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会社概要 
 

社 名
代 表 者
設 ⽴
本社所在地：
資 本 ⾦
事 業 内 容
U R L

エスペリアホテル京都 
地：京都市下京区中堂寺壬生川
ス：JR 嵯峨野線「丹波⼝」駅

構造・規模：鉄骨造８
数：165 室 
社：株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント
Ｌ：https://s

サムティグループが参画する

当社はこの他にも現在、全国の主要都市においてホテル開発を推進中です。

稼働ホテル＞ 

名称 
センターホテル東京 
天橋⽴ホテル 

エスペリアホテル⻑崎 
SMART HOTEL kutchan
エスぺリアホテル博多 
エスペリアイン日本橋箱崎
エスペリアイン大阪本町

＜開発中ホテル＞ 
名称 

メルキュール京都ステーション
イビススタイルズ名古屋
（仮称）京都四条烏丸北館
（仮称）京都四条烏丸南館
（仮称）京都御池ホテル
（仮称）羽田ホテル PJ 

名： サムティ株式会社
者： 代表取締役社⻑
⽴： 1982 年

本社所在地： 〒532-0011
⾦： 15,935
容： 不動産事業、不動産賃貸事業、不動産企画・設計
L： https://www.samty.co.jp/

 概要 
下京区中堂寺壬生川

嵯峨野線「丹波⼝」駅
８階建 

グリーンホスピタリティーマネジメント
https://s-peria.com/kyoto/
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エスペリアイン日本橋箱崎 
エスペリアイン大阪本町 

メルキュール京都ステーション 
イビススタイルズ名古屋 
（仮称）京都四条烏丸北館 
（仮称）京都四条烏丸南館 
（仮称）京都御池ホテル PJ 

 

サムティ株式会社(英文名：
代表取締役社⻑ ⼩川

年(昭和 57 年
0011 大阪市淀川区⻄中島四丁目

935 百万円(2019
不動産事業、不動産賃貸事業、不動産企画・設計
https://www.samty.co.jp/

TEL：

下京区中堂寺壬生川町 22
嵯峨野線「丹波⼝」駅 徒歩約４

グリーンホスピタリティーマネジメント
peria.com/kyoto/ 

ホテル ※2019 年４月

当社はこの他にも現在、全国の主要都市においてホテル開発を推進中です。

所在地
東京都中央区
京都府宮津市
京都市東山区
⻑崎県⻑崎市
北海道虻田郡
福岡市博多区
東京都中央区
大阪市⻄区

所在地
京都市下京区

名古屋市中村区
京都市下京区
京都市下京区
京都市中京区
東京都大田区

英文名：Samty Co.,Ltd.)
⼩川 靖展 
年)12 月 1 日

大阪市淀川区⻄中島四丁目
(2019 年２月末現在

不動産事業、不動産賃貸事業、不動産企画・設計
https://www.samty.co.jp/ 

【本件に関するお問い合わせ先】
サムティ株式会社

：03-5224-3139
Mail：samty

22 
徒歩約４分 

グリーンホスピタリティーマネジメント

年４月 25 日時点

当社はこの他にも現在、全国の主要都市においてホテル開発を推進中です。

所在地 
東京都中央区 
京都府宮津市 
京都市東山区 
⻑崎県⻑崎市 
北海道虻田郡 
福岡市博多区 
東京都中央区 
大阪市⻄区 

所在地 
京都市下京区 225

名古屋市中村区 284
京都市下京区 80
京都市下京区 140
京都市中京区 120
東京都大田区 362

Samty Co.,Ltd.)
 
日 

大阪市淀川区⻄中島四丁目
月末現在) 

不動産事業、不動産賃貸事業、不動産企画・設計

【本件に関するお問い合わせ先】
サムティ株式会社 

3139 FAX：
samty-pr@samty.co.jp

グリーンホスピタリティーマネジメント 

日時点 

当社はこの他にも現在、全国の主要都市においてホテル開発を推進中です。

客室数 
108 室 
86 室 
21 室 
153 室 
67 室 
287 室 
114 室 
125 室 

客室数 
225 室(予定) 
284 室(予定) 
80 室(予定) 
140 室(予定) 

120 室（予定） 
362 室（予定） 

Samty Co.,Ltd.) 

大阪市淀川区⻄中島四丁目 3 番 24 号 

不動産事業、不動産賃貸事業、不動産企画・設計 他

【本件に関するお問い合わせ先】 
 社⻑室 
：03-5224-

pr@samty.co.jp 

当社はこの他にも現在、全国の主要都市においてホテル開発を推進中です。 
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