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MaRRoaD Inn Kumagaya
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https://www.marroad.jp/kumagaya/

東都自動車グループ ホテルマロウドチェーン

マロウド イン八王子 〒192-0084 Tel.042(623)7111東京都八王子市三崎町6-11

マロウド イン熊谷 〒360-0032 Tel.048(525)7611埼玉県熊谷市銀座1 - 6 4
マロウド イン飯能 〒357-0021 Tel.042(974)4000埼玉県飯能市双柳105-8

ホテル マロウド筑波 〒300-0042 Tel.029(822)3000茨城県土浦市城北町2-24
マロウドインターナショナルホテル成田 〒286-0121 Tel.0476(30)2222千葉県成田市駒井野763-1

マロウド イン赤坂 〒107-0052 Tel.03(3585)7611東 京 都 港 区 赤 坂6-15-17

ホテル マロウド箱根 〒250-0408 Tel.0460(82)3131神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320
ホテル マロウド軽井沢 〒389-0102 Tel.0267(42)8444長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178

マロウド イン大宮 〒330-0854 Tel.048(645)5111埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-173
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●JR熊谷駅北口より徒歩8分
上野駅からJR高崎線特急で50分

●関越自動車道

●東北自動車道

東松山I.C.より約30分
花園I.C.より約30分
加須I.C.より約40分
羽生I.C.より約30分

東京駅からJR上越新幹線で42分

鳳凰の間

歩道橋 歩道橋

都心から新幹線で40分。埼玉県北部に位置するあつ
いまち熊谷。この街では年間を通して行われるスポー
ツイベントや夏には関東一の祇園と呼ばれる『熊谷
うちわ祭り』などたくさんの人が集い活気に満ち溢
れます。

An attractive city Kumagaya is located in the 
northern part of Saitama prefecture.
About 40 minutes by bullet train from down 
town Tokyo.
Kumagaya is famous for sports event and 
especially for Kumagaya Uchiwa (Fan) festi-
val”. The festival is known as a most popular 

“Gion” in Kanto area.

マロウド イン東京 〒183-0005 Tel.042(369)1111東京都府中市若松町1-4-1



埼玉県北部の拠点熊谷。その中心街にたたずむ当ホテルは、総客室数
161部屋、洋食レストラン・中国料理レストラン、宴会・会議室を8会
場備えており地区最大級の規模を誇ります。少人数から大人数までの各
種レセプションや研修はもとより、スポーツ団体等にはバランスの良い
食事も提供し、お客様のニーズに幅広くお応えしております。

Kumagaya : Main city of northern part of Saitama.
“Marroad Inn Kumagaya” is located in the middle of the city. 
It has 161 guest rooms, French restaurant, Chinese restau-
rant and 8 banquet/meeting rooms. Our hotel is one of the 
biggest hotels in this area. We provide well balanced meals 
for guest, also large group reservation and meeting rooms 
and so on are available.

Welcome to Marroad Inn Kumagaya

Restaurant

会議室

大会議室

中国レストラン 摩亜魯王洞

洋食レストラン ヴォジュール

宴会場

Singleヴォジュール

1階の中国レストラン「摩亜
魯王洞」では伝統ある本格
中国料理をご賞味頂けます。
また、9階の洋食レストラン

「ヴォジュール」では、眼下
に広がる景色を御覧いただ
きながらフランス料理をお楽
しみ頂けます。

The Chinese restaurant 
on the 1st floor “MAR-
ROAD” provides you 
very  t rad i t iona l  and 
authentic dishes. Also, 
there is French restau-
rant “VOJOUR” on the 
9th floor. 　Enjoyable 
d ishes and beaut i fu l  
scenery will be served 
in front of you. 

We have huge banquet 
hall which can accom-
m o d a t e  u p  t o  2 4 0  
people. It is used for not 
only business confer-
ence, meetings, but also 
large scale of parties. 
We welcome you with 
our signature dishes and 
generous staff.

光がいっぱいに差し込む解放感あふれるレストラン。晴れた日
には近くの秩父連山から遠くの富士山まで望めます。お食事と
一緒にお楽しみください。

Our restaurant with beautiful view gives you full of satisfaction.
You can see Mt. Fuji and Chichibu mountain when sky is clear.
Please enjoy our special breakfast with great scenery.

Banquet

最大240名様をお迎えでき
る会場は、各種レセプション、
会合、パーティー、お食事な
どすべてのご要望に対応出
来る様、自慢のお料理、最
高のスタッフがお応えいたし
ます。

Guest RoomBreakfast

Twin


