にそして世界に広がって参りましたら素晴しいことですね。今

後共どうぞよろしくお願い致します。（甲府昭和インター） 
 
・ 1 歳未満の息子がいる事を伝えたところとても親切に対応してくださいました（お部屋の変更や温泉の

入浴など）。大変気持ち良く過ごさせて頂きありがとうございました。温泉もゆっくり入れて良かったで

す。女性への特典も便利でした。（御殿場 I 号館） 
 
・ エコな取り組みが良いと思いました。枕を選べて良かったです。お風呂にもっとゆっくり浸かりたかっ

たです。（御殿場 II 号館） 
 
・ ぐっすり眠れました。お値段も手頃だし細かなサービスが嬉しいホテルですね。（富士インター） 
 
・ 至るところで LOHAS の取り組みを感じられます。女性が望んでいることをかなえてくれて、とても快

適に過ごせました。ありがとうございます。（JR 富士駅前禁煙館） 
 
・ お部屋にフロントＳ様からのメッセージがあって、心が温まりました。LOHAS の取り組みも素晴らし

いですね。歯ブラシのエコヒイキはＧＯＯＤ。アイデアですね。枕やお水、お茶のサービスもありがた

かったです。旅の疲れを癒しました。ありがとうございました。（天然温泉富士本館） 
 
・ 初は低価格にひかれて予約しましたが経営努力、エコへの取り組みで実現していることをしり素晴し

いと感じました。今後更なるエコの取り組みを期待します。（天然温泉富士本館） 
 
・ ゴミの分別が室内まであり大変嬉しく思いました。（岡崎） 
 
・ 温泉がつるつるしてすごく気持ちが良かったです。いつまでも体が温まっているという感じでした。（安

城駅前） 
 
・ コンセプトとしては、これからの地球環境への取り組みとして、よく整備されていると思います。チェッ

クイン時の接客の笑顔で少しホッとした感じがしました。泊まって良かったです。（名古屋駅前） 
 
・ 日本全体の目的であるエコ生活、まさに先頭を切って貴ホテルが実践してくださっているように思いま

す。本当にありがとうございます。またおじゃまします。（名古屋駅前） 
 
・ 自分にあった枕を選ぶことができよく眠れました。（飛騨・高山） 
 
・ LOHAS への取り組みは Good！エコも不便さを感じさせないし、過ごし易かった。フロントの方も朝食

の方も感じが良く、元気で行き届いています。（大垣駅前） 
 
・ 話題のホテルというので、宿泊。料金も割安でサービス全般ビジネスホテル以上のものを提供してもら

え、これは納得、LOHAS という環境保護運動も初めて知る。皆様親切でした。（四日市駅前） 
 
・ さすがです。「なぜか良く眠れた」と家族全員が言っており皆で驚きました。（四日市・国道１号沿） 
 
・ LOHAS への取り組み、素晴らしいと思います。家庭でも取り組んで行きたいです。（桑名駅前） 
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・ 部屋のイオン水が美味しかったのが嬉しかったです。（鈴鹿） 
 
・ ロハスへの取り組みは大変良いと思う。（南彦根駅前） 
 
・ 朝食が含まれての値段に本当に企業努力を感じました。ロハスの取り組み良いですね。掃除をキャンセ

ルでお水を頂いた事大変嬉しかったし良いアイデアだと思いました。五点セットのプレゼントは良いア

イデアでありがたかったです。お世話になりました。ありがとうございました。（大津駅前） 
 
・ 今回旅行でもスーパーホテル利用させて頂きました。博多、谷町、防府、大津、どこのホテルもいつも

のサービス、エコ、朝食と満足です。楽しい旅行が出来ました。娘も歯ブラシ返却でもらえる地元お菓

子喜んでました。（大津駅前） 
 
・ 分かり易い立地にあり、充分ゆっくり過ごせました。枕を選べることがそう過ごせた一因と思います。

いつもありがとうございます。LOHAS への取り組みに大賛成です。（京都・烏丸五条） 
 
・ 環境に配慮したホテルの運営が大変素晴らしいと思います。ありがとうございます！また利用したいと

思います。（京都・四条河原町） 
 
・ ビジネスホテルで温泉付きは嬉しい！不足感は全くありません。必要または、過度なサービスを省いて

いることがエコにもつながるし、良いと思う。素晴らしいです。こだわりの提案は、泊まる側にゆとり

を与えてくれました。（京都・四条河原町） 
 
・ 奈良には何度も来ていますが初めて利用させて頂きました。エコ活動に力を入れているということです

が無駄なくでも不自由なく良いと思いました。女性への五点プレゼントは嬉しかった。大変よく眠れま

した。（ＪＲ奈良駅前） 
 
・ LOHAS 理念を根幹において、スーパーホテルの経営に取り組まれていることに心から敬意を表します。

初めてスーパーホテル奈良に泊まりましたが LOHAS の実践を感じます。従業員の皆さまも明るく生き

生きとして対応しておられ、スーパーホテルの更なるご発展を期待しております。（LOHASＪＲ奈良駅） 
 
・ やっと予約がとれて泊まる事が出来ました。とても快適でした。スタッフ全員が気持ちの良い接客でロ

ビーにいたいくらいでした。朝食も美味しかったしロハスは私も出来るだけ参加したつもりです。」あり

がとうございました。又来たいです。（LOHASＪＲ奈良駅） 
 
・ 小学校の頃から環境に優しい社会作りの重要性を教えられてきました。こんなエコなホテルは初めてで

す。感動しました。（LOHASＪＲ奈良駅） 
 
・ ビジネスホテルとして評価すると、質の良い眠りを提供することに尽力されているところがよかったで

す。お風呂は十分な広さがあり、そして循環ろ過ではあるものの温泉ですので、体が温まりました。枕

を好みにあわせてかえることができることも大変よい点と思います。防音のために入口の扉にシールド

してある点などチェーン全体で取り組まれている眠り対策を実感できました。（奈良・大和郡山） 
 
・ ビジネスホテルなので正直あまり期待はしていませんでした。ロハスの取り組みなどはすばらしいです。

家族旅行で利用しましたが、子供たちが大変満足してまた利用したいみたいで、全国のスーパーホテル

を利用したいと思います。また利用しますのでよろしくお願いします。（奈良・新大宮駅前） 
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・ 他のスーパーホテルいくつか利用しましたが、一番良かったです。何が？スタッフの明るさ元気と笑顔。

LOHAS の取り組みも大賛成。いつも歯ブラシとか持参しています。フロントへの電話機あるホテルで

も今まで使ったことないですもの。不要なもの省いて価格に反映して素晴らしい！！女性には、やはり

リセッシュ、卓上鏡など嬉しいサービスです。（ＪＲ新大阪東口） 
 
・ とても料金が安いのに細部まで気配りして頂いた様な気がします。しっかりエコにも取り組まれている

ので、その姿勢がとても気に入りました。初めての利用でしたが、これからもまず、スーパーホテルさ

んを選択肢に入れて行きたいと思います。安心感をありがとうございました。（湯元「花乃井」大阪天然

温泉） 
 
・ 毎朝仕事に行く時にフロントで元気良く挨拶してくれたので一日気持ち良く過ごせました。「ペットボト

ルのふたでワクチンを購入する」というロハスへの取り組みは分別回収の助けにもなって一石二鳥で素

晴しいと思います。社員が色々とお世話になりました。ありがとうございました。（湯元「花乃井」大阪

天然温泉） 
 
・ おいしいお食事でした。ご馳走様です。LOHAS の取り組みは、とても嬉しいです。館内全てイオン水、

温泉も気持ちよく全てが優しくリラックスできました。ありがとうございます。（湯元「花乃井」大阪天

然温泉） 
 
・ 初めて利用させて頂きましたがすごく清潔感があり一番驚いたのはエコに取り組んでいることでした。

そしてより良い睡眠を意識した照明、寝具にはすごくこだわっていてもう他のホテルは使用出来ないな

と思いました。接客も良く何より笑顔が素晴しかったです。（梅田・肥後橋） 
 
・ 連泊時の清掃不要、シーツ交換不要の取り組みは良いことだと思いました。かわりにペットボトルの水

がもらえてうれしいです。（大阪・谷町四丁目） 
 
・ フロントの方の対応が大変親切で良かったです。Eco 重視のホテルなので素晴しいと感じました。ぐっ

すり眠りました。（なんば・日本橋） 
 
・ スーパーホテルのはロハスの取り組みやお米の産地にまでこだわった健康朝食は good。（大阪・天王寺） 
 
・ 価格を抑える工夫をしながら接客マナーは大変良く教育している。朝食も手作り感があって大変美味し

かった。エコへの取り組みも無理強いせず適切だった。という三点が大変良かったと思います。とても

快適でした。ありがとうございました。（御堂筋線・江坂） 
 
・ 来阪の折には利用させて頂いています。駅から近いし実家に近く、リーズナブルで、雰囲気も毎回良い

です。LOHAS も良いです。朝食も種類・量も丁度良くなりました。（門真） 
 
・ 全体的に満足です。特に朝食は手作りでバランスがよく、心がこもった感じがしました。至るところで

環境に配慮している点も共感しました。バスタブに水の 適ラインが書かれてるのは良いアイデアだと

思います。資源を大切にしている取り組みは素晴らしいと思います。（堺マリティマ） 
 
・ 挨拶も接客も大変丁寧で、来て良かったです。ビジネスホテルで狭さが少し気になりましたが、環境に

対するエコへの対策も気を遣っているのだなぁと感じました。私の知り合いもスーパーホテルの信者ら

しく、スーパーホテル神戸は良いよ～と、かなり勧められました。朝食付で大変助かりました。夏から

かなり使わせて頂きます。良い客を目指して頑張りますので、よろしくお願い致します。（神戸） 
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・ さまざまな無駄を省いた簡素な仕組みや施設・設備ですが、滞在するには十分以上です。フロントの心

遣いも丁寧でした。駅にも近く便利です。連泊の際に掃除を希望しないとペットボトル入りの水がサー

ビスされたり、マイ箸やマイ歯ブラシにするとサービスがあったりと、小さな環境配慮が心を暖かくし

てくれます。また利用したいと思います。（鳥取駅前） 
 
・ いつもきれいなお部屋で感謝しております。気持ちよく過ごせました。省エネ、エコに取り組まれてい

るのが一つ一つ分かりました。今までの暮らしを反省。今までが贅沢だったのかも…。これからも、よ

ろしくお願い致します。（鳥取駅前） 
 
・ 私は歯みがきを使ってしまいましたが LOHAS なエコヒイキ大賛成です。それから女性スタッフお二人

とも、とても笑顔が素敵で身だしなみ、対応など、素晴らしかったです。朝食も無料にしては良いと思

います。（鳥取駅北口） 
 
・ LOHAS への取り組みでシンプルなアメニティがとても良いように思います。部屋の中がごちゃごちゃ

せず、スッキリしていました。スタッフの方の接客もとても気持ちよく、健康朝食はおいしく、旅行中

には経済的で、全国にあるスーパーホテルを、また利用したいと思います。（鳥取駅北口） 
 
・ ベッドのマットレス、とても良かったです。熟睡できました。次回からも泊まらせて頂きたい。（米子駅

前） 
 
・ 無駄を省きながら寝具類など細かな気遣いを感じました。また客がエコロジーに協力したことに対する

対応にも感心しました。（出雲駅前） 
 
・ いつも利用させてもらってます。仕事あとの大きなお風呂は魅力的です。それと、朝ごはんの量もタッ

プリ食べられて朝から元気がでます。また次回もよろしくお願いします。（City 倉敷） 
 
・ 菓子と水ありがとう。エコ大賛成です。（広島） 
 
・ 環境に優しくコンパクトにサービスが詰まっています。スポーツで全国周っていますが、よく利用させ

て頂いています。（山口湯田温泉） 
 
・ チェーン店なので、これまで利用しておりませんでしたが、コストパフォーマンス高いです。眠りの浅

い私が、一度も目が覚めなく、ゆっくり眠れました。他店でも利用したいです。（防府駅前） 
 
・ エコと清潔、便利さ、ホテルマンの方々の礼儀正しさ、ホテルに求められている必要性をあらゆる形で

時代に合っている魁だと思いました。（City 宇部） 
 
・ スーパーホテルは各地で利用させて頂きますが、当ホテルの食は 高でした。朝から元気！！パワー全

開！部屋にブラインドがあり、欲を言えば、レースのカーテンがあると嬉しいです。（高松禁煙館） 
 
・ さまざまなエコの取り組みは良いことだと思いました。（高松・田町） 
 
・ 朝食の品数は価格に比して贅沢でした。またソフトドリンクが朝食時はフリーになるのもうれしかった

です。枕が選べて熟睡できましたし満足です。（高知） 
 
・ 食事、ベッド、どれもとても良かったです！エコの精神も素敵ですね。お風呂も温泉で大変ありがたく

思いました。なにより驚くほど安く泊まれて、本当にお得でした。また利用したいです。（新居浜） 
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・ エコヒイキで孫へのお土産になるニワカせんべいを頂きました。エコの努力はお互いにとってプラスに

なるという有意義な企業活動です。（博多） 
 
・ スタッフの対応二重丸です。駅から近くリーズナブル。健康朝食大満足です。一階の風呂一日疲れた身

体を心底癒してくれ感謝です。小倉に来る時は再び泊まりたいです。（小倉駅南口） 
 
・ 全体的にコンパクトな中に創意工夫があり、面白い。 新の設備と LOHAS への取り組みなど、とても

新鮮でした。朝食会場が狭くて大変でした。全体的に清潔感もあり、明るいムードでスタッフの方々も

好感が持てました。この内容で、この価格は安いと思います。（City 熊本） 
 
・ 笑顔と明るい声が、心和らぎます。エコとコストを実践されている中で、接客が良いので、とても気持

ちよく過ごせました。大宮でいつも御社のホテルの前の通って泊まってみたいと思っていました。泊ま

れて良かったです。（City 熊本） 
 
・ フロントに歯みがきを持って行くと、お菓子のプレゼントはエコですし良い事ですね。また利用したい

と思います。（City 水俣） 
 
・ 貴社のエコ活動に感動しました。スタッフの皆さまも感じが良くて、気持ちよく泊まれました。ありが

とうございました。（大分・中津駅前） 
 
・ 旅行する時は常に歯ブラシ等（パジャマ）を持参しますが今回は使用しない歯ブラシをフロントに持っ

て行くとお菓子と交換。これには驚きました。一度孫を連れてくれば何と喜ぶことでしょう。全て満足

でした。ありがとうございました。（宮崎） 
 
・ ベッドが広くてゆったりゆっくり、休むことができました。LOHAS への取り組みも、とても良いです

ね。また是非利用したいです！（薩摩川内） 
 
・ 無料朝食、ちゃんと麩炒めなどの沖縄料理もあり、感心しました。健康朝食というだけあって、ヘルシー

で美味しく、朝からお腹いっぱいになりしあわせ～！重い荷物があったので、ホテル前に駐車できてラッ

キーでした。（那覇・新都心） 
 
・ Ｍさん親切でした。ありがとうございました。ホテル全体にも部屋にもエコの取り組みがたくさんして

あって良かったと思います。お世話になりました。（沖縄・名護） 
 
・ 朝ドリンクが全て無料になる事はとても良いと思います。とても朝食が美味しかったです。枕も気持ち

がよくてすぐ寝られました。ありがとうございました。（四国中央） 
 
・ ぐっすり眠れました。到着した時の女の方の笑顔が良かった。（松阪） 
 
・ お世話になりました。エコの取り組みがとても良いと思います。客室電話など不要なところはなくして

いても空気清浄機などのサービスは充実していたのでとても満足出来ました。ホテルとしてもスタッフ

さんを見てもとても気持ち良く過ごせました。毎月愛媛に来ますので必ずリピートします。（八幡浜） 
 
・ いつもスーパーホテルを利用させて頂いております。感謝しています。素晴らしい環境と地域貢献、ECO

取り組みを実践しているホテルと思っています。よろしくお願い致します。（八幡浜） 
 




