
報道関係者各位                              

2021 年 6 月 24 日 

 

 

 
 安心の毎日へ 新型コロナウイルス ワクチン接種応援 

日帰り＆宿泊プランを 34 ホテルにて販売開始。 
「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）」「JR 東日本ホテルメッツ（対象24 施設）」の 34 ホテルにて展開。 
 

 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、6 月28 日（月）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］/ JR 東日本ホテルメッツ 対象 24 施設［渋谷・目白・駒込・田端・秋葉原・五反田・高円寺・武蔵境・

国分寺・立川・赤羽・東京ベイ新木場・川崎・横浜鶴見・横浜・横浜桜木町・溝ノ口・かまくら大船・浦和・船橋・津田沼・水戸・宇都宮・札幌］

の 34 ホテルにて、新型コロナウイルス ワクチン接種応援 日帰り＆宿泊プランを販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染拡大防止に向け、各地のワクチン接種会場や職域での接種が進められる中、接種施設近くのリラックスできる環境で、待機や休息、ま

たはご宿泊いただくことで、より安心して接種に臨んでいただけるよう、ワクチン接種券をお持ちの方を対象とする日帰り＆宿泊プランの販売

を新たに開始いたします。お一人さまでのご移動が不安な方、時間に余裕をもって混雑時間をさけてスムーズに会場に向かいたい方、遠方

にお住いで当日余裕をもって接種会場に向かいたい方、接種後接種会場の近くでお身体を休めたい方などに最適なプランです。感染症予

防対策を徹底したホテルで、より安心にリラックスしてお過ごしいただけます。 
 

【新型コロナウイルス ワクチン接種応援 日帰り＆宿泊プラン概要】 

■プラン名： 新型コロナウイルス ワクチン接種応援 日帰り＆宿泊プラン 

■プラン期間： ［各ホテル共通］2021 年 6 月 28 日（月）～9 月 30 日（木） 

■対象ホテル： 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］／JR 東日本ホテルメッツ 対象 24 施設［渋谷・目白・駒込・田端・

秋葉原・五反田・高円寺・武蔵境・国分寺・赤羽・立川・東京ベイ新木場・川崎・横浜鶴見・横浜・横浜桜木町・溝ノ口・かまく

ら大船・浦和・船橋・津田沼・水戸・宇都宮・札幌］ 

■プラン料金： 日帰りプラン及び宿泊プランの料金はホテルにより異なります。 

■注意事項： ※本プランのご利用には、「ワクチン接種券」のご提示が必要になります。 

 ※接種センターのご予約は承っておりません。 

 ※医療機関との連携は行っておりません。副反応が出た場合等はワクチン接種会場、厚生労働省等の指示に従って行動してください。 

■Web サイト： https://www.jre-hotels.jp/special/corona/covid19-vaccine.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 

 
東京ステーションホテルではワクチン接種を予約した方向けに、２つのデイユース(日帰り)

プランとお得な宿泊プランを販売いたします。大手町の自衛隊東京大規模接種センター

（大手町合同庁舎 3 号館）までのシャトルバス乗り場もホテルからすぐ近くにあり、行き来

を含め絶好のロケーションのホテルで、より安心してゆっくりとお過ごしいただけます。 

 

■日帰りプラン (7:00～22:00 のうち最大 6 時間の滞在が可能) 

「最大 6 時間滞在デイユースプラン」 

40 平米のゆとりあるお部屋で最大 6 時間滞在できる特別プラン。ホテル内の駐車料金や

お部屋のミニバー(ソフトドリンク)が無料のほか、アルコール除菌スプレーも人数分プレゼント。ワ

クチン接種の前後にリラックスした時間を過ごしたい方におすすめです。 

「最大 6 時間滞在デイユースプラン 特製お弁当付き」 

上記のデイユースプランの特典に加えて、このプラン限定のホテル特製お弁当をご人数分

ご用意。旬の野菜や鮮魚、上質な黒毛和牛など、様々な栄養素を豊富に含んだ素材を

使って総料理長が考案しました。ワクチン接種の前後にお部屋でお召し上がりいただけます。 

 

■宿泊プラン 

～新型コロナウイルス ワクチン接種応援～「ゆっくりお得に宿泊プラン」 

ホテルでゆっくりとお過ごしいただけるよう、デイユースプランの特典（駐車場料金無料、

客室内のミニバー無料、アルコール除菌スプレーご人数分プレゼント）に加えて、翌朝の朝食

ブッフェが付いたお得な宿泊プラン。ワクチン接種の前日や当日に、心と体を養生するマインド

フルな時間をお過ごしいただけます。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン「最大 6 時間滞在デイユースプラン」／1 室 2 名様料金  

□日帰りプラン「最大 6 時間滞在デイユースプラン 特製弁当付き」／1 室 2 名様料金 

 

□宿泊プラン「ゆっくりお得に宿泊プラン」／1 室 2 名様料金 

＊日帰り・宿泊プランいずれも 7 月 22 日～8 月 9 日を除く  

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-5220-1112（宿泊予約課） 

Web サイト： 

「最大 6 時間滞在デイユースプラン」 https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/vaccine_dayuse/ 

「ゆっくりお得に宿泊プラン」 https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/vaccine_stay/ 

 
 

 
メズム東京、オートグラフ コレクション 

 

「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。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お届けするレストラ

ン「シェフズ・シアター」でごゆっくりとお楽しみください。 

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 

パレスサイドスーペリアツイン含む 3 タイプ 28,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

パレスサイドスーペリアツイン含む 3 タイプ 34,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

パレスサイドスーペリアツイン含む 3 タイプ 75,874 円～ 

チャプター1 キング（40 ㎡） 

パレスサイドスーペリアツイン イメージ 

特製お弁当 イメージ 

朝食ブッフェ イメージ 

https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/vaccine_dayuse/
https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/vaccine_stay/


■プラン特典 

日帰りプランでは、10～18 時のうち最大 8 時間の滞在が可能です。 

いずれのプランも、ベッドタイプはキングベッドまたはツインベッドのどちらかからお選びください。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン（10～18 時のうち最大 8 時間）／1 室 1～2 名様料金  

 

□1 泊（朝食付き）／1 室 1～2 名様料金 

 

□1 泊（素泊まり）／1 室 1～2 名料金  

  

 

■ご朝食：メズム・ブレックファスト 

五感が目覚める 5 種類の「五感ドリンク」や、話題のベーカリー「シニフィアン シニフィエ」のパ

ンを使ったサンドイッチ、平飼いブランド有精卵「さがみっこ」の朝採れ卵とクリーミーな「エシレ

バター」を贅沢に使った特製オムレツ、完成まで４日間を要する至極のダブルコンソメスープな

ど、素材にこだわり抜いたホテルメイドの味わいを、一品一品心を込めてご提供します。 

・営業時間：6:30～11:00（L.O.10:00） 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-5777-1111（代表） 

 

Web サイト： 

□日帰りプラン（10～18 時のうち最大 8 時間） 

https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=86&page=plan&p_id=83 

□1 泊（朝食付き） 

https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=86&page=plan&p_id=85 

□1 泊（素泊まり） 

https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=86&page=plan&p_id=84 

 

 

 

ホテルメトロポリタン（池袋） 
 

JR 線、私鉄、地下鉄を合わせ 9 つの路線が乗り入れる池袋駅から徒歩 3 分に位置する    

ホテルメトロポリタン（池袋）は都会を愉しみ、静穏に心やすらぐ時間をお過ごしいただけま

す。周辺には百貨店や商業施設が立ち並び、少し歩くと寺院や神社、歴史的建造物もあ

ります。ホテル内のお部屋は機能的な設えとやさしい色調の空間を基本としており、やすらぎ

とくつろぎを提供いたします。また、館内には日本料理、中国料理、伊仏料理、バー、ラウン

ジなど直営のレストラン・バーが充実しており本格的な味をお楽しみいただけます。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン（7:00～22:00 のうち最大 6 時間）／1 室料金＊1 名/2 名同料金 

       

□1 泊（素泊まり）／1 室料金   

 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

チャプター1 キング（40 ㎡） or  チャプター1 ツイン (40 ㎡) 30,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

チャプター1 キング（40 ㎡） or  チャプター1 ツイン（40 ㎡） 通常価格より 10%OFF 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

チャプター1 キング（40 ㎡） or  チャプター1 ツイン（40 ㎡） 通常価格より 10%OFF 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

スタンダードツイン 6,500 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

スタンダードシングル(1 名) 6,000 円～ 

スタンダードダブル(2 名) 9,000 円～ 

スタンダードツイン(2 名) 9,500 円～ 

スタンダードツイン＋エキストラベッド(3 名) 12,600 円～ 

チャプター1 ツイン（40 ㎡） 

メズム・ブレックファスト イメージ 

メズム・ブレックファスト イメージ 

https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=86&page=plan&p_id=83
https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=86&page=plan&p_id=85
https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=86&page=plan&p_id=84


□1 泊（朝食付き）／1 室料金 

  

■ご宿泊特典（素泊まり/朝食付きプラン）   

レストラン利用券 1,000 円分（人数分） 

館内直営レストラン、バー、ラウンジ、ルームサービズ、ケーキ＆ベーカリーショップでご利用

いただけます。 

                                 

■ご朝食（朝食付きプラン） 

お目覚めからご出発までのひと時は、ホテルメイドの朝食をお楽しみください。朝食会場の 1F オールデイダイニング「クロスダイン」ではお好みの卵料理

をお選びいただける洋食セットと焼き魚、炊き合わせなどが付いた和食セットのメニューをご用意しております。また、土日祝日は和食、洋食の両方がお

楽しみいただけるビュッフェスタイルで営業。贅沢に優雅な時間をお過ごしいただけます。 

・営業時間： 6:30～10:30（L.O.10:00） 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3980-1111（代表） 

日帰りプラン：https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/vaccine_dayuse.html 

宿泊プラン：https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/vaccine_stayplan.html 

 

 

ホテルメトロポリタン エドモント 
 

「飯田橋駅」「水道橋駅」「九段下駅」の 3 駅 8 路線が使えるホテルメトロポリタン エドモン

トは、東京のどこから来るのも、どこへ行くのも便利なアクセスのホテル。自衛隊東京大規模

接種センター（大手町合同庁舎 3 号館）の最寄りの「竹橋駅」までは、乗り換えなしで 2

駅、タクシーでも 10 分ほどの距離です。混雑を避けて車でご来館の場合にも、ホテル敷地

内に駐車場を完備しています。ワクチンを受けるご本人だけでなく付き添いの方もリラックスし

た環境でお過ごしいただける部屋タイプをご用意しています。日帰りプランは 7:00～

22:00 までの最大 15 時間、1 泊（素泊まり・朝食付き）プランは 14:00～翌 14:00

までの最大 24 時間ご滞在いただけるので、接種前、接種後のどちらもゆったりとおくつろぎ

いただけます。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン（7:00～22:00・最大 15 時間）／1 室料金  

 

□1 泊（14:00～翌 14:00・最大 24 時間滞在／素泊まり）／1 室料金 

 

□1 泊（14:00～翌 14:00・最大 24 時間滞在／朝食付き）／1 室料金 

  

■ご朝食 

ホテル 1 階のダイニング・カフェ「ベルテンポ」にて、ブレックファストブッフェをご用意します。お客様の

目の前で作る「オムレツステーション」や、クロワッサンやデニッシュのほか、ホテル開業時から人気の

パン“マウンテン”も登場する「自家製エドモントベーカリー」、自慢の出汁巻玉子など和惣菜も多

数お楽しみいただける、バラエティ豊かな約60 種類のブッフェです。天井が高く開放的な雰囲気

の中、テーブル配置を変更し席間隔を確保した店内で、お召し上がりいただけます。 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

スタンダードシングル(1 名) 7,500 円～ 

スタンダードダブル(2 名) 12,000 円～ 

スタンダードツイン(2 名) 12,500 円～ 

スタンダードツイン＋エキストラベッド(3 名) 17,100 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室1 名様［シングル］ 6,000 円～ 

1 室2 名様［ツイン］ 8,000 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室1 名様［シングル］ 6,000 円～ 

1 室2 名様［ツイン］ 8,000 円～ 

1 室3 名様［イーストウィングツイン］ 12,000 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室1 名様［シングル］ 8,400 円～ 

1 室2 名様［ツイン］ 12,800 円～ 

1 室3 名様［イーストウィングツイン］ 19,200 円～ 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/vaccine_dayuse.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/vaccine_stayplan.html


・営業時間：6:30～10:00 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3237-1111（代表） 

https://edmont.metropolitan.jp/topics/support.html 

 

 
ホテルメトロポリタン 丸の内 

 
 

JR 東京駅 日本橋口直結・八重洲北口改札から徒歩 2 分に位置し、東京・大手町の自

衛隊東京大規模接種センター（大手町合同庁舎 3 号館）はタクシーで約 5 分、またはホ

テル地下よりアクセスできる地下鉄で 1 駅です。お客様のご予定に合わせてご利用いただける

よう、平日・休日問わず同一料金にてご用意しました。ワクチン接種前後は、安心・安全なホ

テルで落ち着いたひとときをお過ごしください。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン（7:00 ～22:00 のうち最大 6 時間）／1 室料金  

 

□1 泊（素泊まり）／1 室料金  

 

□1 泊（朝食付き）／1 室料金 

 

■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） 

・営業時間：6:00～10:00（10:30 クローズ） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、営業内容を変更する場合がございます。 

 

 

◎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/vaccine-support.html 

 

 

ホテルメトロポリタン 川崎 
 
 

ホテルメトロポリタン川崎は JR 川崎駅から徒歩 2 分に位置し、大規模接種会場(NEC 玉

川ルネッサンスシティホール)までは、JR 南武線で 5 駅の「向河原駅」まで乗り換えなしで 11

分。ワクチン接種に備え、副反応が心配で接種会場近くで体調を整えたい、時間に余裕をも

ってスムーズに会場に向かいたい等のニーズにお応えした 3 種類のプランです。ワクチン接種前

後は、駅近くの安心・安全なホテルで寛ぎのお時間をお過ごしください。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン（8:00～20:00 まで最大 12 時間）／1 室料金  

 

□1 泊（素泊まり）／1 室料金  

 

 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様［シングル］ 6,000 円 

1 室 2 名様［ツイン］ 9,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様［シングル］ 10,000 円 

1 室 2 名様［ツイン］ 20,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様［シングル］ 12,000 円 

1 室 2 名様［ツイン］ 24,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様［クイーン・ツイン］ 6,000 円~ 

1 室 2 名様［クイーン・ツイン］ 8,000 円~ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様［クイーン・ツイン］ 7,500 円~ 

1 室 2 名様［クイーン・ツイン］ 9,000 円~ 



□1 泊（朝食付き）／1 室料金 

■ご朝食：和洋ビュッフェ 

・場所：オールデイダイニング「Terrace and Table」 

・時間：6:30～10:00（L.O.9:30） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、提供内容を変更する場合がございます。 

 

◎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/vaccine-support.html 
 
 
 

ホテルメトロポリタン 鎌倉 
 

ホテルメトロポリタン 鎌倉は、JR 鎌倉駅東口から徒歩約 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、一面に広がる大きな窓と縁側のようなテラスがあり、四季

を感じさせる中庭の植栽と一体となった空間をお楽しみいただけます。木目を基調とした客

室は、シンプルでありながら細部へのこだわりと、おもてなしの心遣いに満ちた空間をご提供

します。あたたかな真心と細やかなサービスで、ご滞在の時間が上質なひと時となりますよ

う、心を込めたおもてなしでお客さまをお迎えいたします。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン（7:00～22:00 のうち最大 6 時間の滞在が可能））／1 室料金  

 

□1 泊（素泊まり）／1 室料金  

 

□1 泊（朝食付き）／1 室料金 

  

■ご朝食： 

ホテル１階の Café&Meal MUJI にて、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。営業時間 6:30～10:30（L.O.10:00） 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：0467-60-1111（代表） 

Web サイト： 

宿泊プラン  https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/vaccine_stay.html 

日帰りプラン https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/vaccine_dayuse.html 

 

 

 ホテルメトロポリタン さいたま新都心  
 

ホテルメトロポリタンさいたま新都心は、さいたま新都心駅から徒歩 1 分の立地。埼玉県高

齢者ワクチン接種センター(埼玉県浦和合同庁舎)の最寄り駅「北浦和駅」まで京浜東北

線で乗り換えなしの 2 駅のアクセスの良さが魅力です。 

お一人さまでのご移動が不安なお客さま、時間に余裕をもって混雑時間をさけてスムーズに

会場に向かいたい方へおすすめのプランです。遠方にお住いで、当日余裕をもって接種会

場に向かいたい方や、接種後一日接種会場そばでからだを休めたい方などは宿泊プラン

を。日帰りでも時間に余裕をもって向かいたい。接種後しばらく休憩したい方などは日帰りプ

ランがおすすめです。感染症予防対策を徹底したホテルで、より安心、リラックスしてお過ごし

いただけます。 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様［クイーン・ツイン］ 10,000 円~ 

1 室 2 名様［クイーン・ツイン］ 14,000 円~ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室1～2 名様［スーペリアツイン］ 13,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室1～2 名様［ツイン・ダブル］ 14,760 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室1～2 名様［ツイン・ダブル］ 16,760 円～ 

https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/vaccine_stay.html
https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/vaccine_dayuse.html


■料金：（税込／メンバー割引有）※サービス料はいただきません。 

□日帰りプラン（8：00～14：00 のうち最大 6 時間の滞在が可能）／1 室料金 

 

□1 泊（素泊まり）／1 室料金  

 

□1 泊（朝食付き）／1 室料金 

  

■ご朝食：和洋織り交ぜたビュッフェスタイルの朝食 

会場はロビーに隣接する、吹き抜けの空間が開放的なカフェ。芳り豊かでまろやかなブレンドコーヒーで一息。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「具だくさんのいなか汁」をご用意いたします。6:30a.m.から営業しておりますので、朝一番に会場に向

かわれる方もしっかりとお召し上がりいただけます。 

・営業時間：6:30～10:00 

 

◎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/vaccine_stay.html  

 

 

 

 ホテルメトロポリタン 高崎  
 

群馬県の玄関口「高崎駅」直結。県央ワクチン接種センター（G メッセ群馬）へは徒歩圏

内となっております。電車やお車でのご来館にもアクセス至便な当館でワクチン接種前後の

お時間をごゆっくりお過ごしください。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン（7:00～22:00 のうち最大 6 時間の滞在が可能）／1 室料金   

 

□1 泊（素泊まり）／1 室料金   

 

□1 泊（朝食付き）／1 室料金    

 

■特典（素泊まり/朝食付きプラン） 

①駐車料金無料(東口駐車整理場利用に限る) 

②VOD 無料 

③チェックアウト 12:00 延長サービス(通常 11：00) 

※日帰りプランの特典は➀②のみとなります。 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

 1 室 1 名様［スーペリアシングル］ 7,000 円～ 

1 室 2 名様［スーペリアダブル］ 9,000 円～ 

1 室 2 名様［スーペリアツイン］ 10,000 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

 1 室 1 名様［スーペリアシングル］ 7,500 円～ 

1 室 2 名様［スーペリアダブル］ 11,000 円～ 

1 室 2 名様［スーペリアツイン］ 13,000 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

 1 室 1 名様［スーペリアシングル］ 8,000 円～ 

1 室 2 名様［スーペリアダブル］ 12,000 円～ 

1 室 2 名様［スーペリアツイン］ 14,000 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 名 / スタンダードシングル(15 ㎡) 6,000 円 

1 名 / デラックスシングル(22 ㎡) 8,000 円 

2 名 / スタンダードツイン(22～25 ㎡) 12,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 名 / スタンダードシングル(15 ㎡) 7,000 円 

1 名 / デラックスシングル(22 ㎡) 8,500 円 

2 名 / スタンダードツイン(22～25 ㎡) 14,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 名 / スタンダードシングル(15 ㎡) 8,500 円 

1 名 / デラックスシングル(22 ㎡) 10,000 円 

2 名 / スタンダードツイン(22～25 ㎡) 17,000 円 



■ご朝食（朝食付きプラン） 

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。 

・営業時間 6：30～10：00(L.O. 9：30) 

 

◎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/takasaki.vaccine_day-stay.html 

 

 ホテルメトロポリタン 長野  
 

電車やバスを使った移動にも便利な「長野駅ビル直結」のベストロケーション。 

長野市中部地区の集団接種会場のエムウェーブ、ビッグハット、長野市保健所、長野保険

医療大学へお越しになる際に便利な 3 つの宿泊プランをご用意いたしました。 

 

■料金：（消費税・サービス料込） 

□日帰りプラン（7:00～22:00 のうち最大 6 時間の滞在が可能）／1 室料金  

  

□1 泊（素泊まり）／1 室料金  

 

□1 泊（朝食付き）／1 室料金 

 

■【特典】 

①特典：ご滞在時間中の駐車料金は無料にて承ります。 

        （通常１時間４００円でご案内をしております。） 

②特典：館内レストラン 20％割引券 1 室 1 枚 

③特典：ミネラルウォーター お一人様 1 本  

 

■ご朝食（ご朝食付きプラン）： 

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。 

・営業時間 6:30～10:00 

 

◎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_covid-19vaccine_day-stay.html 

 

  

ＪＲ東日本ホテルメッツ 共通（対象 24 ホテル） 
 

首都圏を中心に駅から徒歩１～３分圏内にホテルを展開する駅近ホテル「ＪＲ東日本

ホテルメッツ」。ホテルとしての機能だけでなく、リラックスできる空間と微笑みあふれるサービ

スですべてのお客さまを心より歓迎します。 

 

より安心してお過ごしいただくために、全客室にお客さまからご要望が多かった消臭・除菌

スプレーを設置しました。 

駅から近い安心・安全なホテルでゆったりリラックスできる時間を過ごしてみるのはいかがで

しょうか。 

 

 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 名様 [ スタンダード シングル ]  4,400 円～ 

2 名様 [ スタンダード ツイン ] 8,500 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 名様 [ スタンダード シングル ]  7,200 円～ 

2 名様 [ スタンダード ツイン] 12,600 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 名様 [ スタンダード シングル ]  8,800 円～ 

2 名様 [ スタンダード ツイン] 15,800 円～ 

https://takasaki.metropolitan.jp/stay/plan/takasaki.vaccine_day-stay.html?channel=main


■料金：（消費税込） 

□日帰りプラン（7:00～22:00 のうち最大 6 時間の滞在が可能）／1 室料金  

 

□1 泊（素泊まり）／1 室料金  

 

□1 泊（朝食付き）／1 室料金 

（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。） 

 

■ご朝食 

ホテルにより異なります。各ホテル Web サイトをご参照ください。 

 

■対象ホテル：ＪＲ東日本ホテルメッツ 対象 24 施設［渋谷・目白・駒込・田端・秋葉

原・五反田・高円寺・武蔵境・国分寺・立川・赤羽・東京ベイ新木場・川崎・横浜鶴見・

横浜・横浜桜木町・溝ノ口・かまくら大船・浦和・船橋・津田沼・水戸・宇都宮・札幌］ 

※赤羽のみ「日帰り」がご利用いただけません。 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）：各ホテル電話番号または Web サイトまで 

 

［対象］ＪR 東日本ホテルメッツ 24 施設 

 

ホテル名 電話番号 Web サイト 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 渋谷 03-3409-0011 https://www.hotelmets.jp/shibuya/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 目白 03-5985-0011 https://www.hotelmets.jp/mejiro/ 

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 赤羽 03-5939-0011 https://www.hotelmets.jp/akabane/ 

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/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 川崎 044-540-1100 https://www.hotelmets.jp/kawasaki/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 横浜鶴見 045-500-5011 https://www.hotelmets.jp/tsurumi/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 横浜 045-317-0011 https://www.hotelmets.jp/yokohama/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 横浜桜木町 045-228-0011 https://www.hotelmets.jp/sakuragicho/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 溝ノ口 044-862-0011 https://www.hotelmets.jp/mizonokuchi/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ かまくら大船 0467-40-1192 https://www.hotelmets.jp/kamakura/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 浦和 048-826-0011 https://www.hotelmets.jp/urawa/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 船橋 047-425-0011 https://www.hotelmets.jp/funabashi/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 津田沼 047-473-0007 https://www.hotelmets.jp/tsudanuma/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 水戸 029-222-3100 https://www.hotelmets.jp/mito/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 宇都宮 028-600-3300 https://www.hotelmets.jp/utsunomiya/ 

ＪＲ東日本ホテルメッツ 札幌 011-729-0011 https://www.hotelmets.jp/sapporo/ 

※赤羽のみ「日帰り」がご利用いただけません。 
 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室１名様［シングル］ 4,200 円～ 

1 室２名様［シングル］ 5,000 円～ 

1 室２名様［ツ イ ン ］ 7,900 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室１名様［シングル］ 4,700 円～ 

1 室２名様［シングル］ 5,500 円～ 

1 室２名様［ツ イ ン ］ 8,400 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室１名様［シングル］ 5,600 円～ 

1 室２名様［シングル］ 6,800 円～ 

1 室２名様［ツ イ ン ］ 9,800 円～ 



 

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。 

 


