
ニューワールド大連ホテルヘようこそ



• 大連周水子国際空港 25 分 - 14 キロ

• 大連駅 5 分 - 3 キロ

• 星海会展センター 20 分 - 8 キロ

• 大連港 3 分 - 1 キロ

• 大連開発区 60 分 - 40 キロ

• 大連ソフトウェアーパーク 30 分 - 16 キロ

• 大連双D港 80 分 - 50 キロ

ニューワールド大連ホテル ロケーション

ニューワールド大連ホテルは大連市の中心地、
メインストリートの人民路に位置しておりビジネス、
レジャーに最適です。中山広場、大連港、金融
センターにも近い距離です。ホテル周辺は大連で
最も洗練されている場所で治安も良く安心して
ご滞在いただけます。



大連 ローカル アトラクション＇ホテル周辺（

ザ ギャラリア-当ホテルに隣接

ザ・ギャラリアはモダンなショッピングモールで、館内には世界の
高級ブランドファッションや日本食レストラン櫻川、映画館、日系の
マッサージ店＇泰殿養生会館（が立ち並んでおります。ニューワールド
大連ホテルの隣に位置しております。

タイムズ・スクエア -当ホテルの真向かい

１７，０００平米のコンテンポラリーな建物で３０の世界的有名、
ラグジュアリーブランドのお買い物が楽しめます。

ホテルの周り

数々の有名日本料理レストランが徒歩圏内＇５－１０分（にあります。
カルフールショッピングストアーまで徒歩１０分以内です。

お買い物



客室内のバス ローブ、タオル等のリネン類、スリッパ、

ヘアケア製品等も使い 心地が良い素材を利用してい

ます。

ニューワールド大連ホテルが 日本人のお客様に好まれる理由 (その１)

エレガントで格調高く

明るい雰囲気の客室。
客室内は大きな窓の日差し、 またはベットの

天井上に読書灯等 充分な照明器具を設置してお

り、明るい空間の中で快適にお過しいただけます。

最高級品質の客室アメニティ



日々の疲れを癒してくれる

ゆったりサイズの深いバスタブと

シャワーブース

ニューワールド大連ホテルが 日本人のお客様に好まれる理由 (その２（

大連一の施設を誇る室内温水プール

そのほか、ジャクジー、フィットネスジムが

ございます。

２４時間営業のスポーツジム。



経験豊かな日本語マネージャーを採用。

ホテル経験豊かまた日本語堪能な中国人ゲストサービスマネージャーが2人いて、

日本人のお客様がご滞在中お困りの際は、言葉の問題のみならず、

いつでもお手伝いお世話いたします。

ニューワールド大連ホテルが日本人のお客様に好まれる理由 (その３（

温かいご飯とお味噌汁も

朝食ビュッフェには、温かいご飯とお味噌汁のほか、

各種和食惣菜も取り揃えた日本食コーナーもご用意

いたしております。



SECTION 3

ACCOMMODATIONS



• 全 420 室＇１９室のスィートルーム、６３室のレジデンスデラックスルーム、４７室の長期滞在用
＇アパートメントタイプ等のお部屋も含む（客室の全面窓からは眺める歴史があふれる大連の景色を
お楽しみいただけます。

• 格調高い調度品を取り入れたラグジュアリーでスタイリッシュな客室設備でゆっくりとおくつろぎ
いただけます。

カテゴリー お部屋数 お部屋のサイズ 位置(階数（

スーペリア ツイン/キング ６６/６０ ４０㎡ ９階～１５階

デラックス ツイン/キング ６６/６０ ４０㎡ １６階～２１階

プレミア ツイン/キング １２/３６ ４５㎡ ９階～２１階

レジデンスクラブ
デラックス ツイン/キング １４/４１ ４５㎡ ２２階～２４階

スイート ツイン/キング １/１１ ８５㎡ ９階～２１階

ディレクター スイート ５ ８５㎡ ２２階～２４階

プレジデンシャルスィート １ ２００㎡ ２３階

客室のご案内



• ブロードバンドインターネットとWI-FI トアクセス

• ケーブル、衛星テレビチャンネル

• 禁煙フロアー

• 全面窓

• セーフティボックス

• IDD国際電話とボイスメール

• ミニバー

• 読書灯＇ベットの天井上（

• 疲れを癒す深いバスタブとシャワーブース

宿泊設備

客室の全面窓からは街並み、または港の景色を眺める事が
出来ます。ニューワールド大連ホテルでは下記の設備を客室
内に完備しております。



スーペリアルーム キングベッド ４０㎡ ９階ー１５階



スーペリアルーム ツインベッド ４０㎡ ９階ー１５階



スーペリアルーム 夜の照明、客室内の明るさ



スーペリアルームのバスルーム＇洗面台とバスタブ（



スーペリアルームのバスルーム ＇バスタブとシャワーブース（



レジデンスクラブ リビングルームは22階に位置しており6時～23時
数々の特典をご用意いたしております。

• 専用ラウンジにてご朝食

平日 6時30分～10時、週末 6時30分～10時30分

• 専用ラウンジにてエクスプレス チェックイン チェックアウト

• 専用ラウンジにてコーヒーや紅茶、スナック類のサービス。

• 専用ラウンジにてアフタヌーンティー １５時～１７時まで

• 専用ラウンジにてカクテルのサービス １７時30分～19時30分

• 専用ラウンジ内の会議室を２時間無料にてご利用＇１滞在に１回（

• インターネット, Wi-Fi 使用料無料サービス

• スーツとドレス＇１滞在に１点ずつ（のアイロンがけ無料

• 毎日１０枚までのコピー、プリント無料サービス。

• 専用ラウンジにてプリント、コピー、ＦＡＸをご利用の際に１０％割引

• １６時までのレイトチェックアウト無料 ＇お部屋の空き状況によります（

ACCOMMODATIONS

レジデンスフロアの特典



セクショ

ン4

料飲施設



Café カフェ

カフェはオープンキッチンスタイルを取り入れ、新鮮でヘルシーな
お料理をご堪能いただけます。西洋料理を初め、東南アジア料理、
中華、日本風スタイルの メニューなど豊富に取り揃えております。

ご宿泊のお客様はカフェにて朝食ビュッフェ＇洋食、中華、和食（を
お楽しみいただけます。

ルームサービスは２４時間ご利用いただけます。

ロケーション:  １階
営業時間:  6時～２１時
席数： １52席



Café カフェ 朝食ビュッフェ 日本食コーナー

日本食コーナー。
毎朝、温かいご飯とお味噌汁をご用意しております。

バラエティなメニューの数々。
焼き魚、玉子焼き、和風惣菜、納豆、お漬物を

ご用意しております。



品味軒 中華料理レストラン

香港人のマスターシェフが現地の食材をふんだんに使い
創作したお料理をご堪能ください。ランチタイムにご御用意
している飲茶バイキングは本場香港の味、スタイルを 再現
しており、地元では高い評価を得ております。４つの個室も
ございますので、ご家族やご友人との食事会や接待に最適
です。

ロケーション:  ２階
営業時間: １１時３０分～１４時

１７時３０分～２２時
席数： １０８席



ザ ラウンジ

ザ ラウンジはお待ち合わせ場所、寛ぐ場所としてご利用
いただけます。時間帯よって音色が美しい中国音楽のライブ
演奏に耳を傾けながらお飲み物、軽食、デザートと共に
リラックスしたお時間をお楽しみください。

ロケーション １階 ロビー内
営業時間:  ９時～２４時まで
席数:  ５６席



李白バー

李白バー

バーの名前は中国の盛唐の時代の詩人“李白”に由来し
ます。李白の詩を思い出させる寛ぎの空間で緊張をほぐし、
リラックスタイムをお約束いたします。

李白バーの内装は活気と心地よい雰囲気を全面に出し、
各種お飲み物やスナックメニューもお客様のお好みにあう
セレクションをご用意いたしております。

李白バーでは数々のエンターテイメント、ライブ演奏、大ス
クリーンテレビ、ビリヤード、ボードゲームをお楽しみいた
だけます。

ロケーション： 1階
営業時間：18時～深夜1時まで



セクショ
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宴会、会議、イベント施設



大宴会場 ニューワールド大連ホテル内2階

大宴会場

大切な思い出が刻まれるセレブレーションの場所に

は大宴会場が最適です。エレガントでモダン、最高に

スタイリッシュな ２０１３年３月にリニューアルオープ

ンした大宴会場は当館２階に位置し総面積９６０平米

を有し 天井も7Mと高く４６０席の快適な座席が設置

可能です。結婚式、音楽会、ファッションショー、食事

会等さまざまなイベントに ふさわしい会場です。会場

内には最新の映像及び音響 システムが配置されて

おります。.



MEETING & EVENTS



大宴会場にて会議セットアップ



大宴会場にて宴会セットアップ



ファンクションルーム (ニューワールド大連ホテル内３階（

９つの多目的ファンクションルームを有し, １０名様から１８０名様まで

会議、研修、 セミナー、講演会やご宴会等さまざまな用途にご利用が

可能です。音声、 映像機器、インターネット、Wi-Fi など充実した設備

を誇っており、更に経験豊富なサービススタッフが お客様の為にプ

ロフェッショナルなサービスをご提供 いたします。

ファンクションルーム＇会議室（



MEETING & EVENTS



ファンクションルーム６＋７＋８にてミーティングセットアップ



ファンクションルーム１＋２にて宴会＇お食事会（



遼寧ルーム

ニューワールド大連ホテル３階に位置する格調高く豪華で洗練さ

れた調度品をしつらえた多目的ホールの“遼寧ルーム”。 この多

目的ホールは最大１８０名様まで収容可能、ビジネス会議、特別な

宴会や感動的な結婚式に理想的な会場です。

遼寧ルームの内装デザインは日本のデザイン設計会社 NAO. 

Taniyama & Associates Designersが手掛けました。



宴会、会議、イベント設備

レセプションエリア

（プレ・ファンクションエリア）：３６平米

多目的ルーム：１７６平米

コーヒーブレイクエリア：５２平米

控え室：２２平米



遼寧ルーム、フロアープラン

コの字、ボードスタイル

最大収容人数: ４２名様



遼寧ルーム、フロアープラン

U－シェイプ式

最大収容人数：３６名様



遼寧ルーム、フロアープラン

正餐＇着席スタイル（

最大収容人数：９０名様



遼寧ルーム、フロアープラン

クラスルーム スタイル

最大収容人数：８０名様



Floor Plan  场型图

シアタースタイル

最大収容人数：１８０名様



セクショ
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レクリエーション施設



フィットネス、室内プール

ロケーション:  ５階

営業時間: ６時３０分から２２時.

• フィットネスジム

• 室内スイミングプール

• ジャクジー

• マッサージサービス

• サウナ＆スチームルーム

ヘルスクラブ



室内スイミングプール ＇ニューワールド大連ホテル内 ５階（



受賞歴 - ニューワールド大連ホテル

2008年 例年の中国 MICEクリエイティビティ アワード

ベストミーティングサービスアワード受賞。

2009年 VOYAGE雑誌の高級ホテルセレクション

ベスト客室施設アワード受賞

2011年 ビジネス トラベラーチャイナ雑誌

大連 最優秀ビジネスホテル賞

2012年 第五回ＴＴＧチャイナトラベルアワード

中国東北地区のベストホテルに選定

• 2013年 トリップ・アドバイザー

Certificate of Excellence (エクセレンス認証）に選ばれ受賞

以下は、ニューワールド大連ホテルがこれまでに受賞した主な賞
および名誉の一覧です。



NEW WORLD HOTELS

ワールドワイド デベロップメント マップ
アジアのリーディングホテルを目指します。

China
Japan

Korea

India

Australia

Indian 

Ocean

将来のビジョン建設中 新規、今後オープンの予定



ありがとうございました。


