
ホテルのご案内 

 レーゲンスブルクは２００６年に旧市街と、ドナウ川を挟んで石橋を渡った先にある

Stadtamhof がユネスコ世界文化遺産に登録され、近年は観光客が増えています。ホテルも

旧市街を中心に数多くあるのですが、ここでは通常価格より安く提供してくれるホテルをご

案内いたします。 

 大学は町の南にあり、旧市街とは少し離れていますが、ホテルは旧市街にされたほうが便

利だと思います。金曜日は 2 番、4 番、6 番、11 番のバスが、土日は 2 番、6 番、11 番のバス

が大学まで通っています。土曜日の会食も旧市街の大聖堂のそばです。旧市街は全て徒歩

で行けます。なお、交通案内は別途させていただきます。 

大学行きのバスが通っているバス停 

Bismarckplatz （2 番、6 番） 

Arnulfsplatz (2 番、4 番 金曜のみ、11 番) 

Keplerstraße, Fischmarkt, Thundorferstraße, Dachauplatz （2 番、11 番） 

HBF/Albertstraße, Hauptbahnhof Süd/ Arcarden （6 番、11 番） 

 

ホテルの予約は以下のサイトから、または下記の電話番号からお願いいたします。 

http://tportal.toubiz.de/RegensburgKongresse/ukv/?doSearch=1&ukv_result_order=1&nu

mber_adult[]=1&rate=GER00020060948276584&date_from=26.02.2020&date_to=03.03.20

20&reset=1 

電話番号 Regensburg Tourismus GmbH (0941-507-3417) 

 

 各ホテルには直接連絡しないでください。上記サイト、上記電話番号のみ有効です。また、

長く滞在される方のために滞在可能期間を長めに設定してあります。サイトに最初に書かれ

ている値段は合計金額です。一日あたりの金額は下に書いてあります。サイト上部で英語に

も変えられます。 

 それから、日本人の観光ガイドの方による観光案内も考えております。最終日の午後、お時



間が取れる方は是非、空けておいてください。ガイドは約 1 時間半、ガイド料は８０ユーロで

参加人数で割ることになります。 

 

 各ホテルはシングルの他にダブルもご用意してあります。ご友人とまたはご家族ともご利用

いただけます。なお、予約締切はホテルによって違いますので、ご注意ください。 

Hotel Am Peterstor （下記 Hotel Rosi と同系列です） 

シングル   一晩 63 ユーロ ×  12 室 

ダブル    一晩 90 ユーロ ×  10 室 

朝食 9 ユーロ 

2019 年 12 月 31 日まで予約可能 

 

Star Inn Hotel Regensburg Zentrum, by Comfort （学生のオススメにも入っています） 

シングル   一晩 62 ユーロ ×  50 室 

ダブル    一晩 72 ユーロ ×  10 室 

朝食 14 ユーロ 

2020 年 1 月 17 日まで予約可能 

 

Hotel Münchner Hof （旧市街のど真ん中にあるホテルです） 

コンフォートシングル  一晩 102 ユーロ ×  15 室 

スタンダードシングル  一晩 87 ユーロ ×  10 室 

ダブル    一晩 137 ユーロ ×  10 室 

朝食無料 

2020 年 1 月 29 日まで予約可能 

 

 このご案内とは別に今学期「Lesen und Schreiben」という授業で学生たちが書いたホテル

案内も一緒に添付いたします。学生が選んだホテルですが、参考にされてください。 



オススメのホテル「Hotel Goldenes Kreuz」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 レーゲンスブルグのホテルに泊まりたいなら、Hotel Goldenes Kreuz というホテルがいいです。そのホテルには

高い塔があって、中世のお城みたいです。Haidplatz という広場にあります。 

 ホームページによると一晩を過ごしたら、シングル 100 ユーロで、ダブルは 120 ユーロです。部屋がきれいで、

中世みたいな家具があります。設備も素晴らしいです。無料の Wi-Fi もあるし、ヘア・ドライヤーや新しいタオルも

バスルームに置いてあるし、それにルームサービスもいつでも注文できます。それに加えて、追加料金を払うこと

なく朝ご飯を食べることもできます。 

 一番面白いのはこのホテルの歴史です。カール 5 世という皇帝は 1546 年にこの建物に泊まりました。ホテルの

入り口の壁に文章が書いてあります。文章によるとその皇帝は泊まった夜、レーゲンスブルグに住んでいたきれ

いな女の人と男の子を作ったそうです。息子はオーストリアの陸軍と一緒にオーストリアを征服したがっていたオ

スマントルコに勝ちました。 

 ホテルの近くにあるレストランは美味しい所が多いです。例えば、左にイタリアとメキシコのレストランがあります。

ホテルを出て、左へ曲がって、五分まっすぐ行くと、Bischofshof am Dom というバイエルンのレストランがあります。

ホテルからドナウ川まで十分ぐらいです。川に沿って、散歩ができます。 

 駅と大学への道順を説明します。ホテルから Bischofshof am Dom に行って、大聖堂を通って、右へ曲がって、ま

っすぐ行きます。十分で駅に着きます。ホテルからバスに乗りたかったら、ホテルを出て、右に曲がります。三分ぐ

らい行くと Arnulfsplatz というバス停が見えてきます。2 番のバスに乗ります。レーゲンスブルグ駅から 6 番か 11

番のバスを使って、大学に行けます。 ぜひホテルのホームページをチェックしてください。 

大切な情報： 

ホテルの名前：Hotel Goldenes Kreuz 

ホテルの住所：Haidplatz 7, 93047 Regensburg 

ＨＰ：www.hotel-goldeneskreuz.com             マヌエル・グリュル 



おすすめのホテル SORAT Insel-Hotel 

 

 レーゲンスブルクの滞在のためのホテルは SORAT Insel-Hotel が適しています。ドナウ川の中洲の

シティホテルです。ホテルからは川を挟んで、石橋、旧市街の中心部と大聖堂が見えて壮観な眺め

です。記載されているホテルの建物は、かつて製造場でした。ホテルにはレストラン、50 台分の駐車

スペース付き地下駐車場、サウナ風呂付きのウェルネスエリア、バーがあります。 

 ホテルには、四つの異なる部屋タイプがあります：33 のスタンダードルーム、34 のコンフォートルー

ム、6 つのデラックスルームと 2 つのシニアスイートです。喫煙はお部屋では許可されていません。

Wi-Fi はホテル全体で利用可能です。チェックインは 2 時以降、チェックアウトは 11 時までです。秀

逸なホテルなので、安くありません。 

 最寄りのバス停は Thundorferstraße です。そこへ行くには、大学から 11 番のバスに乗ります。15

分かかります。バス停から、石橋を渡ります。橋の途中で左の坂道をくだります。ホテルは Alte Linde

というビアガーデンの隣です。 

大切な情報： 

ホテルの名前：SORAT Insel-Hotel 

住所：Müllerstraße 7 

HP：https://www.sorat-hotels.com/en/hotel/regensburg.html 

電話番号：+ 49 941 - 810 40 

メラニー・ホップフラー 

 

 



ホテルのおすすめ 

Hotel Rosi 

「Hotel Rosi」 はレーゲンスブルクの人気のホテル

です。一人旅に好評のロケーションです。例えばい

い点はホテルがレーゲンスブルクの旧市街に位置し

ていることです。それに駅と大聖堂まで歩いて４００

メートルぐらいです。Wi-Fi は無料です。朝ご飯はビュ

ッフェです。全部屋に浴室とテレビがあります。とても

すばらしいサービスで、おもてなしの雰囲気です。例

えばウエルカムドリンクがあります。そして出発の際

にはペットボトルの水がもらえます。全部の部屋は禁

煙ルームです。シングルルームは一泊８０ユーロぐら

いです。チェックインは１４～23 時です。チェックアウ

トは 6～11 時です。ホテルの建物は４００年前にぐら

い建てられました。 

 

住所: Fröhliche-Türken Straße 11 

HP: https://hotel-rosi.de/index.php/home.html 

クチコミ３４０件: 9.1 

受付: 月曜日から金曜日まで７～２０時、土曜日から日曜日まで７:３０～２０時 

シュテファン・アイヒンガー 



ｉｂｉｓホテル 

 

ホテルの部屋は８０ユーロかかります。ペットを連れてきてもいいです。ホテルでタバコをすわないで

ください。スタッフはドイツ語と英語とスペイン語が話せます。 

 大学のバス停でバスに乗ってください。バスの路線は６番と１１番です。バス停の名前は

Hauptbahnhof Süd/ Arcaden です。ｉｂｉｓホテルはバス停のすぐ近くです。歩いてもいいです。大学の

バス停から北に歩いてください。KULLMANNS というレストランで右へ曲がってください。５００メート

ル歩くと、左にｉｂｉｓホテルがあります。 

大切な情報 

ホテルの名前：Hotel ibis Regensburg City 

住所：Furtmayrstrasse 1 93053 REGENSBURG 

HP:https://www.accorhotels.com/de/hotel-0904-ibis-regensburg-city/index.shtml 

電話番号：+49 941-780 40           ジモーネ・アウアー 



ホテルのおすすめ 

Star Inn 

レーゲンスブルクのホテルは Star Inn がおすす

めです。高くなくて、いい場所にありますから、

いいホテルです。ホテルの近くにレーゲンスブ

ルク大学に行く６番と１１番のバス停がありま

す。ほかに、旧市街まで歩いて５分しかかかり

ませんし、駅からホテルまで２００メートルで行

けます。ホテルのバーは２４時間開いていて、

無線 LAN は無料です。インターネットで人々は

朝ごはんを褒めます。部屋は朝ごはん込みで

予約したら、７０ユーロから１００ユーロくらい

かかりますが、値段は時期に依存しています。 

 

 

ホテルの名前：Star Inn Hotel Regensburg 

Zentrum, by Comfort 

住所：Bahnhofstraße 22, 93047 Regensburg 

HP：https://starinnhotels.com/star-inn-hotel-regensburg-zentrum-by-comfort/ 

パトリック サイラー 

 

このホテルは安く予約できるホテルのリストに入っていますので、予約される場合は必ず、１ページ

目のサイトから予約してください。（高邑注） 

 

 

 


