
Riggenbachstrasse 10
4600 Olten
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電話:
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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)62 286 68 00
+41(0)62 286 68 10
www.konferenzhotel.ch

reception@konferenzhotel.ch

117.00 CHF
79
はい

チェックアウトチェックアウト: 10:00

ホテルの詳細ホテルの詳細

アルテホテルコンベンションセンター、鉄道駅に近い静かな
場所に優れた設備を備えたモダンな会議やビジネスホテ
ルです。現代のアラカルトレストランでは、市場や他の料
理から新鮮な食材をお楽しみください。夏には、食べ物や
飲み物テラスでお楽しみいただけます。我々は、500人ま
で収容可能な12価会議の会議室を提供しています。我
々の79室の客室では、すぐに家にいるように感じていただ
けます - 客室、フレンドリーな明るく快適です。統合され
たラジオ、目覚まし時計、金庫、ミニバー、フラットスクリー
ンTVも直通デジタル電話回線、機器の一部であり、公
衆無線LANです。ビジネスで部屋には無料の高速ケーブ
ルインターネットです。当館Hotel Arteは、車いす使用の
ために構築されています。朝食は、すでに6時クロックから
平日を提供しています。オルテン、スイスの交通工学のハ
ブに知られているので、すべての方向で旅行をbietnする。
当ホテルは、週7日営業しており、オープンしたホテルのフ
ロントは24時間開いています。 

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 getmyhotel.com

シティホテル バイクホテル
ビジネスホテル ブティック/デザインホテル
ベッドアンドブレックファースト（寝＆朝食） 休日/休暇
会議用ホテル

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

Catalán, Danske, Deutsch, English, Français,
Italiano, Polski, Português, Pусский, Română,
Slovenski, Türk, Ελληνικά, ةیبرعلا , 中文, תירבע

朝食 18 CHF

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

バーゼルミュールーズ空港50キロ、チューリッヒ空港60キ
ロアーラウ、バーゼル、レンツブルク;オルテン、スイス

公衆公衆

駅では、直進して、すぐにmigrolinoショップ（トラック13）
を取る。と、Riggenbachstrasseしてくださいいくつかの
手順を実行した後に、右手にホテルが表示されます。
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連絡案内連絡案内

Hotel Arte 

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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24時間受付 インターネット可ロビー
エクスプレスチェックアウト エレベーター
カフェ/ビストロ カフェテリア/コーヒーショップ
ギフト券利用可能 コンシェルジュ
ダイニングルーム バー
ビジネスセンター 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 保存セーフティーボックス
毎日の新聞 直通外線電話
身障者用設備 車庫
靴のクリーニング 駐車場

ホテルの設備ホテルの設備

120直流 アイアン設備など
インターネットADSL インターネットアクセス
キーカードシステム ケーブル/衛星放送
コーヒー･湯沸し コネクティングルーム
スリッパ ソファーベッド
テレビ ドアのスパイ
トイレ トイレ／浴室
バース バスタブまたはシャワー
バリアフリー ヒーター
フローリング ヘアドライヤー
ボルト - 240 モーニングコールサービス
ラジオ＆目覚まし時計 冷蔵庫
寄木細工の床 火災用スプリンクラー
無線LAN 煙探知器
目覚まし時計 禁煙
空調（エアコン） 金庫
鉄 開くWindows
電話

客室内設備客室内設備

カジノ, 14 キロ ゴルフコース, 6.4 キロ, Rothrist 公共交通
展示会, 43 キロ, Basel 山, 1 キロ 旧市街, 0.5 キロ
病院, 1 キロ, Olten Kantonsspital 空港2, 50 キロ, Basel
空港3, 46 キロ, Zürich 自転車道 街中心部, 0.5 キロ
観光スポット, 0.5 キロ 郊外 都市部 飛行場, 50 キロ
駅, 0.5 キロ 高速道路, 6.4 キロ, Egerkingen oder Rothrist

Hotelのロケーションのロケーション

カジノ, 20 キロ ゴルフ, 1 キロ, Hauenstein oder Lostorf
サウナ, 0.1 キロ サンルーム, 0.1 キロ
ジム-/フィットネス, 0.1 キロ, next door, für Hotelgäste zum Spezialpreis
ショップ, 0.1 キロ スチームバス, 0.2 キロ, Fitnesszenter Kraftwerk
ハイキング, 1 キロ ビューティーセンター, 0.1 キロ ビリヤード, 0.5 キロ
プール, 0.5 キロ ボウリング, 1 キロ
マウンテンバイキング, 0.5 キロ, schöne Bikerrouten in unmittelbarer
Umgebung
マッサージ, 1 キロ レンタカー 児童遊技場, 0.5 キロ 公園/庭園
図書館, 0.1 キロ 屋内テニスコート, 1.5 キロ 屋内プール, 0.5 キロ
屋外テニスコート, 1.5 キロ 運動場, 0.5 キロ 釣り, 0.4 キロ

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
キャンセルポリシー: キャンセルが到着日の1日前の午前0時（現地時間）より前に行われた場合：無料 キャンセルが指定日時以降に行われた場合、またはノーショー(無断キャン
セル)の場合：1泊目の宿泊料金が課金されます。 エキストラベッド・ポリシー: お子様を歓迎いたします。 3歳未満のお子様は利用客室の定員に順じ常設のベッド(ベッド追加
なし)をご利用の場合、追加料金無料 にてご利用いただけます。 2歳未満のお子様は利用客室の定員に順じベビーベッド追加料金無料... 

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 getmyhotel.com
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