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コロナ禍の疲れた心と体をゆっくり解きほぐす、非日常の「ご褒美タイム」 

3 つのホテルブランドからスペシャル宿泊プランが登場！ 

「東京ステーションホテル」「メズム東京、オートグラフ コレクション」「メトロポリタンホテルズ（対象 8 施設）」 

 

 首都圏を中心にホテルを展開する日本ホテル株式会社（豊島区西池袋 1-6-1 代表取締役社長 里見雅行）は、7 月 1

日（木）より、東京ステーションホテル / メズム東京、オートグラフ コレクション / メトロポリタンホテルズ 対象 8 施設［池袋・エドモン

ト(飯田橋)・丸の内・川崎・鎌倉・さいたま新都心・高崎・長野］の 10 ホテルにて、心と体をゆっくり解きほぐす「ご褒美タイム」をお過ご

しいただける非日常の贅沢な宿泊プランを販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地でワクチン接種が加速し「新しい生活様式」での日常が続く中、心と体をゆっくり解きほぐす非日常の贅沢な宿泊プランを各ホテ

ルにてご用意しました。滞在中の食事、お飲物がすべてフリーで、ホテル内の施設を存分に満喫できる“オールインクルーシブプラン”

や、豪華スイートルームやゆとりの広さの上位客室でおくつろぎいただけるプラン、シャンパンやディナー、街全体を楽しむ体験付きな

ど、各ホテルならではの特別体験はご自身へのご褒美として、またご家族やご友人とお過ごしいただけます。 

 

■プラン期間：［各ホテル共通］2021 年 7 月 1 日（木）～2022 年 3 月 31 日（木） 

■Web サイト：https://www.jre-hotels.jp/special/reward/time-stay.html 

 

 

 

 

 

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先 

日本ホテル株式会社 広報・ブランド戦略部 ℡ 03-6912-6741 e-mail:cs@nihonhotel.com 

〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目 11 番 1 号 メトロポリタンプラザビル 13F 



 
東京ステーションホテル 

 

「One and Only – スイートルームプラン」 

海外旅行が自粛されるなか、都心にいながら非日常の贅沢な時間を満喫したい方向けに

スペシャルな宿泊プランをご用意いたしました。スイートルームでのチェックイン、シャンパーニュ

やオードヴルがついたウェルカムアメニティ、ホテルスタッフによるプライベート館内ツアー、バーでの

オリジナルカクテル、温浴施設や直営レストランのご利用券など、８つものスペシャル特典が

セットになっています。このプランならではの特別体験で、心と体に上質な休息をもたらす

「東京リトリート」をご満喫いただけます。 

 

■8 つのスペシャル特典 

①スイートルームでのチェックイン 

②ウェルカムアメニティ 

（フルーツ、チョコレート、オードヴル、シャンパーニュ or 国産ワインのフルボトル など） 

③お部屋のミニバー無料 

④温浴施設ご利用券（ご人数分） 

⑤ホテルスタッフによるプライベート館内ツアー 

⑥バー「オーク」でホテルオリジナルカクテル 1 杯（ご人数分） 

⑦直営レストランご利用券（30,000 円分）※半年間有効 

⑧翌朝の朝食（ゲストラウンジ「アトリウム」でのブッフェ、または、ルームサービス） 

 

特別室「インペリアルスイート」ご利用は上記に加えて、下記の特典がつきます 

・インルームダイニングでのディナー（ご人数分） 

・「スパ トキオネ」トリートメント 90 分ご利用券（ご人数分）※半年間有効 

・ブルガリのアメニティ BOX（ご人数分） 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

 

□1 泊 1 室 2 名様料金 

＊除外日：7 月 23 日～8 月 8 日、年末年始  

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-5220-1112（宿泊予約課） 

Web サイト： 

https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/suiteroom/ 

＊ご予約はお電話のみで承ります 

 

 

 

 
 

メズム東京、オートグラフ コレクション 
 

「Exactly Like Nothing Else – スイートルームプラン」 

 

「TOKYO WAVES」をコンセプトに、絶えず変化する東京の躍動感を五感で感じるホテル「メ

ズム東京、オートグラフ コレクション」。江戸情緒あふれる浜離宮恩賜庭園や隅田川を臨むウ

ォーターフロント・竹芝に位置し、都心にいながらリゾート気分を満喫できます。 

全 265 の客室には、高性能なカシオのデジタルピアノ、猿田彦珈琲によるオリジナルブレン

ドのハンドドリップコーヒー、茶筅で点てる本格的な抹茶など、遊び心のあるアイテムが盛りだ

くさん。また、バー＆ラウンジ「ウィスク」では毎晩音楽やアートの無料ライブパフォーマンスをお

楽しみいただけるなど、五感を心地よく魅了する仕掛けが随所に散りばめられています。さら

に、上質でエクスクルーシブな心躍る体験を提供するプライベートサロン「クラブメズム」

では、眼下に広がるダイナミックなウォーターフロントの絶景や厳選したジャパンメイド

のビバレッジとともに、インスピレーション溢れるドラマチックなひとときをご満喫ください。 

ヨウジヤマモト社「Y’s BANG ON!」のモードなユニフォームに身を包んだフレンドリーなホテル

クルーが、皆様のお越しをお待ちしております。 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

メゾネットスイートツイン（120㎡）、アンバサダースイート（95㎡） 530,000 円 

インペリアルスイート（173 ㎡） 1,000,000 円 

アンバサダースイート イメージ 

ホテルが位置する東京駅丸の内駅舎 イメージ 

インペリアルスイート イメージ 

チャプター4 スイート リュクス / リビングルーム 



■5 つのスペシャル特典 

①限られた方のみがアクセスできるプライベートサロン「クラブメズム」のご利用および、一部ビ

バレッジメニューのフリーフローとペアリングの自家製スイーツ・おつまみをご堪能いただけます。 

 

②ディナー：特製フレンチコースを、お部屋のダイニングルームにてお召し上がりいただけます。 

③ご朝食：  レストラン「シェフズ・シアター」にてコース仕立ての朝食「メズム・ブレックファスト」 

 をお楽しみいただくか、またはインルームダイニングのご朝食をお部屋にてごゆっく 

 りお召し上がりいただけます。 

④ボトルシャンパン＋ボトルワイン（赤・白）のプレゼント 

⑤バレーパーキングおよび駐車場代金無料 

 

■対象の客室 

 

チャプター3 スイート（95 ㎡） 

海風を感じる開放的なバルコニーとダイナミックな東京の夜景に包まれるベッドルーム。モダン

でスタイリッシュでありながら機能性も兼ね備えたくつろぎの空間で、海外リゾート気分をお楽

しみください。 

 

チャプター4 スイート リュクス（180 ㎡） 

ホテル最上階に位置し、涼を感じる美しいベイエリアとダイナミックな東京の摩天楼を独り占

めできる最上級のラグジュアリー空間。キッチン・ダイニングルームを含む 180 ㎡の客室と 60

㎡の広々としたバルコニーが織りなす都会のオアシスで、贅を尽くした唯一無二のひとときを

ご堪能ください。 

 

■料金： 

□1 泊 1 室 2 名様（夕朝 2 食付き） ※消費税・サービス料込 

 

 

 

 

＊除外日：7 月 23 日～8 月 8 日、年末年始 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）ご予約はお電話または E メールにて承ります。 

TEL：03-5777-1111（代表）/ Email：reservation@mesm.jp（スターサービス） 

ホテル公式ウェブサイト： https://www.mesm.jp 

 

 

ホテルメトロポリタン（池袋） 
 
 
非日常のご褒美タイム「オールインクルーシブプラン」 

 

ホテルメトロポリタン（池袋）では、滞在中のお食事、お飲物がすべてフリーのオールインク

ルーシブプランを販売いたします。日本料理、中国料理、伊仏料理、オールデイダイニングの

ビュッフェが主体のレストラン、バー、ラウンジなど直営 8 店舗とルームサービスがあり滞在中

はすべての店舗のお好きな物をお好きなだけご利用いただけます。また、客室は抜群の夜

景が楽しめる客室最上階 24 階、ベッドがキングサイズのガバナースイートをご用意いたしま

す。快適なバスタイムのために、レインシャワーに加えてテレビをご観賞いただけるなどくつろぎ

の体験を凝縮したスイートルームでお過ごしください。また、今回はお部屋に「ドン ペリニヨ

ン」をボトルでサービスさせていただき、滞在時間も最大 30 時間と優雅なホテルライフを満

喫いただけます。 

 

■料金：                                      

□1 泊1 室2 名様（滞在中のお食事・お飲物がフリー）（消費税・サービス料込） 

＊アンバサダースイート（70 ㎡）ツインをご希望の場合はお電話にてお問合せください。 

 

■7 つのスペシャル特典 

①客室最上階 24 階のスイートルーム 

②お部屋に「ドン ペリニヨン」（ボトルシャンパン）＆苺をご用意 

③直営レストラン、バー、ラウンジ、ルームサービスでのお食事・お飲物がフリー（一部除外の商品がございます。） 

客室タイプ 料金 

チャプター3 スイート（95 ㎡）/ キング or ツイン 227,700 円 

チャプター4 スイート リュクス（180 ㎡）/ キング 1,000,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

ガバナースイート（70 ㎡）キングダブル 500,000 円 

プライベートサロン 「クラブメズム」 

チャプター3 スイート / ベッドルーム 

ガーデンビュー（バルコニーからの眺め） 

mailto:reservation@mesm.jp
https://www.mesm.jp/


・オールデイダイニング「クロスダイン」、日本料理「花むさし」、四季彩茶寮「旬香」          

・中国料理「桂林」、キュイジーヌ「エスト」、ダイニング＆バー「オーヴェスト」 

・バー「オリエントエクスプレス」、メザニンラウンジ「すずかけ」 

④アーリーチェックイン（12:00p.m.～） 

⑤レイトチェックアウト（最大 6:00p.m.まで） 

⑥フィットネスクラブ利用チケット 

⑦駐車場無料 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3980-1111（代表）                       

Web サイト： 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/all_inclusive_plan.html 

 

 

 

 

ホテルメトロポリタン エドモント 
 

自由で贅沢な東京観光を！「貸切観光タクシー付き宿泊プラン」 

～観光ガイド付きで東京の魅力を再発見～＜1 泊朝食付き／1 泊 2 食付き＞ 

 

観光タクシーを 3 時間貸切って、専門知識を持った認定ドライバーのガイド付きで、東京の

観光スポットを巡ることができます。観光タクシーなら、荷物も気にせず、小回りが利いて移

動もスムーズ。おすすめの観光コースから選んでも、オリジナルのオーダーメイドコースでも、お

客さまのペースと好みに合わせて、自由で贅沢な東京観光をご満喫いただけます。 

客室は一室 5 名様までお泊まりいただけるファミリールームや、2021 年 4 月にリニューアル

したばかりのエドモントスーペリアルーム（2 名定員）など、人数やシーンに合わせてお選び

いただけます。 

朝食は天井が高く開放的な雰囲気のダイニング・カフェ「ベルテンポ」の和洋のブレックファスト

ブッフェをご用意します。また、2 食付きプランは、しっとりとゆかしい和の趣きの日本料理「平

川」にて夕食コースをお召し上がりいただけます。 

 

■料金：  

□1 泊朝食付き／1 室料金（消費税・サービス料込） 

 

□1 泊朝夕 2 食付き／1 室料金（消費税・サービス料込） 

※本プランは募集型企画旅行となります。 

 

■プラン内容：観光タクシー3 時間コース（日立自動車交通） 

 

■朝食：ダイニング・カフェ「ベルテンポ」にて和洋のブレックファストブッフェ 

 

■夕食（2 食付きプランのみ）：日本料理「平川」にて、旬の食材を用いた夕食膳コース 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3237-1111（代表） 

Web サイト：https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/taxi.html 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室2 名様[エドモントスーペリア・ダブル／ツイン] 33,540 円～ 

1 室2 名様[イーストウィングファミリー] 37,140 円～ 

1 室3 名様[イーストウィングファミリー] 42,340 円～ 

1 室4 名様[イーストウィングファミリー] 49,040 円～ 

1 室5 名様[イーストウィングファミリー] 54,240 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室2 名様[エドモントスーペリア・ダブル／ツイン] 45,540 円～ 

1 室2 名様[イーストウィングファミリー] 49,140 円～ 

1 室3 名様[イーストウィングファミリー] 60,340 円～ 

1 室4 名様[イーストウィングファミリー] 73,040 円～ 

1 室5 名様[イーストウィングファミリー] 84,240 円～ 



 
ホテルメトロポリタン 丸の内 

 

東京駅上空のご褒美ステイ 

「乾杯ドリンク付ディナーコースを堪能＆ビューバスルーム確約プラン(朝食付)」 

 

27 階のフレンチレストラン 「Dining & Bar TENQOO」での、フレンチディナーコースに、乾

杯ドリンクと朝食が付いた２食付きのプラン。季節の食材を匠の技で仕上げた料理の数々

は、旅の思い出のワンシーンを彩ります。 

JR 東京駅 日本橋口直結・八重洲北口改札から徒歩 2 分という立地は、旅行の拠点と

して最適です。徒歩圏内である日本橋、丸の内、日比谷、銀座のほか、主要な観光スポッ

トへのアクセスも大変便利です。エレベーターから降り立ちロビーに一歩踏み入れると、そこは

都会の喧騒からかけ離れた華やぎとやすらぎが息づく空間が広がり、モダンで温かみのある

客室は、くつろぎのひとときを演出します。 

 

■料金：  

□1 泊 1～2 名様（夕・朝２食付き）／1 室料金（消費税・サービス料込） 

 

■客室のご案内 

大きな窓から望む東京の景色を楽しめる客室や、角部屋の開放的な眺望を満喫できる客

室など、客室内での滞在を考えたゆとりある広さの客室をご用意しました。 

 

■ご夕食（17:30～） 

国内外から取り寄せた食材に、味噌や山葵など日本ならではのエッセンスを加え、コースの

締めには TENQOO 特製のお茶漬けをご用意いたします。和の感性を吹き込んだフレンチ

ディナーコースをお楽しみいただけます。 

 

■ご朝食：和洋ビュッフェまたは和・洋定食をご用意いたします 

・場所：Dining & Bar TENQOO（テンクウ）（27F） 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3211-2233（代表） 

Web サイト：https://marunouchi.metropolitan.jp/stay/plan/dinner&bf-inclusive.html 

 

 

ホテルメトロポリタン 川崎 
 

 

気軽なレジャーで心を開放 

「中華街の本格四川料理の老舗［重慶飯店］コースディナー付宿泊プラン（朝食付き）」 

 

ワクチン接種後、安心してお出かけできるようになったら、グルメやエンターテイメント、ショッピ

ングが楽しめて、パワースポットにもなっている横浜中華街でのディナーが付いた宿泊プランで

気軽なレジャーを楽しんでみませんか。 

ディナーは味に定評のある本格四川料理の老舗「重慶飯店」にてコース料理をお召し上が

りいただけます。川崎は中華街がある横浜エリアの隣り。川崎駅隣接のため、行き帰りのアク

セス至便です。全室バスタブがつき、バス・トイレがセパレートのゆったりしたお部屋で心を解

きほぐすひと時をお過ごしいただき、チェックアウト 12 時までごゆっくりお過ごしください。 

 

■料金：  

□1 泊 1 室 2 名様（夕朝食付き）（消費税・サービス料込） 

※本プランは特別プランのため 2 名様より予約可能 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様［ステーションサイドクイーン］ 36,800 円 

1 室 2 名様［コーナーキング］ 54,600 円 

1 室 2 名様［エグゼクティブコーナーツイン］ 57,500 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

クイーン 31,400 円～ 

ツイン 32,400 円～ 



■プラン内容 

・中華街の本格四川料理の老舗「重慶飯店」でのコースディナー2 名様分 

 ※お飲み物は含まれておりません 

 ※中華街までの交通費はご自身でご負担ください 

・Terrace and Table でのご朝食、ビュッフェまたはセットメニューにてご用意いたします 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：044-533-1111（代表） 

Web サイト： 

https://kawasaki.metropolitan.jp/stay/plan/summer-leisure.html/ 

 
 
 
 

ホテルメトロポリタン 鎌倉 
 

【ディナー×ステイ】 日本料理 「かまくら和久（わく）」 ディナー付き宿泊プラン（朝食付き） 

 

ホテルメトロポリタン 鎌倉は JR 鎌倉駅東口より徒歩約 2 分の若宮大路沿いに位置しま

す。木のぬくもりを感じるロビーは、大きな窓とテラスがあり、四季を感じさせるモミジやカエデ

等の豊かな植栽の中庭と一体となった空間をお楽しみいただけます。客室はナチュラルな木

目を基調としており、全室禁煙で洗い場付きバスルームを完備します。 

 

■プラン内容 

ご夕食、ご朝食 2 食付きプラン 

 

■料金：  

□1 泊（２食付き）／1 室料金（消費税・サービス料込）  

 

■ご夕食／店名：「かまくら和久」  場所：ホテルより徒歩約 10 分 

料理と器で二十四節気を表現した全９品の懐石料理（グラスドリンク 1 杯付）をご用意

します。化学調味料や添加物などは一切使わず、自然の味をどこまでも感じて頂けるよう

に、素材そのものの味を引き出す日本料理です。一口召し上がっていただくと自然のものだ

けで紡ぎだした奥深い味わい、おいしさの中に感じて頂ける美しさがいっぱいに広がります。 

 

■ご朝食／店名：「Café&Meal MUJI」  場所：ホテル１階 

地元食材である「鎌倉しらす」や「鎌倉海藻ポーク」等を使用したメニューをご用意します。 

 

■追加オプション（有料）：人力車で片道をご案内 

ホテル車寄せから「かまくら和久」までの道のりを、粋な俥夫がご案内します。 

料金：9,000 円（消費税込） 

 

◎お問合せ（読者）TEL：0467-60-1111（代表） 

Web サイト：https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/waku.html 

＊ご予約は WEB のみで承ります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室2 名様［ツイン・ダブル］ 37,120 円～ 



 

 ホテルメトロポリタン さいたま新都心  
 

 

「贅沢･ご褒美ステイプラン」 

 

～たまにはちょっぴり贅沢に。ホテルでしか味わえないご褒美ステイ～ 

結婚記念日、誕生日のお祝い、ちょっと頑張った自分にご褒美を。いつもと違う“ご褒美” 

“お祝い”をホテルで体験しませんか。 

ご用意するお部屋はプレミアムな客室「エグゼクティブツインルーム」。上質と快適さを追求し

たラグジュアリーなお部屋でシャンパンベリーを傾けながら、特別な時間をお過ごしください。 

 

■3 つのスペシャル特典 

① シャンパンフルボトル(マム グラン コルドン)＆ストロベリーをご用意。 

お部屋へのお届け時間は 15:00～24:00 となります。到着時にご希望の時間をお申し

付けください。 

② エグゼクティブツインルーム専用のアメニティ“オムニサンス”のご用意 

「心地よさ」にこだわったアメニティで心身ともにリラックス。 

③ レイトチェックアウト 12:00(通常 11:00) 

朝もゆったりと余韻をお楽しみください。 

 

■料金：  

□1 泊 1 室 2 名様（朝食付き）（税込み・サービス料はいただきません） 

 

■ご朝食 

朝は芳り豊かでまろやかなオリジナルブレンドコーヒーや和紅茶で一息。そしてホテルおすすめ 

「ホテルキッシュ」と彩りサラダ。和食は炊き立てご飯とホテル自慢の「具だくさんいなか汁」を 

ご用意いたします。その他和洋織り交ぜたビュッフェスタイルの朝食をぜひお召し上がりください。 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：048-851-1111(代表) 

Web サイト：https://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/stay/plan/anniversary.html  

 

 

 ホテルメトロポリタン 高崎  
 

「群馬県産食材使用 ディナー付き宿泊プラン（朝食付）」 

開放的なラウンジを併設したレストラン「ブラッスリーローリエ」は地産地消推進登録店として、 

群馬県産食材をふんだんに用いたディナーコースをお届けいたします。 

高崎はだるまの生産量が全国一位という「縁起の良い街」として有名で当館からほど近い少

林山達磨寺や高崎白衣観音(ともに車で約 20 分)、パワースポットとして名高い榛名神

社(車で約 60 分)など開運スポット巡りもオススメです。また、市街地では高崎パスタや焼き

まんじゅう、高崎ほるもんなど、高崎ならではのグルメもお楽しみいただけます。群馬県観光

の拠点に当館を是非ご利用ください。 

 

■料金：  

□1 泊 1～2 名様（夕・朝２食付き）／1 室料金（消費税・サービス料込） 

 

■客室のご案内 

落ち着いた内装と広めの間取り、脚を伸ばせるワイドサイズのバスルームが特徴のデラックス

タイプをご用意いたします。 

 

■ご夕食（18:00～） 

群馬県産野菜やギンヒカリ、高崎産えばらハーブ豚未来など群馬県産食材をふんだん

に使用しております。また、高崎はパスタの街とも言われておりますので、コースに

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室2 名様 [エグゼクティブツインルーム(48 ㎡)] 42,200 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様［デラックスシングル］ 18,400 円 

1 室 2 名様［デラックスツイン］ 32,800 円 

1 室 2 名様［デラックスダブル］ 31,800 円 



パスタ料理も組み合わせ、県外からのお客さまはもちろん県内のお客さまにも群馬県

産食材の魅力をあらためてお伝えできるディナーコースです。 

■ご朝食 

一日の活力を養う朝食には、新鮮な野菜類に、オリジナル朝カレー、煮込み料理など群馬 

県産食材を中心に和洋のビュッフェスタイルでお届けいたします。 

店内は飛沫感染防止スニーズガードや客席へのアクリルパテーションの設置、お料理の個々 

盛りでの提供や 1 回毎のトングの取り換えなど、安心してご利用いただける環境づくりに努め 

ております。 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：027-325-3311（代表） 

Web サイト： 

https://takasaki.metropolitan.jp/stay/plan/dinner&bf-inclusive.html 

 

 

  

 ホテルメトロポリタン 長野  
 

「ディナー＆ステイ ラグジュアリーディナー付き スイートルーム確約 宿泊プラン（朝食付き）」 

 

アクセス抜群な駅ビル直結というロケーション。皆さまをお迎えする接続フロアは信州の魅力発

信スペースです。プライベートやビジネスに最適な多彩な個室を有するレストランでは地元食

材や県産の日本酒、ワインを堪能いただけます。 

ホテルメトロポリタン長野では、ご自身への「ご褒美」にピッタリなラグジュアリープランを「6 つの

特典付き」でご用意いたしました。客室はスイートルーム確約、夕食はラグジュアリーで上質な

会席または鉄板焼をペアでご用意。更に朝食も付いているので、グランドホテルでゆったりと“ご

褒美タイム”を満喫いただけます。 

 

 

■料金：1 泊 1 室 2 名様（ 夕食・朝食付き） ※消費税・サービス料込  

 

 

 

 

■6 つのスペシャル特典 

①ご宿泊はスイートルーム 確約。 

②日本料理「しなの」 会席「幽玄」（18,000 円）または 

鉄板焼「やまさち」満点星-どうだんつつじ-コース（18,000 円）をペアでご用意。  

③ご朝食をペアでご用意。 

④ご滞在時間中の駐車料金は 1 台分無料。（通常１泊 1,000 円） 

⑤客室内へドリップコーヒーマシーンをご用意。 

⑥八幡屋礒五郎の七味唐辛子をお一人さま１缶プレゼント。 

 

 

■ご朝食： 

朝食は新鮮で栄養価が高く、安心・安全な長野県産の食材を中心に使用した和・洋のバ

イキング形式でお召し上がりいただけます。県内有数の米どころ木島平産のお米のほか、ヘ

ルシーな雑穀米、お粥もご用意。また、信州蕎麦もご用意しており、お客さまからもご好評

いただいております。明るい日差しを感じられる店内で、素敵な一日の始まりを予感させるひ

とときをお過ごしください。 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：026-291-7000（代表） 

Web サイト：https://nagano.metropolitan.jp/stay/plan/nagano_dinner-bf_inclusiveplan.html 

 

 

 
 
 
 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

 高 層 階 ス イートルーム +極 上 会 席 「 幽 玄 」コー ス 85,000 円～ 

 高 層 階 スイートルーム+ラグジュアリー鉄 板 焼 コース  85,000 円～ 

※画像中段は「鉄板焼「やまさち」満点星-どうだんつつじ-」のコースイメージです 



日本ホテル株式会社 安心・安全の取り組みについて 
 

 日本ホテルでは、お客さまにより安心してホテルでお過ごしいただけるように、消毒及び飛沫防止対策などを強化しております。お客

さまに安全でまごころを込めたおもてなしと快適な空間を提供できるよう、みなさまのご利用を従業員一同お待ちしております。 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

１．消毒及び飛沫防止対策 

□ホテル館内の換気を強化し、パブリックスペース（廊下、ロビー、エレベーターなど）、接触の多い場所について消毒を定期的に行っております。 

□筆記用具、カードキーなどの備品類について都度消毒を行っております。 

□パブリックスペースにおいて、エレベーター内の定員設定などソーシャルディスタンスの確保を行っております。 

□レストランでは、席の間隔を十分に確保するために席数を減らしております。 

□飛沫防止のためにスタッフはマスクの着用のほか、フロントカウンターに飛沫防止パネルの設置など行います。 

□現金、クレジットカード、パスポートの受け渡しの際はキャッシュトレーを使用しております。 

 

２．従業員の衛生管理について 

□従業員は、手洗い、うがい、マスクの着用、手指の消毒、検温などを行い、健康状態を管理しております。 

※詳細につきましては、各ホテルのホームページをご確認ください。 

 

３．お客さまへのお願い 

お客さまにおかれましては、館内に設置しておりますアルコール消毒液をご利用いただき、発熱など体調がすぐれない場合は、速やか

に従業員にお申し出ください。 

 

今後もお客さまの安全と安心を提供できるよう、新たな取り組みを取り入れてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ホテル株式会社：JR 東日本グループとして主に首都圏に 38 ホテル(6,787 室)をもつホテル会社です。国の重要文化

財である東京駅丸の内駅舎内の東京ステーションホテル、ベイエリアに位置し東京の躍動感を五感で感じるメズム東京、オート

グラフ コレクションのほか複数のホテルブランドを展開しています。フルサービス型のメトロポリタンホテルズは「やすらぎと華やぎが出

会う場所。」、宿泊特化型の JR 東日本ホテルメッツは「上質が息づく。」をブランドコンセプトとしています。利便性に優れた立地

で、国内や訪日インバウンドのお客さまへの心からのおもてなしを忘れずに、常により高いレベルのサービスを目指しています。 

 


