
YOUR JOURNEY STARTS HERE
We are dedicated to nourishing your curiosity through exceptional culinary o�erings, authentic  

culture and thoughtful, personalized service from people who are truly passionate about what they do.

あなたの旅がここから始まります。
素晴らしい食事、真の文化、そして温かいおもてなしの心とともに、

お客様一人ひとりに合わせたサービスでお迎えします。

JW MARRIOTT HOTEL NARA

1-1-1 Sanjo oji, Nara City, Nara, 630-8013 Japan
〒630-8013 奈良県奈良市三条大路 1丁目 1-1

Tel  0742.36.6000 Fax 0742.36.6262
 jwmarriott-nara.jp

© 2020 Marriott International, Inc. 

Located at the heart of Nara city, the JW Marriott Hotel Nara o�ers convenient 
access to a multitude of UNESCO World Heritage sites and venues. Travelers can 
learn more about Japan’s rich cultural history by exploring the tranquil Todaiji 
Temple and beautifully reconstructed 8th-Century Heijo Palace.
The hotel is also located next to Nara Prefectural Convention Center.

奈良市の中心部に位置するJWマリオット・ホテル奈良は、心安らぐ大自然や、日本最多のUNESCO 世界
遺産へのアクセスに優れています。
山々に囲まれた静謐な神社・仏閣や、美しく再建された8世紀の平城京を探索することで、日本の豊饒な文
化史に触れる旅をお約束します。
ホテルは奈良県最大のコンベンションセンターに隣接しています。

ロケーション & アクセス

HOTEL LOCATION & ACCESS

京都 / Kyoto
奈良まで約 60分
About 60 min. to Nara 

東京 / Tokyo
奈良まで約 190分
About 190 min. to Nara 

大阪 / Osaka
奈良まで約 45分
About 45 min. to Nara 

奈良 / Nara
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レストラン&ラウンジ / RESTAURANTS & LOUNGE

校倉
「校倉」では、1300年の歴史を持つ宝物庫をイメージし、日本料理店で20年以上の経験
をもつベテラン料理長による本格的な日本料理をお楽しみいただけます。鉄板焼き、寿司、
会席の3つの料理は、それぞれ洗練された雰囲気で仕切られており、3つの和のスタイル
からお好きなものをお選びいただけます。手の込んだ繊細な料理と日本酒、焼酎、世界
各国のワインで五感を満足させるひとときをお過ごしください。

AZEKURA
At Azekura, inspired from a 1300 year old treasure house, enjoy an 

authentic Japanese cuisine experience o�ered by a seasoned head chef 

with over 20 years of experience in Japanese fine dining restaurants.

Teppanyaki, Sushi, and Kaiseki cuisine are o�ered in a unique atmospheres.

Indulge your five senses by relishing in our refined cuisine, along with 

Japanese Sake, Shochu and exquisite wines from around the world.

オールデイダイニング  シルクロードダイニング
「シルクロード・ダイニング」では、オープンキッチン・スタイルで世界の料理をお楽しみ
いただけます。かつての古都奈良は、東洋と西洋の伝統が融合したシルクロードの最
終地点でした。そのインスピレーションを受けたシェフが、奈良をはじめ世界各国の新鮮
な食材を厳選し、国内外の技術を駆使して、一皿に東洋と西洋の融合を表現いたします。

ALL DAY DINING  SILK ROAD DINING
Enjoy world cuisines in an open kitchen at our all day dining restaurant, Silk 

Road Dining. The once ancient capital of Nara was the final stop on the 

Silk Road, blending Eastern and Western traditions.

With this inspiration in mind, our chefs carefully selected fresh ingredients 

from Nara and around the world, harnessing local and international 

techniques, highlighting the best of Eastern and Western cuisine.

ラウンジ・バー  フライングスタッグ
「フライングスタッグ」は美しいデザインのソファ、心にもあたたかい暖炉、特別にキュ
レーションされたアート作品に囲まれた、リラックスできるスタイリッシュなラウンジ・
バーです。日中は、受賞歴のあるパティシエによるスイーツと豊富なティーメニュー
で本格的なアフタヌーンティーセットをお楽しみください。夜には、オリジナルカク
テル、日本でも希少なヴィンテージワインやウィスキーもご堪能いただけます。

LOUNGE & BAR  FLYING STAG
Relaxing and stylish lounge bar, surrounded by beautifully designed 

sofas, hearth and specially curated artworks.

By day, indulge in an authentic afternoon tea set, with sweets from our 

award winning pastry chef and plentiful tea menu.

By evening, the bar transforms into a destination to enjoy a comprehen-

sive selection of original cocktails, vintage wine and whiskey.

レクリエーション&レジャー / RECREATION & LEISURE
SPA by JW では、英国のアロマ最高峰ブランド「アロマセラピーアソシエイツ」を使用
したボディ・フェイシャルトリートメント、スチーム＆サウナをご用意しています。
安らぎに満ちたラグジュアリーな空間で、日ごろの疲れやストレスを解き放ち、ゆった
りとした極上の時間をお過ごしください。
また、24時間ご利用いただけるフィットネスセンターや、室内プール、ジャグジーも
備えています。心身ともに快適なウェルネスライフをお楽しみください。

Spa by JW o�ers guests a relaxing experience with massages and facial 

treatments using products from world-renowned British brand “Aroma-

therapy Associates.” The spa includes a steam room and sauna for 

guests to enjoy a tranquil luxurious atmosphere to de-stress from their 

daily routines. Furthermore, all staying guests have access to the indoor 

pool and jacuzzi as well as a 24-hour fitness center to strive for a perfectly 

centered mind, body and soul.

客室 / ACCOMMODATIONS
JW マリオット・ホテル奈良は、マリオットグループの中で最上級に位置づけられている日本初上陸のインターナショナル・ラグジュアリーホテルです。158 室の客室（内
16 室はスイートルーム）は、モダンなインテリアと快適な設備を備えています。優雅で洗練された空気に包まれながら、邸宅にいるような安らぎを感じていただけるよう、リラッ
クスできる最高のサービスと空間をご提供します。お客様のご要望にお応えし、ビジネスでもレジャーでもご利用いただける各種アメニティを取り揃えています。
客室の温かいオレンジ色と自然な土褐色の色使いは、奈良で行われる伝統的な「若草山焼き」への敬意を表しています。また、楽しく気持ちが高まるご滞在のインスピレーションを
感じていただける、奈良を象徴する鹿を取り入れたデザインが用いられています。

The JW Marriott Hotel Nara is the first international luxury hotel in Nara, and first JW Marriott in Japan, featuring 158 beautifully appointed guest 
rooms that include 16 modern suites. It o�ers modern luxury in a place where you can be mindful and present with an at-home atmosphere where 
guests are surrounded by elegance and refined luxury. Whether staying for business or pleasure, the amenities available match all our guests’ indi-
vidual needs. 
The guestrooms welcome guests with warm orange and natural earth tones a tribute to Nara’s traditional “Wakakusa Yamayaki” festival. 
The famous Nara deer was also used as inspiration to provide guests an enjoyable and uplifting experience.

JWマリオット・ホテル奈良

本当に大切なことを、ひとつひとつ丁寧に
ストレスや悩みを忘れ
寛ぎと癒しに満たされて

身も心もバランスを取り戻す
シンプルさにときめき、もてなしに魅せられる

友と、家族と、仲間との絆を確かなものにする他にない経験
JWマリオット・ホテル奈良は、そんなひとときをご提供いたします。

JW MARRIOTT HOTEL NARA

Live in the moment by focusing on what matters most

Let go of stress and worry

Relax, Refresh and Recover

Balance the mind, body and spirit

Spark joy through simple, soothing activities

Connect over meaningful moments with family, friends and colleagues

JW Marriott Hotel Nara o�ers you such a precious moment

ルーム・カテゴリー / Room Categories

デラックス・ルーム / Deluxe Guest Room

エグゼグティブ・ルーム / Executive Guest Room

NARA・ジュニアスイート / Nara Junior Suite

グリフィン・ジュニアスイート / Gri�n Junior Suite

エグゼグティブ・スイート / Executive Suite

プレジデンシャル・スイート / Presidential Suite
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36㎡
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