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ロケーション
ホスル・アンド・ペンション・ダウンタウンはユネスコ認定プラハの歴史的中
心地に位置します。

 ウェンセスラス スクエアまで徒歩5分
 旧市街地広場まで徒歩10分
 カレル橋まで徒歩10分

トップ１０の観光地


カレル橋(徒歩10分)




プラハ城・聖ヴィート大聖堂(徒歩30分)










レッサー地区を通りプラハ城へ向かう道は最も美しいです。それがレッサー地区。

カンパ島(徒歩１０分)

ホスル・アンド・ペンション・ダウンタウンはプラハでも有名なNárodní
třídaストリートにあり、新しく再建された歴史的建造物です。

プラハに小さなエッフェル塔？ イエス！ホステルから数百メートルの距離にあり
ます

レッサー地区(徒歩１５分)


ほとんどの歴史的な観光地はホステルから徒歩圏内にあり、繁華街の中心部に位置しま
す。

細い路地が入り組んだユニークな旧市街地

ペトシーンタワー(徒歩１０分)




シナゴーク(ユダヤ教会)、墓地、ユダヤ美術館、フランツ・カフカの生家 プラハで 多くの観光客に人気です

旧市街(徒歩５分)




プラハで最も有名な広場と天文時計

ユダヤ人街(徒歩１５分)




世界でも大きなお城のひとつ。

旧市街地広場(徒歩１０分)




2015年トリップアドバイザーアワードで観光地ランキング16位に選ばれた観光名所

カンパ島で休憩を。ジョンレノンの壁を訪れたり、リトルヴェニスでクルーズも出
来ます。

プラハ動物園


世界でも美しい動物園です。

電車


最寄り駅



Národní Třída 駅(ホステルまで100m)



Můstek station 駅(ホステルまで300m)
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カレル スパ(徒歩１０分)


プラハで最も大きく有名なディスコクラブです。
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お部屋
チェックイン
チェックアウト

ホステル・アンド・ペンション・ダウンタウンはプラハの中心部にあり、下記のお部屋のタイプがあります。
 プライベートエンスイートルーム

他の写真はここから見れますhttps://hostel-downtown.cz/en/gallery

 専用ルームと共有トイレ/シャワー


午後２時
午前１０時

ドミトリー- 相部屋と共有トイレ/シャワー

プライベートルームエンスイート

ドミトリー(相部屋)

広いお部屋に２つ〜7つのベッド

2つのベッド〜12台のベッド










専用シャワー/トイレ
無料のWi-Fi
卓上ランプ
サイドテーブル
引き出し
鏡
机と椅子

我々は2つのバリアントで2ベッドルームを提供しています：


タブルベッド



ツイン(別々)ベッド








ロッカー
=> 南京錠はフロントで貸出
無料のWi-Fi
卓上ランプ
サイドテーブル
引き出し
机と椅子
素敵なルームメイト

- 各階に共有トイレ/シャワー
- 2種類のドミトリー



男女共有ドミトリー
女性専用ドミトリー

専用ルームと共有トイレ/シャワー
アワード受賞
2つのベッド〜12台のベッド






無料のWi-Fi

- ホステルダウンタウンは数多くのアワードを受賞しています

卓上ランプ
サイドテーブル
引き出し
机と椅子

- 各階に共有トイレ/シャワー
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デポジットでの貸し出し

サービス




24時間のフロント
ラウンジとテレビ




完全禁煙
カードキー



エレベーター




無料のサービス



タオル








アダプター
南京錠
ドライヤー
アイロン、アイロン台
傘
扇風機

お部屋は普段2時以降にご用意できます
午後2時前にご到着され、
お部屋がご用意出来ない場合でもお荷物は無料でお預かりしますチェック
アウト後も無料にてお預かりします





共有キッチン
お部屋でのWiFi
パソコン












荷物お預かり
安全なフロント
ドミトリーにロッカー
ホステルのイベント
駐輪場
テーブルゲーム
ラウンジにピアノとギター
プラハの地図
ベッドリネン
24時間のホットシャワー

安全について



監視カメラ、火災警報器
各お部屋にカードキー設置



各お部屋に鍵のかかるロッカー(鍵はフロントで無料貸し出し)

お支払い




 紅茶
有料サービス





朝食ビュッフェ(5ユーロ)
洗濯機(4ユーロ) 乾燥機(4ユーロ)
空港までのタクシー(650チェココルナ)
プラハ周遊タクシー






プリンター、スキャナー、ファックス
24時間飲料販売
クレジットカード精算(手数料3%)
郵便サービス
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到着時にお支払い頂きます
我々は受け入れる：
 現金 (チェコクラウン、ユーロ、ポンド、ドル)
 クレジットカード (VISA、マスターカード、アメックス)
クレジットカード精算は手数料3%がかかります
税込価格(ホテル税、市税)
団体、長期宿泊の場合事前にお支払い頂く可能性がございます
レイトチェックアウト 1人 150 チェココルナ
14:00以降のチェックアウトは１分泊分の宿泊料金が発生します



朝食は含まれません



ご予約、宿泊料金のご確認は下記ウェブサイトを参考下さい
https://hostel-downtown.cz/reservation
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アクティビティ

宿泊予約



ご到着時に各お客様のパスポートをご提示下さい



ホステリングインターナショナルカード保持者へ10%の割引がございます
 割引はホテルへ直接ご予約頂いた方のみに適用

ホステルはお客様への全額又は一部金額の事前支払いを認められています。



団体、長期の割引



“家族割” 下記年齢の同伴お子様への割引


0才〜4才ベッドの必要のないお子様は無料、又はベッド1台につき50%
割引



5才〜10才 ベッド1台につき50%割引(ベッドが必要ない場合でも)

家族割適用ルール

o

o
o

ホステルダウンタウンは毎日、毎晩様々なアクティビティがあります
ほとんどのアクティビティは無料です
世界中から集まるバックパッカーと楽しいスタッフとの素敵な雰囲気が明らか
になります

(弊社ウェブサイト、メール、手紙、電話)又はウォークイン
他の割引併用不可



o
o





お子様の年齢確認をパスポートで提示
家族割は当ホステルへ直接ご予約頂いたお客様のみ(メール、オンライン w
ww.hostel-downtown.cz 又はウォークイン)
ホステルワールド、ハイホステルズ、ブッキングドットコム、HRS、ホテル
ブッカーズ等パートナーサイトでご予約頂いた場合、家族割は適用されま
せん
家族割はお部屋のみの割引で朝食や他のサービスへの割引は適用されませ
ん
割引併用不可（HI カード割引など）

詳細は下記リンクを参照下さい:
https://www.jsc.cz/files/booking-conditions-375-en.pdf
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実際のアクティビティはこちらで探せます

https://hostel-downtown.cz/en/activities

アクティビティ











プラハ旧市街ツアー
プラハ城散歩ツアー
料理教室
ビンゴ
自転車ツアー
ビールテイスティング
バー巡り
人形劇
一発芸ショー
その他多数

プラハ散策、プラハ城、ペトシーンの丘、ジョンレノンの壁、チェコのビール
をプラハのバーで堪能や一発芸ショーに参加するなどし楽しんで下さい
一番人気のアクティビティは料理教室です.これらはあなたが私たちのホステル
のユニークな雰囲気を感じることができ、他の人と良い友達を作ることができ
る夕方です
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If you travel from the Airport Václava Havla, you have to:

How to get to our
hostel from the Airport

1. Buy the ticket
Where can I buy the ticket?
 In a ticket machine at the airport
 In an information centre at the airport
What kind of ticket do I need?
 ticket for 32 CZK (valid for 90 minutes)

5. Find the entrance to the metro
6. Take a metro (green line) to MŮSTEK station

 If you buy it from a bus driver you have to pay
an additional charge in price 

2. Take a bus with number 119
Where can I find the bus?
 The bus station is exactly before the
airport hall.

3. Stamp the ticket in the bus!!!
Tickets need to be validated!!!
Validate the ticket only once when boarding the
first vehicle

get in

get off

Where do I have to get off?
o you have to get off on the Můstek station ( sixth stop)
How long does it take?
o it takes approximately 10 minutes
Do I need some other ticket?
o No, if you buy the ticket at the airport, your ticket is valid for all
public transport (only 90 minutes)

7. Find the exit
4. Use the bus to the bus stop NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN
How long does it take?
 It takes approximately 15 minutes
How can I recognize this station?
 This station is final stop...so everybody
will get off with you 
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a) go this direction
b) take the stairs
c) turn right
d) find exit called Národní
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8. Walk to our hostel
- Now you have to walk approximately 300 meters to our hostel 



During the night (between approx. midnight and 5am)
 you can use taxi or you can find the actual connection on the
website: http://www.dpp.cz/en/ (from: Letiště Václav Havla, to:
Můstek)

11

12

How to get to our hostel from
13 train station
the Main
If you travel from the Main Train Station – Hlavní nádraží, you have to:

5. Take a metro (green line) to MŮSTEK station

1. Buy the ticket
Where can I buy the ticket?
 In a ticket machine at the train station
 In an information centre at the train station
What kind of ticket do I need?
 ticket for 24 CZK (valid for 30 minutes)

2. Stamp the ticket in the metro!!!
Tickets need to be validated!!!
Validate the ticket only once when boarding the
first vehicle

3. Take a metro (red line) to Muzeum station

get off get in
Where do I have to get off?
o you have to get off on the Můstek station ( first stop)
How long does it take?
o it takes approximately 2 minutes
Do I need some other ticket?
o No, if you buy the ticket at the Main train station, your ticket is
valid for all public transport (only 30 minutes)

6. Find the exit
e) go this direction

4. Change for green route A

f) take the stairs
g) turn right
h) find exit called Národní

7. Walk to our hostel

Take this direction

- use the same instruction like from the airport (page 11)
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If you travel from the Bus station- Florenc, you have to:

How to get to our hostel
from the Bus station

1. Find the entrance to the metro
During the night (between approx. midnight and 5am)
 you can use taxi or you can find the actual
connection on the website:
http://www.dpp.cz/en/
(from: Florenc to: Můstek)

Where do I have to get off?
o you have to get off on Národní třída station ( third stop)
How long does it take?
o it takes approximately 4 minutes
Do I need some other ticket?
o No, if you buy the ticket at the bus station Florenc, your ticket is
valid for all public transport (only 30 minutes)

2. Buy the ticket
Where can I buy the ticket?
 in a ticket machine at metro station

10. Find the exit

What kind of ticket do I need?
 ticket for 24 CZK (valid for 30 minutes)

a) go this direction
b) take the stairs
c) turn right

3. Stamp the ticket in the metro!!!
11. Walk to our hostel

Tickets need to be validated!!!

- walk around 100m towards the National Theatre
- The hostel is situated on the right side of the street

Validate the ticket only once when boarding the
first vehicle

4. Take a metro (yellow B route) to Národní třída station

get in

get off
15
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SOME ADVICE ABOUT PRAGUE

 Do not park with your car on the blue zone!!!
=> It is only for residents

 Be careful about pickpockets!!!
 Do not forget to buy a ticket in the public transport!!!
=> Ticket inspectors are strict
Where can I buy the ticket?




In an Information centre
In a ticket machine in metro
In any newspaper shop

 Do not change money at the Airport or the Main train station!!!
=> There is very bad rate
 Do not change your money on the street!!!
=> You can get different money - not Czech currency

Where can I park?
 You have to find orange zone




Hostel Downtown doesn´t have its own car park
you can park in the nearby National Theatre underground
garages (CZK 700 per day)
or you can park at the P+R car parks in Prague 7 Holešovice (CZK 100 per day) from where you can easily get
to the Prague centre by metro C line
http://www.dpp.cz/parkoviste-p-r/

 Check the weather forecast before your travel!!!
=> The weather in Prague is very variable
Where can check it?
 Visit this website:
https://www.yr.no/place/Czech_Republic/Prague/Prague/

Where can I exchange my money?



You can use our exchange machine situated
in the kitchen
No commission

 Do not take a taxi at the Airport or Main train station!!!
=> Taxi driver can sell you short
Where can I offer a taxi?




We can offer the taxi for you for a fixed and reasonable
price
- Airport – Hostel Downtown (650CZK)
- Main train station – Hostel Downtown (300CZK)
- Bus station Florenc- Hostel Downtown (300 CZK)
If you are interested, please book in advance with us.

E-mail: downtown@jsc.cz
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IMPORTANT CONTACTS
Police
Fire
Medical emergency
Emergency call

158
150
155
112

Hostel & Pension Downtown
Národní 19, 110 00 Praha 1
E-mail: downtown@jsc.cz
Tel: +420 224 240 57
Mob: +420 739 343 863
Fb: Hostel Downtown
hhdghttps://www.facebook.c
om/hostel.downtown/
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