
Chollerstr. 1a
6300 Zug
Central Switzerland
電話:
Fax:
インターネット:

Eメール:

から:
総部屋数:
年中無休:

チェックインチェックイン: 14.00

+41(0)41 747 28 28
+41(0)41 741 45 23
www.hotelzug.ch

email@swisshotel-zug.ch

100.00 CHF
50
いいえ私たちの季節に注意してください

チェックアウトチェックアウト: 11.00

ホテルの詳細ホテルの詳細

当館Quality Swisshotel Zug ***はチューリヒと
ルツェルンを結ぶ高速道路に近く、ツーク(Zug)とシャ
ン(Cham)の間のロケーションにございます。 またツーク湖
や山々のすばらしい景色もご覧いただけます。W-LAN
接続がございます。ホテル周辺には、ビジネス/商業/産
業エリアがあります。 チューリッヒとルツェルンの中間部に位
置するホテルです。Zugとchamの間の場所に当たり
ます。車でのアクセスが容易なロケーションで、Zug湖や
山並みの美しい景観をお楽しみ頂けるでしょう。 室内/専
用駐車場がございます（自家用車、バス、バイクなどの駐
車が可能）。 

詳細については、当社をご覧ください。 ホームページ ある
いは ghix.com

Pet friendly シティホテル
バイクホテル ビジネスホテル
マウンテン/アルパイン 休日/休暇
会議用ホテル 家族向けホテル

ホテルタイプホテルタイプ

承認された支払い承認された支払い

通用言語通用言語

Deutsch, English, Français, Italiano 朝食 含まれて

ホテルの食事ホテルの食事

地図地図

 
詳細については、当社をご覧ください。 ホームページ あるいは
ghix.com

車で車で

私たちのホテル内のレストランを訪れ、自分が駄目にな
ることができます。スイスのビストロでは、我々はあなた
にオリジナルスイスチーズフォンデュのような地域や季節
、キッチンそしてもちろん典型的なスイス料理を提供し
ています。日に当社の豊富な朝食ビュッフェで起動して
、熱く、冷たい食べ物や飲み物の幅広い選択をお楽し
みください。我々の魅力的な4つのコースランチビュッフ
ェは、お客様との絶大な人気を享受している。我々は
金曜日歓迎月曜日からあなたを歓迎して満足して
いる。我々の様々な選択から、あなたの心のコンテンツ
を選択し、自分で決断して、どのくらいお昼休みです。
一晩にキャンセルした場合課金されます。上記以降
のキャンセルまたはノーショー、最初の1泊分
のberechnet.Mehrwertsteuerや観光税の価格
がキャンセルした場合。サービス料は含まれています。ワ
イヤレスインターネットはホテル全館にて接続可能：無
料です。

公衆公衆

私たちのホテル内のレストランを訪れ、自分が駄目にな
ることができます。スイスのビストロでは、我々はあなたに
オリジナルスイスチーズフォンデュのような地域や季節、キ
ッチンそしてもちろん典型的なスイス料理を提供してい
ます。日に当社の豊富な朝食ビュッフェで起動して、熱く
、冷たい食べ物や飲み物の幅広い選択をお楽しみくだ
さい。我々の魅力的な4つのコースランチビュッフェは、お
客様との絶大な人気を享受している。我々は金曜日
歓迎月曜日からあなたを歓迎して満足している。我々
の様々な選択から、あなたの心のコンテンツを選択し、
自分で決断して、どのくらいお昼休みです。一晩にキャン
セルした場合課金されます。上記以降のキャンセルまた
はノーショー、最初の1泊分
のberechnet.Mehrwertsteuerや観光税の価格
がキャンセルした場合。サービス料は含まれています。ワ
イヤレスインターネットはホテル全館にて接続可能：無料
です。
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連絡案内連絡案内

Swisshotel Zug*** 

一般案内一般案内

行き方行き方

ホテル概要ホテル概要-ファクトシートファクトシート
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Café/Bistro インターネット可ロビー
エレベーター カフェテリア/コーヒーショップ
バー ビジネスセンター
ペット可 ラウンジ
ランドリーサービス ルームサービス
レストラン ワイヤレスインターネット
会議室 直通外線電話
直通電話 身障者用設備
駐車場

ホテルの設備ホテルの設備

Bath Bath or Shower
Bathrobe Seating Area
Smoke detector Wake-up Service
Windows to open Work Desk
インターネットアクセス ケーブル/衛星放送
ケーブルテレビ コーヒー･湯沸し
テレビ トイレ／浴室
ファックス ヘアドライヤー
ミニバー ラジオ＆目覚まし時計
無線LAN 禁煙
金庫 電話

客室内設備客室内設備

公共交通, Bus Stop
展示会, 1.5 キロ, Zuger Messe/ Messegelände Stierenmarkt
Zug
旧市街, 2.5 キロ, Zug (Historical center 14th/15th Century)
港, 2 キロ, Zug 湖, 0.4 キロ, Lake of Zug
自転車道, around Swisshotel Zug
街中心部, 2 キロ, Zug (inkl. Altstadt)
観光スポット, 35 キロ, Mount Titlis, Engelberg, Lucerne,
Centralswitzerl.
郊外, 3 キロ, Baar, Cham, Steinhausen, Hünenberg,
Rotkreuz
郊外, around Swisshotel Zug 都市部, 2 キロ, Zug
飛行場, 40 キロ, Zurich International Airport
駅, 0.2 キロ, Bahnhof Zug-Chollermüli (SBB-Stadtbahn S1)
高速道路, 1.5 キロ, A4 a Exit Zug West

Hotelのロケーションのロケーション

エステティック／付属施設 カジノ, Casino Lucerne
ゴルフ, Hünenberg Ennetsee サウナ, Fitness Park Zug
スパ ハイキング
ビーチ, Zuger See, ca. 450 m vom Hotel weg
プール, Fitness Park Zug
マウンテンバイキング, E-Bike Vermietungsstation im Hotel
マッサージ レンタカー, major Car Rentals
屋外テニスコート, Tennisclub Zug 6 courts 釣り

レジャーサービスレジャーサービス
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設備設備

距離と施設距離と施設

特記事項特記事項
私たちのホテル内のレストランを訪れ、自分が駄目になることができます。スイスのビストロでは、我々はあなたにオリジナルスイスチーズフォンデュのような地域や季節、キッチンそし
てもちろん典型的なスイス料理を提供しています。日に当社の豊富な朝食ビュッフェで起動して、熱く、冷たい食べ物や飲み物の幅広い選択をお楽しみください。我々の魅力的
な4つのコースランチビュッフェは、お客様との絶大な人気を享受している。我々は金曜日歓迎月曜日からあなたを歓迎して満足している。我々の様々な選択から、あなたの心の
コンテンツを選 

詳細については、当社をご覧ください。 ホームページ あるいは ghix.com

Swisshotel Zug*** 
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