報道関係者各位

2020 年 10 月 23 日

「東京ステーションホテル」「メトロポリタンホテルズ」
「メズム東京、オートグラフ コレクション」「ＪＲ東日本ホテルメッツ」

都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」

Go To トラベル + お一人様 5,000 円助成金対象の

都民限定 宿泊プランを販売！10 月 23 日より販売開始。
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、Go To
トラベル事業に加え、東京都民が東京都内に宿泊する際の代金を 1 人 5,000 円の助成をする「もっと楽しもう！TokyoTokyo」の発
表を受け、都民限定プランの販売を 10 月 23 日より開始いたします。対象ホテルは、都内のホテル限定で、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 3 ホテル［池袋・エドモント(飯田橋)・丸の内］/ＪＲ東日本ホテルメッツ
10 ホテル［渋谷・駒込・田端・秋葉原・五反田・高円寺・武蔵境・国分寺・立川・東京ベイ新木場］。Go To トラベル+もっと楽しも
う！TokyoTokyo（都民お一人様 5,000 円の助成金）で、お得にホテルステイを満喫いただけます。

Go To トラベル +もっと楽しもう！TokyoTokyo（5,000 円の助成金）対象の都民限定 宿泊プラン 概要
◎専用Web サイト：https://www.jre-hotels.jp/special/tomin/goto-tokyo.html

東京ステーションホテル
【Go To トラベル+都内観光促進事業
「もっと楽しもう！TokyoTokyo（お一人様 5,000 円の助成金）」対象】
◎プラン名
TOKYO STATION Stay 〜100 種類以上のアイテムが並ぶ朝食ブッフェ付〜
東京の中心地に位置する、壮麗な姿の東京駅丸の内駅舎。普段は移動で使って
いるこの駅舎が「想い出の場所」になる、東京都にお住いの方に絶好の機会の宿泊
プラン販売がスタートします。
ヨーロピアンクラシックに彩られた瀟洒な空間の中で東京駅やホテルの歴史に触れる
時間を過ごし、翌朝は東京のホテルで人気の高い「アトリウムブレックファストブッフェ」
をお召し上がりいただけます。皇居の緑や丸の内の街並みを楽しむ“早朝さんぽ”も
おすすめです。地域共通クーポンで 5 つの直営レストラン＆バーのご利用も可能。
“TOKYO”が今よりもっと好きになる、そんな時間をゆっくりとお過ごしいただけます。
【特典】
ゲストラウンジ「アトリウム」でのご朝食（ご人数分）
エッグベネディクト＆アボカドやビーフシチューソースのオムレツなどオリジナルスタイルの卵
料理をはじめ手の込んだ和食や洋食など、100 種類以上の朝食アイテムがずらりと並
びます。
＜ご朝食のご案内＞
内容：アトリウムブレックファストブッフェ（和洋食）
場所：ゲストラウンジ「アトリウム」4F
時間：6：30~10：30※新型コロナウィルスの感染症拡大状況により、営業時間が異なる場合がございます。
【期間】 2020 年 10 月 24 日 ～2021 年 1 月 31 日
※都内観光促進事業の終了まで。また、各ホテルの助成金予算に達し次第販売終了となります。

【料金】
ご利用人数

料金

1 室 1 名様
1 室 2 名様
1 室 3 名様

50,937 円～
61,626 円～
96,189 円～

※Go To トラベル
割引後
36,937 円～
40,057 円～
62,523 円～

※「もっと Tokyo」助成
金適用後
31,937 円～
30,057 円～
47,523 円～

※記載の料金は 1 室料金となります。（消費税・サービス料込）
※「Go To トラベル対象プラン」は表示価格から最大 35％割引が予約時に適用され、最大 15％相当の地域共通クーポンが発行されます。
※東京都民の方が都内に宿泊する代金について 1 泊につき１人 5,000 円の助成金が適用されます。

◎ご予約・お問合せ（読者）：電話 03-5220-1111（代表）
または ホテルホームページ https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/gototravel_tokyo -station-stay/

メズム東京、オートグラフ コレクション
【Go To トラベル+都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」対象】
◎プラン名
- 新しい東京を五感で感じるホテルステイ「TOKYO WAVES」をコンセプトに、絶えず変化する東京の躍動感と共鳴するホテル
「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東京
湾に注ぐ隅田川を臨むウォーターフロント・竹芝に位置し、バルコニー付きのガーデンビ
ューの客室では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、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。
朝食は、ビストロノミースタイルのフレンチをオープンキッチンのライブ感とともに楽しむレス
トラン「シェフズ・シアター」でごゆっくりとお楽しみください。「東京モード」を体現する
ヨウジヤマモト社のジェンダーレスブランド「Y’s BANG ON!」のユニフォームに身を包ん
だホテルクルーが、皆様のお越しをお待ちしております。
【特典】
シェフズ・シアターでの朝食付き
【期間】
2020 年 10 月 24 日 ～2021 年 1 月 31 日
※都内観光促進事業の終了まで。また、各ホテルの助成金予算に達し次第販売終了となります。

【料金】
部屋タイプ

ご利用人数

料金

チャプター1～

1 室１名様
1 室 2 名様

61,226 円～
65,527 円～

チャプター1～

※Go To トラベ
ル割引後
47,226 円～
42,593 円～

※「もっと Tokyo」
助成金適用後
42,226 円～
32,593 円～

※記載の料金は 1 室料金となります。（消費税・サービス料込）
※「Go To トラベル対象プラン」は表示価格から最大 35％割引が予約時に適用され、
最大 15％相当の地域共通クーポンが発行されます。
※東京都民の方が都内に宿泊する代金について 1 泊につき１人 5,000 円の助成金が適用されます。

◎ご予約・お問合せ（読者）：電話 03-5777-1111（代表）
または ホテルホームページ https://www.mesm.jp/news/gototravelfortokyo.html

ホテルメトロポリタン（池袋）
【Go To トラベル+都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」対象】

◎プラン名
都民ならさらにお得！スーペリアフロアへアップグレード確約プラン
【朝食付プランまたは 2 食付プラン】
ホテルメトロポリタンでは、スタンダードタイプのご料金でスーペリアフロアへアップグレード
いたします。16 階～21 階の高層階フロア、お部屋は温かな木目調とオフホワイトを
基調にした内装で落ち着いた雰囲気を醸し、至福のひとときを優雅に演出します。
朝食付と 2 食付（夕食・朝食）の 2 つのプランをご用意し、お選びいただけます。
夕食付は日本料理「花むさし旬香」でお楽しみいただけます。
【特典】
スーペリアフロアへのアップグレード

■朝食
オールデイダイニング「クロスダイン」洋食または和食のセットからお選びいただけます。
■夕食（2 食付プラン）
日本料理「花むさし旬香」
躍動感のある炙り＆鉄板焼カウンターでは料理ライブならではの迫力を、
広々と開放感のあるダイニングスペースでは、ゆったりとおくつろぎいただけます。
お食事と一緒にお楽しみいただける日本酒や焼酎など飲み物も
豊富に取り揃えています。
【期間】
2020 年 10 月 24 日 ～2021 年 1 月 31 日
※都内観光促進事業の終了まで。また、各ホテルの助成金予算に達し次第販売終了となります。

【料金：1 泊朝食付き】
ご利用人数
料金
1 室 1 名様
1 室 2 名様

12,000 円～
19,000 円～

【料金：1 泊 2 食付き】
ご利用人数
料金
1 室 1 名様
1 室 2 名様

15,000 円～
25,000 円～

※Go To トラベル
割引後
7,800 円～
12,350 円～

※「もっと Tokyo」助成
金適用後
2,800 円～
2,350 円～

※Go To トラベル
割引後
9,750 円～
16,250 円～

※「もっと Tokyo」助成
金適用後
4,750 円～
6,250 円～

※記載の料金は 1 室料金となります。（消費税・サービス料込）
※「Go To トラベル対象プラン」は表示価格から最大 35％割引が予約時に適用され、最大 15％相当の地域共通クーポンが発行されます。
※東京都民の方が都内に宿泊する代金について 1 泊につき１人 5,000 円の助成金が適用されます。

◎ご予約・お問合せ（読者）：電話 03-3980-1111（代表）
または ホテルホームページ https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/upgrade_superior.html

ホテルメトロポリタン エドモント
【Go To トラベル+都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」対象】
◎プラン名
"STAY in TOKYO" 東京ホテルステイ 美食でリフレッシュ旅
（1 泊 2 食付き）
東京の真ん中。ホテルステイと美食でリフレッシュ！近場で"非日常"のくつろぎ時間を。
遠方へのお出かけはまだちょっぴりハードルが高いから、近場のホテルに泊まって「非日常」
の癒しの旅行はいかがでしょう。1 泊 2 食付きの宿泊プランをご用意いたしました。ご夕食
は、ダイニング・カフェ「ベルテンポ」または日本料理「平川」のディナーをお選びいただけま
す。美味しい料理に舌鼓。食事を準備しなくてよいという贅沢。上質なベッドで集中睡
眠。身も心もリフレッシュ。界隈をそぞろ歩くもよし、お部屋でゆっくりと過ごすもよし、東京
のど真ん中で思い思いの時をお過ごしください。
【お食事のご案内】
■ディナー
ダイニング・カフェ「ベルテンポ」のディナーブッフェ または 日本料理「平川」のディナーコース
■ご朝食
ダイニング・カフェ「ベルテンポ」にて和・洋の朝食セットからチョイス
※ご提供方法がブッフェ形式に変更になる場合がございます。
【特典】
無料レイトチェックアウト 13:00 まで
【期間】
2020 年 10 月 24 日 ～2021 年 1 月 31 日
※都内観光促進事業の終了まで。また、各ホテルの助成金予算に達し次第販売終了となります。

【料金】
ご利用人数
1 室 1 名様
1 室 2 名様
1 室 3 名様
1 室 4 名様

料金
18,000 円～
30,000 円～
45,000 円～
60,000 円～

※Go To トラベル
割引後
11,700 円～
19,500 円～
29,250 円～
39,000 円～

※「もっと Tokyo」助
成金適用後
6,700 円～
9,500 円～
14,250 円～
19,000 円～

【Go To トラベル+都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」対象】
◎プラン名
東京の真ん中のホテルステイ（1 泊朝食付き）
普段住んでいる街だけれど、あえて東京の真ん中に位置するホテルのプライベート空間で
「非日常」の癒しの旅はいかがでしょう。シングルルームから最大 5 名まで泊まれるファミリ
ールームまで備えているので、贅沢なおひとりステイやご家族みんなでのリフレッシュ、お友
達同士で久々に集まったりなど、いろいろなシーンでご利用いただけます。
【お食事のご案内】
■ご朝食 ダイニング・カフェ「ベルテンポ」にて和・洋の朝食セットからチョイス
※ご提供方法がブッフェ形式に変更になる場合がございます。
【特典】 無料レイトチェックアウト 13:00 まで
【期間】 2020 年 10 月 24 日 ～2021 年 1 月 31 日
※都内観光促進事業の終了まで。また、各ホテルの助成金予算に達し次第販売終了となります。

【料金】
ご利用人数
1 室 1 名様
1 室 2 名様
1 室 3 名様
1 室 4 名様
1 室 5 名様

料金
12,000 円～
18,000 円～
27,000 円～
36,000 円～
45,000 円～

※Go To トラベル
割引後
7,800 円～
11,700 円～
17,550 円～
23,400 円～
29,250 円～

※「もっと Tokyo」助
成金適用後
2,800 円～
1,700 円～
2,550 円～
3,400 円～
4,250 円～

※消費税・サービス料込
※「Go To トラベル対象プラン」は表示価格から最大 35％割引が予約時に適用され、最大 15％相当の地域共通クーポンが発行されます。
※東京都民の方が都内に宿泊する代金について 1 泊につき１人 5,000 円の助成金が適用されます。

◎ご予約・お問合せ（読者）：電話 03-3237-1111（代表）または ホテルホームページ
〇1 泊 2 食付き https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/tokyo_gourmet.html
〇1 泊朝食付き https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/tokyo_bf.html

ホテルメトロポリタン 丸の内
【Go To トラベル+都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」対象】
◎プラン名
都民限定ショートステイプラン（1 泊朝食付き）
チェックイン 18 時〜/チェックアウト 10 時＜室数限定＞
お仕事帰りのビジネスパーソンや、行動派のトラベラーにぴったりのショートステイプラン。
JR 東京駅 日本橋口直結、八重洲北口改札より徒歩２分というロケーションは、
あらゆるお客さまの一日を強力にサポートいたします。
朝食会場は 6:00 よりオープン。一日の始まりにしっかりパワーチャージして快活な一日を
お過ごしください。
【ご朝食のご案内】
27 階 Dining & Bar TENQOO の朝食（6:00～10:00）
〇平日----------------- 和食または洋食の定食
〇土曜・日曜・祝日------ 朝食ブッフェ
【期間】 2020 年 10 月 24 日 ～2021 年 1 月 31 日
※都内観光促進事業の終了まで。また、各ホテルの助成金予算に達し次第販売終了となります。

【料金】
ご利用人数

料金

1 室 1 名様
1 室 2 名様
1 室 3 名様

11,400 円～
23,800 円～
31,200 円～

※Go To トラベル
割引後
7,410 円～
15,470 円～
20,280 円～

※「もっと Tokyo」助成金適用後
2,410 円～ ※素泊まりなら 850 円～
5,470 円～ ※素泊まりなら 2,350 円～
5,280 円～ ※素泊まりなら 2,550 円～

※記載の料金は 1 室料金となります。（消費税・サービス料込）
※「Go To トラベル対象プラン」は表示価格から最大 35％割引が予約時に適用され、最大 15％相当の地域共通クーポンが発行されます。
※東京都民の方が都内に宿泊する代金について 1 泊につき１人 5,000 円の助成金が適用されます。
※オンライン予約限定プランです。お電話でのご予約は承っておりません。

◎ご予約（読者）：公式ホームページからの予約のみ https://marunouchi.metropolitan.jp/stay/plan/goto-travel-tokyoexclusive.html
◎お問合せ（読者）：電話 または ホテルホームページ 03-3211-2233（代表）

ＪＲ東日本ホテルメッツ 共通（対象 都内 10 ホテル）
【Go To トラベル+都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」対象】
◎プラン名
（朝食あり）都民限定シンプルステイ
東京都民の皆さまに、ＪＲ東日本ホテルメッツのシンプルな宿泊プランを
料金もシンプルに、都内 10 ホテル一律料金でご用意しました。
ビジネス（テレワーク）、観光・レジャーの拠点に最適な駅近ホテルを
是非この機会にご利用ください。
【ご朝食のご案内】各ホテルにより異なります。
【期間】2020 年 10 月 24 日 ～2021 年 1 月 31 日
※都内観光促進事業の終了まで。また、各ホテルの助成金予算に達し次第販売終了となります。

【料金】

10,000 円
18,000 円

※Go To トラベル
割引後
6,500 円
11,700 円

※「もっと Tokyo」
助成金適用後
1,500 円
1,700 円

20,000 円

13,000 円

3,000 円

部屋タイプ

ご利用人数

料金

シングルもしく
はダブル

1 室 1 名様
1 室 2 名様

ツイン

1 室 2 名様

※記載の料金は 1 室料金となります。（消費税込み）
（ＪＲ東日本ホテルメッツはサービス料をいただいておりません）
※「Go To トラベル対象プラン」は表示価格から最大 35％割引が予約時に適用され、最大 15％相当の地域共通クーポンが発行されます。
※東京都民の方が都内に宿泊する代金について 1 泊につき１人 5,000 円の助成金が適用されます。
◎ご予約・お問合せ（読者）：各ホテルホームページ または 各ホテル電話番号まで

対象：ＪR 東日本ホテルメッツ 10 ホテル
ホテル名
ＪＲ東日本ホテルメッツ 渋谷

電話番号

ホームページ

03-3409-0011

https://www.hotelmets.jp/shibuya/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 駒込

03-5319-0011

https://www.hotelmets.jp/komagome/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 田端

03-3810-2255

https://www.hotelmets.jp/tabata/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 秋葉原

03-5294-1011

https://www.hotelmets.jp/akihabara/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 五反田

03-6408-0011

https://www.hotelmets.jp/gotanda/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 高円寺

03-5327-0011

https://www.hotelmets.jp/koenji/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 武蔵境

0422-32-5111

https://www.hotelmets.jp/musashisakai/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 国分寺

042-328-6111

https://www.hotelmets.jp/kokubunji/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 立川

042-548-0011

https://www.hotelmets.jp/tachikawa/

ＪＲ東日本ホテルメッツ 東京ベイ新木場

03-3522-0711

https://www.hotelmets.jp/shinkiba/

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。

■本ニュー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

